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ゴドックス サイレント型LEDカタログ

150W / SILENT & HIGH POWER

LED Video Light
150W 大光量ファンレス・サイレントLEDライト
「UL150」

60W / POWER IN YOUR HAND

LED Video Light
ハンディサイズ 60WサイレントLEDライト
「ML60」

TTL Li-ion Flash

ファンレス

静音設計

放熱システム

デュアル
バッテリー

150W / SILENT & HIGH POWER

LED Video Light

サイレントLEDビデオライト
Godox UL150は高精度な冷却システムにより、
ファンレスを実現した

らフルパワーまでの範囲で、
コントロールボックスの他にもアプリによる

冷却ファン自体をなくすことでノイズをカット、放送、映画撮影、
オンライ

汎用性の高いボーエンスマウントにより、付属のリフレクターはもちろ

静音設計の150WデイライトタイプLEDビデオライトです。

ンストリーミング、
およびその他の音声付きビデオアプリケーションに大
きなメリットをもたらします。付属の独立型コントロールボックスから操

作できるため、
ライト本体は非常に軽量・コンパクト。調光設定は0％か

スマートフォンからの遠隔操作が可能です。

ん、
さまざまなライトモディファイアーと互換性があります。スタジオ撮

影においては、付属のACアダプターによる継続的な電源供給を、
アウ

トドアではVマウントバッテリー
（別売）
を使用することができます。

卓越した色品質
UL150は、定常光ライトとして最大光量はもちろ

ファンレスランニング

グが96、TLCIレーティングが97であり、鮮やかな

Godox独自の精巧な放熱システムで設計されたサイレント型LEDビデオライト

も5600K、誤差±200K以内と非常に安定してお

これにより、
ファンの回転音がまったく聞こえない、実質的には無音での操作が可能に

ん、その色品質にもこだわります。CRIレーティン

自然光を提供し、正確な色を再現します。色温度

り、常にカラーバランスのとれた撮影が可能です。
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UL150は、"冷却ファンを搭載しない"大胆で新しいデザインを導入しました。

なりました。
ノイズに対してシビアな放送、映画撮影に対応します。

150W / LED Video Light

豊富なライティングモディファイヤー
UL150には、光をやわらかくするためのアンブレラマウントがあります。

フレキシブルに配置

ボーエンスマウントと互換性があるUL150はソフトボックスやリフレクタ

UL150の独立したコントロールボックスはライトヘッドから離せるため、
ライトの設置を

明を形作ったり、制御したりできます。

ーなどのさまざまなライティングアクセサリーを使用することで自在に照

より柔軟にします。
このコントロールボックス背面にはバッテリープレートを装備。付属

のAC電源はもちろん、大容量のVマウントバッテリーも使用できるので、電源供給で
の制限もありません。

回転式ヨークは、
ライトスタンドに設置する場合も、吊り下げて使用する場合でも任意

の角度で自由に調整することができます。

多彩な制御
手元にコントロールボックスを設置し、有線接続により100％から0％ま

で段階的に調光することができます。

さらに6グループ、16チャンネルを選択、GodoxPhotoアプリを使用し

てスマートフォンからリモートコントロールすることもできます。
これにより
多灯ライティングも快適に行えます。

サイレントLEDビデオライト
希望小売価格（税別）

74,500円

［同梱品］

リフレクター

UL150ライト本体
ULC150
コントロールボックス

接続ケーブル

ACアダプター

ランプ保護
キャップ

ACケーブル

UL150 サイレント型LEDライト仕様
JANコード
製品コード
電源

消費電力
色温度
照度（ルクス）/1m
CRI
TLCI
輝度調整範囲
ワイヤレス制御
動作温度
チャンネル
グループ
サイズ
重量
ライト本体
コントローラー
アダプター

4961360039047
253904
AC 100V-240V/2A（50/60Hz）
DC16.8V/10A
V マウントバッテリー（別売）
150W
5600K（±200K）
約 58000 lx
約 96
約 97
0-100%
スマートフォンアプリ
（Bluetooth）
使用
-10〜+40℃
16
6（A、B、C、D、E、F）
約 317 ×218×170mm
3.1kg
0.86kg
0.72kg
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静音設計

放熱システム

デュアル
バッテリー

エフェクト
モード

60W / POWER IN YOUR HAND

LED Video Light
高輝度の定常光ライトが必要な場面、さらにセットアップや移動にス

これは、パワフルでポータブルなライトが必要なあらゆる状況で非常

ピードが求められる撮影においては特にポータブルで軽量、シンプル

に有効な、昼光バランスのとれた 60W の LED 光源です。

ただし、多くのプロ用定常光ライトは大型で重かったりと、小規模な

による美しさを兼ね備えています。さらに超サイレントファン搭載で、

な操作性のライトが理想的です。

動画撮影において ML60 は、携帯性とパワー、そして高い演色性

撮影、報道や屋外ロケといった場合に撮影クルーの負担となります。

静音モードに設定することで音に敏感な動画撮影にも最適。

ティングソリューションを提供します。

ありません。

コンパクト&イージー

エフェクト搭載

Godox LED ライトML60 は屋内・屋外を問わず、常に最適なライ

ML60 ライトの本体重量は、わずか 0.77 kg（グリップ / リフレクターなし）で形状も

非常にコンパクト。しかもセットアップも簡単で快適に使用することができます。手持

ちでも、持ち運びでも、保管においても非常に便利です。

ML60 はサイズは驚くほど小さいですが、その性能・出力に妥協は

8 つのプリセット可能なライティングエフェクトを搭載、稲妻、フラッシュ、会議、パ

パラッチ、テレビ、壊れた電球の効果をシミュレートして、クリエイティブな撮影を実
現できます。
FX No.

FX1

FX2

FX3

FX4

FX5

FX6

FX7

FX8

会議

パパラッチ

TV

壊れた電球

アイコン
効果

信頼性の高い演色性能
ML60 は、 CRI 96、 TLC I97 と演色性評価のス

コアが高く、鮮やかな自然光を提供します。あらゆ
る場面で正確な色を再現します。
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間隔の空く 頻発する
稲妻
稲妻

連続する
フラッシュ
稲妻

ノイズレスランニング
ML60内部に搭載された超静音ファンにより、操作中の動作音に悩まされることがあ

りません。サイレントモードをオンにすることで照射中の冷却ファンが起こすノイズを除
去できるため、音に対してセンシティブな動画撮影に最適です。

60W / LED Video Light

ミニマムスタイル
ML60 は、非常にコンパクトで操作性に

優れた NEW Godox マウントを採用し

ています。

AD300Pro/400Proといったフラッシュ

のアクセサリーをそのまま使うことがで

きます。これらは非常にコンパクトで取

り付けても小さな ML60 にぴったりのス

デュアルパワー

マートにセッティングでありながら、多彩

なライティングワークを可能にします。

ML60 は AC アダプター、または

NP-F970 バッテリー×2 個（別売）

で作動します。

スタジオまたは屋外撮影、

各種モディファイヤー
ML60 は、ゴドックス S2 ブラケッ

共に自由な運用が可能です。

※写真のNP-F970バッテリーとスタン
ドはキットに含まれていません。

トを取り付けることでライティングに
おいて汎用性の高いボーエンスマ

ウントアクセサリーを使用することが

できます。 市販の多くのライティン

グアクセサリー、ソフトボックスやス

ヌート、ビューティディッシュなどに
対応します。

2.4GHzワイヤレスコントロール
ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、

オンボード制御が容易になります。

RC-A6 リモートコントローラー（別売）を使う

ことで 16 グループ、32 チャンネル、99 ID

から設定、電波干渉を受けることなく快適に

ライトをワイヤレスコントロールできます。

254182

RC-A6リモートコントローラー
希望小売価格（税別）

2,400円

JAN.4961360041828

ボーエンスマウントアクセサリー

S2ブラケット

［同梱品］

ML60 LEDビデオライト

39,000円

希望小売価格（税別）
●ハンドル
グリップ

●キャリングケース

●ML60LEDライト

●アダプター

●リフレクター

●ACケーブル

●DC電源ケーブル
1.5m ×1
0.2m ×1

●NPバッテリー
プレート

●ACアダプター

●ストラップ

●ランプ保護
キャップ

ML60 LEDライト仕様
JANコード
製品コード
電源
消費電力
色温度
照度（ルクス）/0.5m
CRI
TLCI
輝度調整範囲
ワイヤレス制御
動作温度
チャンネル
グループ
本体サイズ
本体重量

4961360041569
254156
AC電源出力： DC16.8V/4.2A
外部電源：NP-F970バッテリー（別売）
最大 60W
5600K（±200K）
約 69000 lx
（付属リフレクター使用時）
約 96
約 97
0-100%
別売リモートコントローラー使用
（2.4GHz）
-10〜+40℃
32
16（A、B、C、D、E、F、0〜9）
約 145mm × 88 mmφ
0.77kg

5

別売アクセサリー
（S2ブラケット使用でML60もご使用できます）

CS-85D

アンブレラ型なので、一度組み立
てれば、傘のようにワンタッチで
開閉し、
コンパクトに収納すること
ができます。

CS-65D

ランタンソフトボックス《ボーエンスマウント》
柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、
ボーエ
ンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2
タイプを用意しました。
オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最
適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティン
グクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°
の照
射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

［内容］ ※スカートは別売
・ランタンソフトボックス
（ボーエンスマウント）
・ソフトケース

パラボリックソフトボックス
254140

CS-65D

254141

CS-85D

［内容］ ※グリッドは別売
●パラボリックソフトボックス ●ボーエンスマウントコネクター ●
フロントディフューザー ●インナーディフューザー ●ソフトケース
価格（税別）

10,800円

サイズ：65cmφ

JAN.4961360041408

サイズ：85cmφ

JAN.4961360041415

専用スカート
254142

SS-65

254143

SS-85

CS-65D用
CS-85D用

パラボリックソフトボックス
《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイ
ズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、
ソフ
トでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。 非常
に均一で直線的に明るく、
かつ柔らかい光を作ります。簡単に
たたんで、
コンパクトに収納できます。
光に指向性を与えるグリッド
（別売）
も各サイズご用意してい
ます。

12,800円
価格（税別）

6,100円

JAN.4961360041422

7,600円

JAN.4961360041439

●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果

パラボリックソフトボックス
253778

P90L

253779

P120L

価格（税別）

18,800円

アンブレラソフトボックス
《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフト
ボックスです。
長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、
ボーエンス
マウントのLEDやストロボを使用してより均一でソフトなライティ
ングが可能です。
サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用
意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグ
リットを隙間なく装着することができます。

［内容］
●アンブレラソフトボックス
（ボーエンスマウント）●フロントディ
フューザー ●インナーディフューザー ●グリッド ●ソフトケース

アンブレラソフトボックス

価格（税別）

8,700円

253808

UB-UE5070

253809

UB-UE6090

253810

UB-UE80120

JAN.4961360037784

サイズ：50x70cm

JAN.4961360038088

JAN.4961360037791

サイズ：60x90cm

JAN.4961360038095

サイズ：80x120cm

JAN.4961360038101

21,200円

専用グリッド
253797

P90L用グリッド

253798

P120L用グリッド

価格（税別）

3,760円

JAN.4961360037975

4,760円

JAN.4961360037982

●パラボリックソフトボックスの特長

10,200円

ゴドックス製ボーエンスマウント ライトシェービングツールです。
AD-R7Bは標準リフレクター。AD-H7グリッドと併用で、
より効
果的に。SN-05スヌートは3.1インチ。
スポットライトとして、被写
体にハイライトを与えることでより立体的に表現することができ
ます。RFT-4は直径30.5cm、
ワイドな120°
の照射角度でポート

〈AD-H7〉

●別売スカート

16本のロットは軽量で柔軟なファ
イバーグラスを採用。

〈AD-H7〉
ハニカムグリッド
253455

1,700円

JAN.4961360034554
●別売グリッド

6

12,000円

●スタンダードリフレクター
〈AD-R7BおよびG〉
用

〈AD-R7B〉

〈AD-R7B〉
スタンダードリフレクター
《ボーエンスマウント》
253454

1,800円

JAN.4961360034547

●材質：アルミ
●サイズ：直径17.8 cm

Accessory

一度組み立てれば、心棒に押し
込むことで簡単に開閉し、
コンパ
クトに収納することができます。

オクタソフトボックス
《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリッ
クに、強靭なロッドを組み合わせました。
スタジオフラッシュ撮
影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。
携帯、
持ち運びに便利。内面ベルクロには、
付属のインナーデ
ィフューザー、
フロントディフューザー、
ハニカムグリッドが取り
付けできます。
サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意
しています。

［内容］
●オクタソフトボックス
（ボーエンスマウント）●フロントディフュー
ザー ●インナーディフューザー ●グリッド ●ソフトケース

オクタソフトボックス
253314

SB-UE80

253392

SB-UE95

253315

SB-UE120

価格（税別）

11,400円

AD-S85W
ホワイト

ソフトボックス シルバー/ホワイト
《NEW GODOXマウント》

スピードライト用ソフトボックス
《S2ブラケット付き》

［内容］ ※グリッドは別売
●ソフトボックス ●グリッド ●フロントディフューザー ●インナー
ディフューザー ●ソフトケース

［内容］
・ソフトボックス本体 ・フロントディフューザー・ インナーディフ
ューザー ・グリッド ・Sブラケット ・ソフトボックスケース ・専用ソフトバ
ッグ

迅速なインストール、
コンパクトで携帯性に優れた、
パラボリック
デザインのNew Godoxマウントソフトボックスです。
ゴドックス製ミディアムサイズのLEDライト
（ML60）
またはモノ
ブロックストロボ
（AD400Pro/AD300Pro）
に対応。直径が
85cmφと65cmφの2サイズ、
インナーカラーは、
シルバーとホワ
イトで各種。

ソフトボックス
253836

AD-S85S

253837

AD-S85W

253838

AD-S65S

253839

AD-S65W

サイズ：φ80cm

JAN.4961360033144

サイズ：φ85cm/シルバー

サイズ：φ95cm

JAN.4961360033922

サイズ：φ85cm/ホワイト

サイズ：φ120cm

JAN.4961360033151

サイズ：φ65cm/シルバー

12,000円
13,500円

サイズ：φ65cm/ホワイト

レート、集合写真に最適。簡単に分解、
コン
パクトに収納できます。SN-05スヌートは3.1
インチ。
スポットライトとして、
被写体にハイラ
イトを与えることでより立体的に表現するこ
とができます。

AD-S85S
シルバー

価格（税別）

14,000円

簡単に展開、収納時は非常にコンパクトにたたむことができ
ます。付属のS2ブラケットに発光部を挟み込んで使用するた
め、
New Godoxマウントのライトをはじめ、
多くのクリップオンス
トロボにも使用可能です。
グリッドやフロントディフューザーとイ
ンナーディフューザーを装備、
より均一な光を提供できます。

ソフトボックス
253477

ソフトボックスM

253478

ソフトボックスL

JAN.4961360038361

サイズ：60X60cm

JAN.4961360038378

サイズ：80X80cm

14,000円
12,000円

価格（税別）

8,000円

JAN.4961360034776

9,000円

JAN.4961360034783

JAN.4961360038385

12,000円

JAN.4961360038392

ゴドックス
S2ブラケット
253880

3,300円

JAN.4961360038804

〈SN-05〉

〈SN-05〉
スヌート
《ボーエンスマウント》
254138 4,600円

JAN.4961360041385

〈RFT-4〉

〈RFT-4〉
ワイドアングル
リフレクター（120°）
《ボーエンスマウント》
253788

2,250円

JAN.4961360037883

クランプ調整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。
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。
ブラケッ
トはほぼ180度傾斜、折りたたみ
時はコンパクトに収納可能です。

7

※GODOX社製品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2022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 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

