ゴドックス AD300Proカタログ

Outdoor Flash AD300Pro

NEW!

TTL Li-ion Flash

Godox AD300 Proは、300Wsの強力なパワーと充電式大容量バッ
テリーを備えたラウンド型オールインワンフラッシュです。
軽量なボディで、
重量はわずか1.3kg。
ロケ撮影でもスタジオレベルのパ
ワフルで均一なライティングを身軽に移動しながら得ることができます。
フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒、各カメラメーカーのTTL機
能をはじめ、多彩な各種機能をサポート。 安定した色温度を実現するコ
ンスタントカラーモードなど拡張機能も充実しています。
もちろん他のWitstroシリーズ同様、
ワイヤレスXシステム受信機を内
蔵。Godoxの送信機能搭載機からスレーブ機として使用可能です。
さらにGodox S2ブラケットと併用することで、AD300 Proは最新の
モディファイアーおよびあらゆるアクセサリーと互換性を持つようになり
ます。
安定した色温度「コンスタントカラーモード」
AD300Proの色温度は他のWitsrtroシリーズ同様、
±200K以内と安定し
ています。
さらにAD300Proはファンクション設定のコンスタントカラーモー
ドを選択することで、色温度変化を±100K以内に抑えることができます。
常に一定の色温度を保つため、撮影後の画像処理の手間も削減できます。

スマートなボディ
コンパクトなモディファイアオプション
非常にコンパクトでスマートな A D 3 0 0
P r o のアクセ サリーマウントは 、N e w
Godox マウントを採用。
コンパクトなGodox製のライティングモデ
ィファイヤーを各種使用することができま
す。アウトドア撮影にも最適です。
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リサイクルタイム最短1.5秒！
フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒、ストレスのない連続発光に加
え、出力も1/1フル発光から1/256まで9段階のパワー出力調整により、最
適な光効果を演出することができます。

多彩な機能

フラッシュ露出補正、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕、後幕シンク
ロ、
モデリングランプ、
マニュアルフラッシュをサポートしています。

柔軟なバイカラータイプのモデリングランプ

AD300Proのモデリングランプは調光可能なバイカラータイプLED。
12Wの定常光ライトを使用して、ショートムービーも制作できます。

ワイヤレスXシステム内蔵

2.4GHzワイヤレスによる安定したシンクロ信号の受信が可能です。X2T/
X1およびX-Proワイヤレストリガーにより各カメラからスレーブ機器として
対応します。

大容量のリチウムバッテリーパック
専用バッテリーパックは、大容量
パワー（14.4V/2600mAh）に
より、フル発光で約320回※1、リ
サイクルタイムは0.01〜1.5秒と
高速チャージが可能です。

TTL Li-ion Flash AD300Pro

シリーズ フラッシュ
スマートなオリジナルアクセサリー
AD300Proに付属している新型フレクターは、
シームレスなデザインでコンパクト
な専用ケースにスッキリ収まります。
しかも機能性にも優れ、均一で美しい反射が
AD300Proのパワーをより高めます。
発光部のアクセサリーマウントは、AD400Proと同じNewGodoxマウントを採用。
より小さく、
スマート、
かつコストパフォーマンスに優れたGODOXライティングモデ
ィファイヤーの取り付けが可能※です。
※写真のSN-04スヌートの取り付けにはAD-ASアダプターが必要です。

各種アクセサリーマウント
（別売）交換可能

AD300Proは交換式アクセサリーマウント規格を採用。
ゴドックス製アクセサリー以外にも各種マウントアダプター（別売）
とAD-ABアダプ
ターリング（別売）
の組み合わせにより、Bowens、Broncolor、Profotoなどのラ
イティングモディファイヤーが使用可能になります。

S2ブラケットでBowensマウントアクセサリーを使用
汎用性の高いS2ブラケットを使用することで、角度調整が自在になるだけでなく、

ワイヤレスリモートコントロールおよびトリガー

ボーエンスマウントのアクセサリーにも対応します。

G O D O X ワイヤレスフラッシュトリガ ー X 2 T / X 1 、および
X-Proなどを使用することで最大100m※1までワイヤレスコ
ントロール。GODOXワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、
V860II、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用する
こともできます。

TTL Wireless Flash Trigger

AD300 Pro仕様

/

TTL Wireless Flash Trigger

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名

AD300Pro

JANコード
製品コード
ワイヤレススレーブモード
スレーブユニット
対応カメラ
（対応マスターユニット）

NEW!
バッテリーフラッシュキット
希望小売価格（税別）

68,800円

・AD300Proフラッシュ

［付属品］

バッテリー

フラッシュ
チューブ

ガラス
プロテクトカバー

リフレクター

チャージャーケーブル

チャージャー

ライトスタンド
ホルダー

プロテクションバッグ

4961360038996
253899
2.4GHz無線モード
ニコン
（XProNまたはX2TN）
キヤノン
（XProCまたはX2TC）
ソニー（XProSまたはX2TS）
フジフイルム
（XProFまたはX2TF）
オリンパス・パナソニック
（XProOまたはX2TO）
ペンタックス
（XProPまたはX2TP）
フラッシュモード
ワイヤレスOFF/M/Multi/
無線スレーブによるTTL/M/Multi
フラッシュ閃光時間
1/220〜1/10200 秒
最大パワー
300Ws
パワー出力調整
9 段 81段階 : 1/256〜1/1
マルチフラッシュ
最大90回 99 Hz
フラッシュ調光補正（FEC） マニュアルFEB: ±3段 1/3 刻み
シンクロモード
ハイスピードシンクロ
（最大1/8000秒）
先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー
0.01〜30 秒
光スレーブフラッシュ
S1/S2
その他機能
BEEP音、フラッシュ継続時間表示、
バッテリー状況表示
モデリングランプ
（LED）
最大出力：12Ws（10段階調整）
色温度調整：3000〜6000K ±500K
ワイヤレスフラッシュ機能
スレーブ／OFF
制御可能なスレーブグループ 5（A、B、C、D、
E）
受信範囲※1
最大100m
ワイヤレス機能
32 チャンネル
（1〜32） ID＝01〜99
電源
リチウムバッテリーパック
（14.4V/2600mAh）
※1
発光回数（フル発光）
320回
リサイクルタイム
約0.01〜1.5秒
パワーセーブ
使用後約30分経過後オートOFF
シンクロトリガーモード
3.5mmシンクロコード
色温度
5600 ±200K
コンスタントカラーモード ±100K以内
（カスタムファンクション設定）
サイズ
190×100×90mm
重量
1.25kg
（バッテリー含む）

※1：撮影環境、状況により異なります。
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WISTRO AD300Pro Accessories

シリーズ AD300Proアクセサリー

AD300Pro

AD300Pro

AD300Pro

AD300Pro

AD300Pro用
フラッシュチューブ〈FT-AD300Pro〉

AD300Pro用
ガラスプロテクションカバー

AD300Pro用
リチウムバッテリー〈WB300P〉

AD300Pro用
リフレクター〈AD-R13〉

JAN.4961360039061

JAN.4961360035179

JAN.4961360039054

JAN.4961360037623

253906

15,000円

AD300Pro用リフレクター
〈AD-R14〉

2,500円

253908

JAN.4961360039085

1,800円

253517

AD300Pro用
バーンドアキット
〈BD-10〉
253907

2,900円

JAN.4961360039078

AD300Pro用に作られた、
コンパクトなワイ
ドリフレクター。効率の良い反射でソフトな
光を演出します。

AD300Pro用に作られた、
コンパクトなバー
ンドアキット。
モデリングランプを使ったで簡
単な動画撮影にも効果的です。

GODOX S2ブラケット

3,000円

JAN. 4961360038804

GODOX S2ブラケットは、各種スピードライトやフラッシュを傷つけることなく
垂直・水平どちらもホールドする、
ライティング拡張アクセサリーです。
クランプの圧力とアタッチメントの着脱により、
角形ヘッドからラウンドヘッド、小
型スピードライトから大型フラッシュまでサイズ・形状問わず取り付け可能です。
発光側にはボーエンスマウントを装備。
お手持ちのソフトボックスや、
スヌート、
リ
フレクターなどボーエンスタイプアクセサリーがすべて装着可能で、 幅広く撮影
に対応することができます。
ブラケットはほぼ180度傾斜し、
また、折りたたみ時
はコンパクトに収納可能です。

※GODOX社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、
安心し
てご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※
（株）
ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス
機器はすべて、
日本電波法認証を取得しています。
●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2020年7月現在のものです。

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001

9,000円

AD300Pro用アダプター
〈AD-AS〉
253763

1,000円

253762

2,000円

AD300Pro用
アアプターリング
〈AD-AB〉
253909

1,600円

JAN.4961360037630

JAN. 4961360039092

AD400Pro用スヌート
〈SN04〉
を使用する
際に必要なアアプターです。AD300Proの標
準リフレクターの上に取り付けます。

このアダプターリングをAD300Proに取り
付けることで、AD400Proのアクセサリーマ
ウント
（◎ページ参照）
が使用できます。

Universal Accessories

汎用アクセサリー
253880

253905

東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

