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P1

アクセサリー [Accessory] P7

エフェクト [Effect] P31

スタンド [Stand] P34

グリップ [Grip] P36

その他のアイテム [Other Item] P40

P42

車両 [Vehicle] P45

約款 [Rental Rule] P47

アクセス [Access] P48

※ カタログに記載されております価格には
　　消費税が含まれておりません。
※ 価格、 仕様は予告なしに変更される事があります。
　　機材の詳細、 お見積り等は電話やメールにて
　　お問い合わせください。

（株）アペックス　札幌支社　tel : 011-299-3039
　　　　　　　　　　 　　　　　　　fax : 011-299-3951
　　　　　　　　　　　　mail : sapporo@apexnet.jp

スタジオ [Studio] P51

アペックスオリジナル LED ワイヤレスコントローラー

APEX brand
LED Wireless Controller

APEX brand FADER 3kw

アペックスオリジナル フェーダー 3kw

HMI [HMI]

P9LED [LED]

蛍光灯 [Fluorescent] P20

タングステン [Tungsten] P13

ネタ生地 [Fabric] P26

フレーム ・ パイプ [Frame,Pipe] P29

レフ ・ ミラー [Reflector,Mirror] P25

P23特殊ライト [Special Light]

電源 [Power Source]



[HMI Fresnel]
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12/18kw アリデイライト
[ARRI Daylight 18/12kw]

W:1040×H:1058×D:825mm

重量 : 78kg

レンズ径 : 625mm

ダボ径 : Φ28mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

備考 : 12kw \50,000

価格 \70,000 ( 点灯料別 )

12/18kw LTM
[LTM 18/12kw]

W:850×H:892×D:770mm

重量 : 65kg

レンズ径 : 625mm

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

備考 :　12kw \50,000

価格 \70,000 ( 点灯料別 )

12/18kw アルファ
[K5600 Alpha 18/12kw]

W:967×H:965×D:545mm

重量 : 47.3kg

レンズ径 : 600mm

ダボ径 : Φ28mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，
コード，クリアレンズ

備考 :12kw \55,000

価格 \80,000 ( 点灯料別 )

価格 \30,000 ( 点灯料別 )

12kw アリ デイライト
[ARRI Daylight 12kw]

W:790×H:910×D:670mm

重量 : 60kg

レンズ径 : 500mm

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

備考 : ダブルエンドバルブ

価格 \50,000 ( 点灯料別 )

4kw アリ
トゥルーブルー D40
[ARRI True Blue D40]

重量︓17.5kg

レンズ径︓300mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓100/200VAC

付属品︓バラスト / コード
備考︓延長コード \1,000

6kw アリ コンパクト
[ARRI Compact 6000]

W:600×H:660×D:550mm

重量︓29kg

レンズ径︓420mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \20,000 ( 点灯料別 )

4kw アリ コンパクト
[ARRI Compact 4000]

W:537×H:538×D:425mm

重量︓20kg

レンズ径︓300mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

6kw ディシスティ
ピッコロ
[DeSisti Piccolo 6kw]

重量 : 28.6kg

レンズ径 : 350mm

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \30,000 ( 点灯料別 )

W:533×H:838×D:411mm

4kw ディシスティ
ピッコロ
[DeSisti Piccolo 4kw]

重量 : 27kg

レンズ径 : 350mm

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \20,000 ( 点灯料別 )

W:555×H:695×D:450mm

価格 \20,000 （点灯料別）

W:534×H:572×D:403mm
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価格 \18,000 ( 点灯料別 )

2.5kw アリ コンパクト
[ARRI Compact 2500]

W:480×H:520×D:368mm

重量︓14.8kg

レンズ径︓250mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \18,000 ( 点灯料別 )

2.5kw ディシスティ
ピッコロ
[DeSisti Piccolo 2.5kw]

W:470×H:592×D:363mm

重量︓15.2kg

レンズ径︓250mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \10,000 ( 点灯料別 )

1.2kw アリ コンパクト
[ARRI Compact 1200]

W:340×H:440×D:295mm

重量︓9kg

レンズ径︓175mm

ダボ径︓ Φ17/25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \10,000 ( 点灯料別 )

1.2kw ディシスティ
ピッコロ
[DeSisti Piccolo 1.2kw]

W:350×H:485×D:297mm

重量︓8.2kg

レンズ径︓150mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \10,000

575w アリ コンパクト
[ARRI Compct 575]

W:290×H:340×D:240mm

重量︓7.4kg

レンズ径︓130mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \10,000

200w アリ コンパクト
[ARRI Compact 200]

W:210×H:300×D:190mm

重量︓3kg

レンズ径︓112mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \10,000

575w ディシスティ
ピッコロ
[DeSisti Piccolo 575w]

W:318×H:393×D:287mm

重量︓6.4kg

レンズ径︓150mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード
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価格 \5,000

1.2kw アリ
トゥルーブルー D12
[ARRI True Blue D12]

W:374×H:396×D:325mm

重量︓9.9kg

レンズ径︓175mm

ダボ径︓ Φ17/25mm
入力電圧︓100/200VAC

付属品︓バラスト / コード

価格 \10,000（点灯料別）

575w アリ
トゥルーブルー D5
[ARRI True Blue D5]

W:327×H:302×D:223mm

重量︓6.1kg

レンズ径︓150mm

ダボ径︓Φ17/25mm
入力電圧︓100/200VAC

付属品︓バラスト / コード

価格 \10,000

HMI 1.2kw 用
先玉レンズ
[Cutter Lens for HMI 1.2kw Fresnel]

W/H:228×D:290mm

レンズ径︓72mm

付属品︓アイリスセット

備考︓1.2kw アリコンパクト，
1.2kw ディシスティピッコロ対応
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価格 \12,000

200w ディシスティ
ピッコロ キット
[DeSisti Piccolo 200w Kit]

W:168×H:323×D:206mm

重量︓2.5kg

レンズ径︓120mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \45,000 ( 点灯料別 )

6kw アリサン
[ARRISUN 60]

重量︓27kg

W:600×H:627×D:609mm

レンズ径︓ 420mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（5 枚）

価格 \25,000 ( 点灯料別 )

2.5kw LTM シネパー
[LTM Cinepar 2.5kw]

重量︓15.6kg

W:379×H:556×D:584mm

レンズ径︓ 280mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（3 枚）

価格 \35,000 ( 点灯料別 )

2.5/4kw ディシスティ
レミントン
[DeSisti Remington 2.5/4kw]

重量︓21kg

W:503×H:653×D:538mm

レンズ径︓ 290mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（5 枚）

2.5kw \25,000（点灯料別）

価格 \35,000 ( 点灯料別 )

2.5/4kw アリサン
[ARRISUN 40/25]

重量︓20.5kg

W:490×H:455×D:520mm

レンズ径︓ 300mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（5 枚）

2.5kw \25,000（点灯料別）
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[HMI Par/OpenFace]

価格 \15,000 ( 点灯料別 )

1.2kw アリサン
[ARRISUN 12 Plus]

重量︓12kg

W:390×H:410×D:450mm

レンズ径︓ 250mm

ダボ径︓ Φ17/25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（5 枚）

価格 \15,000 ( 点灯料別 )

1.2kw LTM シネパー
[LTM Cinepar 1.2kw]

重量︓7.5kg

W:315×H:480×D:475mm

レンズ径︓ 190mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（4 枚）

価格 \12,000

575w LTM シネパー
[LTM Cinepar 575w]

重量︓3.5kg

W:179×H:300×D:300mm

レンズ径︓ 145mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（3 枚）

価格 \12,000

575w アリサン
[ARRISUN 5]

重量︓1.9kg

W:170×H:189×D:263mm

レンズ径︓ 175mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（5 枚）



価格 \18,000 ( 点灯料別 )

1.2/1.8kw アリ M18
[ARRI　M18]

重量︓10.5kg

W:386×H:600×D:405mm

レンズ径︓ 250mm

ダボ径︓ Φ17/25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

1.2kw \15,000（点灯料別）

価格 \15,000

400w ジョーカーバグ
キット
[K5600 Joker-Bug 400 Kit]

重量︓2kg

W:182×H:243×D:270mm

レンズ径︓ 130mm

ダボ径︓ Φ16mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（4 枚）,
キメラ XS

価格 \15,000

400w ジョーカー
ソースフォー
[K5600 Bug-A-Beam 400]

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品︓バラスト，コード，
アイリス，ゴボホルダー

ダボ径︓ Φ16mm

価格 \7,000

200w ジョーカー用
チューブ
[K5600 Softube 200]

重量︓1.1kg

W:838×H:102mm

価格 \7,000

400w ジョーカー用
チューブ
[K5600 Softube 400]

重量︓1.4kg

W:1143×H:152mm

価格 \13,000

200w ジョーカーバグ
キット
[K5600 Joker-Bug 200 Kit]

重量︓1.5kg

W:151×H:210×D:207mm

レンズ径︓ 100mm

ダボ径︓ Φ16mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（4 枚）,
キメラ XXS

価格 \12,000

200w ディシスティ
レミントン キット
[DeSisti Remington 200w Kit]

重量︓2.7kg

W:200×H:320×D:274mm

レンズ径︓ 130mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード , レンズセット（4 枚）
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価格 \35,000 ( 点灯料別 )

2.5/4kw アリ M40
[ARRI　M40]

重量︓19kg

W:468×H:540×D:511mm

レンズ径︓ 300mm

ダボ径︓ Φ25/28mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

2.5kw \25,000（点灯料別）
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[M Series]

価格 \15,000

800w アリ M8
[ARRI　M8]

重量︓7.8kg

W:344×H:458×D:311mm

レンズ径︓ 200mm

ダボ径︓ Φ17/25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード



◆高出力の各ライト点灯時は大変高温になっております。ご注意下さい。

◆HMIパーライトとゴヤ・アリX等にはレンズ・ガラス破損防止の為、スクリム・シャッターを付属しておりません。

◆HMIライトをバラストのボリューム調整した（ミニマム方向）点灯時は消す前にボリュームをマックスにして

　５分程点灯してから消灯して下さい。（次回点灯時、色温度が安定しない為。）

◆HMIバラストはオーバーヒート防止の為、直射日光を避け、バラスト同士を密着させないで下さい。

◆ライト灯体にフィルター等をテープで直接留めたり、雨除けフィルター等を灯体に密着して留めないで下さい。

　熱で溶けて付着してしまいます。

◆過度な下振りでの連続点灯は、機材破損防止の為、お控え下さい。

※HMI ライト使用上の注意事項

機材名 価格
18kw ¥5,000
12kw ¥4,000
6kw ¥2,500
4kw ¥2,000
2.5kw ¥1,500
1.8kw ¥1,300
1.2kw ¥1,200

HMI 点灯料　(x1h)

※1.2kw未満のHMI点灯料は頂い
ておりません。

[HMI Burn Time Charge]

機材名 価格
18kw ¥4,000
12kw ¥4,000
6kw ¥2,000
4kw ¥1,000
2.5kw ¥1,000
1.8kw ¥1,000
1.2kw ¥1,000
800w ¥1,000
575w ¥1,000
400w ¥1,000
200w ¥1,000

HMI 延長コード
[HMI Extension Cable]

価格 \20,000 ( 点灯料別 )

2.5/4kw
ディシスティ ゴヤ
[DeSisti Goya 2.5/4kw]

重量︓17.3kg

W:503×H:744×D:305mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

2.5kw \18,000( 点灯料別 )

価格 \12,000

575w
ディシスティ ゴヤ
[DeSisti Goya 1.2kw]

重量︓4.6kg

W:274×H:422×D:157mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \20,000

575w LTM
シネスペース キット
[LTM CineSpace 575w Kit]

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC
付属品 : キメラランタン 20”，
バラスト，コード，レンズセット (3 枚 )
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価格 \20,000 ( 点灯料別 )

2.5/4kw アリエックス
[ARRI X 25/40]

重量︓18kg

W:436×H:580×D:288mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

2.5kw \18,000( 点灯料別 )

価格 \12,000 ( 点灯料別 )

1.2kw
ディシスティ ゴヤ
[DeSisti Goya 1.2kw]

重量︓8.8kg

W:373×H:610×D:208mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \22,000 ( 点灯料別 )

1.2kw LTM
シネスペース キット
[LTM CineSpace 1.2kw Kit]

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC
付属品 : キメラランタン 30”，
バラスト，コード，レンズセット (3 枚 )

HMI 1.2kw
テクノバルーン ・ 改
[HMI 1.2kw Techno Baloon]

重量︓8.8kg

W:373×H:610×D:208mm

ダボ径︓ Φ25mm

入力電圧︓ 100/200VAC

価格 \30,000 ( 点灯料別 )
付属品 : バーンドア，バラスト，コード

生地素材 :3030　グリッドクロス
　　　　　　　　3032　ライトグリッドクロス

※専用バルブから
　 シングルエンドバルブに変更



価格 \20,000

ガッファー 400
[Gaffair 400]

重量︓1.4kg

W:650×H:350mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC,24VDC

付属品 : ブーム，バラスト，コード，
エアポンプ

価格 \7,000

575w ユニフォーカス
[Toshiba Unifocus 575w]

重量︓4.4kg

W:214×H:243×D:235mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧︓ 100/200VAC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \12,000

200w
マイティルポ キット
[Toshiba Mighty-Repo 200 Kit]

重量︓1.6kg

W:170×H:223×D:186mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品 : バーンドア，バラスト，コード

価格 \30,000

チューブライト
[Tube Light]

チューブ長︓3m/6m/※9m

チューブ径︓ 450mm

※9m は別途価格 \18,000

付属品 : ファンコントローラー，黒幕

対応ライト :4kw アリコン / アリサン，
6kw/4kw ピッコロ ,4kw レミントン

価格 \12,000

200w ディシスティ
チザーノ キット
[DeSisti Tiziano 200w Kit]

重量︓3kg

W:218×H:238×D:270mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品︓バーンドア，コード，
　　　　　　AC/DC バラスト

価格 \12,000

200w マイティルポ
キット（レンズタイプ）
[Toshiba Mighty Repo 200 Kit
　　　　　　　　　　　　　　　　(Lens Type)]

重量︓ 1.6kg

W:170×H:223×D:186mm

ダボ径︓ Φ17mm

入力電圧 :100/200VAC, 24VDC

付属品︓バーンドア，バラスト，
コード，レンズセット（5 枚）

デドライト 400D
[Dedolight 400D]

W:223×H:380×D:247mm

重量︓5.4kg

レンズ径︓90mm

ダボ径︓ Φ16mm
入力電圧︓100/200VAC

付属品︓バラスト , コード , スクリム ,
バーンドア , 先玉レンズキット (DP400)

価格 \15,000
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HMI バラスト 各種
[HMI Electronic Ballasts]
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[HMI Electronic Ballasts]

HMI DC バラスト 各種
[HMI Electronic Battery Ballasts]



ライト シャッター/スクリム径 シャッター価格 スクリム価格
12/18kw アリデイライト 740mm ¥5,000 ¥5,000
12/18kw LTM 740mm ¥5,000 ¥5,000
12/18kw アルファ 740mm ¥5,000 ¥5,000
12kw アリデイライト 530mm ¥5,000 ¥2,000
6kw アリコンパクト 510/495mm ¥4,000 ¥2,000
6kw ピッコロ 400mm ¥4,000 ¥1,500
4kw アリ トゥルーブルー D40 413/400mm ¥4,000 ¥1,500
4kw アリコンパクト 413/400mm ¥4,000 ¥1,500
4kw ピッコロ 400mm ¥4,000 ¥1,500
2.5kw アリ トゥルーブルー D25 344/330mm ¥2,000 ¥1,000
2.5kw アリコンパクト 344/330mm ¥2,000 ¥1,000
2.5kw ピッコロ 305mm ¥2,000 ¥1,000
1.2/1.8kw アリ M18 344/330mm ¥2,000 ¥1,000
1.2kw アリ トゥルーブルー D12 245/230mm ¥1,000 ¥1,000
1.2kw アリコンパクト 245/230mm ¥1,000 ¥1,000
1.2kw ピッコロ *190/184mm ¥1,000 ¥1,000
800w アリ M8 245/230mm ¥1,000 ¥1,000
575w アリ トゥルーブルー D5 197mm ¥1,000 ¥1,000
575w アリコンパクト 197mm ¥1,000 ¥1,000
575w ピッコロ *190/184mm ¥1,000 ¥1,000
200w アリコンパクト 168mm ¥1,000
アリ T-24 740mm ¥5,000 ¥5,000
20/24kw スーパーレオ 670/676mm ¥5,000 ¥2,500
12kw プリモ 430/*400mm ¥2,000 ¥1,500
10kw プリモ (14") 430/*400mm ¥2,000 ¥1,500
10kw プリモ (12") 365/*400mm ¥2,000 ¥1,500
5kw プリモ 325/305mm ¥1,500 ¥1,000
2kw プリモ 265/243mm ¥1,000 ¥1,000
1kw プリモ 197mm ¥1,000
500w Q-スポット 184mm ¥1,000
1kw アリジュニア 197mm ¥1,000 ¥1,000
650w アリジュニア 168mm ¥1,000
300w アリジュニア 130mm ¥1,000
150w アリジュニア 78mm ¥1,000

*スペーサー付き
※アリサン・シネパー・ゴヤ等にはライト破損保護の為、シャッターとスクリムは付属しておりません。

シャッター/スクリム リスト

※アリサン ・ シネパー ・ ゴヤ等にはライト破損保護の為、 シャッターとスクリムは付属しておりません。
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スクリム
[Scrims]

シャッター
[Shutter]

[Shutter/Scrims]

ライト スピードリング径 価格
12/18kw アリデイライト 730mm ¥14,000
12/18kw LTM 730mm ¥14,000
12/18kw アルファ 730mm ¥14,000
12kw アリデイライト 530mm ¥14,000
6kw アリコンパクト 508mm ¥10,000
6kw アリサン 508mm ¥10,000
6kw ピッコロ アジャスタブル ¥10,000
4kw アリコンパクト / TB D40 410mm ¥7,000
2.5/4kw アリサン 410mm ¥7,000
4kw ピッコロ アジャスタブル ¥7,000
2.5kw アリコンパクト / TB D25 345mm ¥6,000
1.2/1.8kw アリ M18 345mm ¥6,000
1.2kw アリサン 345mm ¥6,000
2.5kw ピッコロ アジャスタブル ¥6,000
1.2kw アリコンパクト / TB D12 245mm ¥6,000
800w アリ M8 245mm ¥6,000
1.2kw ピッコロ アジャスタブル ¥6,000
575w アリコンパクト / TB D5 195mm ¥5,000
575w アリサン 195mm ¥5,000
575w ピッコロ アジャスタブル（小） ¥5,000
200w アリコンパクト 167mm ¥5,000
200w ピッコロ アジャスタブル（小） ¥5,000
2.5/4kw レミントン アジャスタブル ¥6,000
2.5kw シネパー アジャスタブル ¥6,000
1.2kw シネパー アジャスタブル（小） ¥6,000
575w シネパー アジャスタブル（小） ¥6,000
200w レミントン アジャスタブル（小） ¥5,000
575w ユニフォーカス 専用リング ¥5,000
アリ T-24 734mm ¥14,000
12kw プリモ アジャスタブル ¥7,000
10kw プリモ アジャスタブル ¥7,000
5kw プリモ アジャスタブル ¥6,000
2kw プリモ アジャスタブル ¥6,000
1kw プリモ アジャスタブル（小） ¥3,000
500w Q-スポット アジャスタブル（小） ¥3,000
1kw アリジュニア 195mm ¥3,000
650w アリジュニア 165mm ¥3,000
300w アリジュニア 127mm ¥3,000
150w アリジュニア 77mm ¥4,000
2kw アリライト / クォーツ アジャスタブル ¥6,000
アリ スカイパネル S60-C 専用リング ¥4,000

キメラ リスト

キメラ ライトバンク
[Chimera Lightbanks]

キメラ エッグクレート
[Chimera Fabric Grids]

デイライト シニア [L]
Daylite Senior [L]
デイライト プラス [L/M/S]
Daylite Plus [L/M/S]

クォーツ プラス [M/S]
Quartz Plus [M/S]

ビデオプロ プラス [XS/XXS]
Video Pro Plus [XS/XXS]

オクタプラス [3] \5,000
Octa Plus [3ʼ ]

ランタン [30 ㌅ /20 ㌅ ]
Lantern [30” /20” ]

ランタン パンケーキ [M/S]
Lantern Pancake [M/S]
スカイパネル S60 [M] \4,000
ARRI Skypanel S60 [M]

L バンク用　\6,000
for [L] Bank
M バンク用　\4,000
for [M] Bank
S バンク用　\3,000
for [S] Bank
XS バンク用　\3,000
for [XS] Bank
XXS バンク用　\3,000
for [XXS] Bank
オクタプラス 3 用　\3,000
for OctaPlus[3]

[Chimera]
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シルクフィン
[Diffusion Cloth Cube L/M]

重量︓3.5kg(L)/3kg(M)

W:1100×D:850×H:720mm(L)
W:740×D:740×H:360mm(M)

生地素材︓タニポン ( 難燃性 )

価格 \3,000(L)/\2,500(M)

対応ライト︓メイン , ボーダー , 等

付属品 : 黒幕スカート，吊具

スペースドーム
[Space Dome]

重量︓3.8kg

W:850×H:900mm

生地素材︓シルク ( 難燃性 )

価格 \3,000

対応ライト︓ゴヤ , アリエックス , 等

付属品 : 黒幕スカート，吊具チェーン

アペックス キューブ
[APEX Cube for ARRI Skypanel/ARRI X/Goya,etc.]

W:1200×D:1220×H:1030mm

重量︓3kg ( 吊具 ・ クロス込 )
付属品︓吊具チェーン , サイレントグリッドクロス /
　　　　　　　 サイレントライトグリッドクロス

対応ライト︓スカイパネル , アリエックス , ゴヤ , 等

価格 \4,500

[Soft Box]

キノフロ イメージ L80 専用キューブ
[APEX Cube for Kino-Flo Image L80]

W:4500×D:1220×H:1030mm

重量︓3.5kg ( 吊具 ・ クロス込 )
付属品︓吊具チェーン , サイレントグリッドクロス /
　　　　　　　 サイレントライトグリッドクロス

対応ライト︓キノフロイメージ L80, 等

価格 \5,000



LE
D

9

アリ L7-C
[ARRI L7-C]

W:374×H:423×D:349mm

重量 :8.2kg

ダボ径 :Φ17/Φ25mm

入力電圧 :100-250VAC, 220w

付属品 : バーンドア ,AC コード

備考 : 色温度 2800-10000K°,
RGBW, 調光 0-100%, DMX 可

価格 \12,000

W:1370×H:710×D:170mm

重量 :19kg

ダボ径 :Φ25mm
入力電圧 :100-240VAC, 340w

アクセサリー︓キメラ \4,000,
                専用キューブ \5,000

付属品 : ルーバー , ジェルホルダー

備考 : 色温度 2500-9900K°,
　　　　　調光 0-100%, DMX 可

価格 \23,000

キノフロ イメージ L80
[KinoFlo Image　L80 LED]

アリ スカイパネル
S60-C [Ver,4.1]
[ARRI SkyPanel S60-C]

W:825×H:433×D:133mm

重量 :12.8kg

ダボ径 :Φ25mm
入力電圧 :100-240VAC, 450w

アクセサリー︓キューブ \4,500

付属品 : バーンドア , パワーユニット ,
ディフュージョン ,AC/DC コード

備考 : 色温度 2800-10000K°,
RGBW, 調光 0-100%, DMX 可 ,
ファームウェアバージョン︓4.1

価格 \25,000

キノフロ セレブ 401Q
[KinoFlo Celeb 401Q LED]

W:760×H:660×D:130mm

重量 :　　　　　　　　　　　11kg

ダボ径 :　　　　　　　　Φ25mm
入力電圧 :100-240VAC,210w
　　　　　　  24VDC,198w
付属品 : ルーバー , ジェルフォルダー

備考 : 色温度 2700-6500K°,
　　　調光 0-100%,DMX 対応

価格 \18,000

キノフロ セレブ 200
[KinoFlo Celeb 200 LED]

W:610×H:355×D:127mm

重量 :　　　　　　　　　　6.8kg

ダボ径 :　　　　　　　　Φ16mm

入力電圧 :100-240VAC,
　　　　　　　24VDC,100w
付属品 :DC コード , ルーバー ,
　　　　　 ジェルフォルダー

備考 : 色温度 2700-6500K°
　　　　 調光 0-100%

価格 \15,000

ケルビンボード
[LED Kelvin Board]

W:666×H:658×D:82mm

重量︓9kg

ダボ径︓Φ17mm

入力電圧︓95-254VAC

付属品︓コントローラー ・ 下振りアダプター

備考︓色温度 2800-6000K°
　　　　 調光 0-100%

価格 \15,000

ケルビンハーフ
[LED Kelvin Half]

W:720×H:405×D:96mm

重量︓8.2kg

ダボ径︓Φ17mm

入力電圧︓80-254VAC

付属品︓コントローラー

備考︓色温度 2800-6000K°
　　　　 調光 0-100%

価格 \15,000

アリ スカイパネル
S60-RP 
[ARRI SkyPanel S60-RP]

W:825×H:433×D:133mm

重量 :13kg

ダボ径 :Φ25mm
入力電圧 :100-240VAC, 420w

付属品 : バーンドア , パワーユニット ,
AC/DC コード

備考 : 色温度 5600K°,
         調光 0-100%
アクセサリー︓キューブ \4,500

価格 \20,000

APEX LED
ワイヤレスコントローラー
[APEX LED Wireless Controller]

電源︓単 3 電池 ×4,
         006(9V)×2
セット内容︓送信機 , 受信機 ,
 中継器 , 延長コード ,AC アダプター ,
 6V D 球＆T 球 ,V マウントアダプター ,
 V マウントプレート

価格 \20,000
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ケルビンミニ
[LED Kelvin Mini]

W:460×H:260×D:60mm

重量︓4.1kg

ダボ径︓Φ17mm

入力電圧︓100-240VAC,
　　　　　　　 11-28VDC,96w

価格 \15,000

付属品︓コントローラー ・ DC コード

備考︓2900-6000K°,
　　　　 V マウントバッテリー対応価格 \15,000

W:670×H:397×D:100mm

重量︓4.9kg

ダボ径︓Φ17mm

入力電圧︓90-254VAC,
　　　　　　　 20-30VDC,105w
付属品︓ルーバー ・ バンドア
備考︓2700-6500K°,5-100%

ケルビンハーフ 2
[LED Kelvin Half 2]

フォトディオックス
VR-2500 
[Fotodiox　VR-2500]

W:550×H:600×D:95mm

重量 :6.3kg

ダボ径 :Φ17mm
入力電圧 :100-240VAC, 100w

付属品 : ルーバー

備考 : 色温度 3200-5600K°,
調光 10-100%, DMX 対応 ,
V マウントバッテリー対応

価格 \10,000

フォトディオックス
VR-1200 
[Fotodiox　VR-1200]

W:405×H:460×D:95mm

重量 :3.9kg

ダボ径 :Φ17mm
入力電圧 :100-240VAC

付属品 : ルーバー

備考 : 色温度 3200-5600K°,
調光 10-100%, DMX 対応 ,
V マウントバッテリー対応

価格 \8,000

価格 \9,000

ライトパネル
１×1 バイカラー
[LED Litepanels 1×1 Bi-Color]

価格 \9,000

ライトパネル アストラ
１×1 バイカラー
[Litepanels Astra 1×1 Bi-Color]

W:450×H:413×D:134mm

重量 :3.2kg

ダボ径 :Φ16mm
入力電圧 :100-240VAC,
　　　　　　　13-24VDC,110w
付属品 :AC アダプター ・ DC コード ・
ソフトボックス ・ エッグクレート ・ 変換ダボ

備考 :V マウントバッテリー対応 ,
色温度 3200-5600K°

W:305×H:305×D:45mm

重量︓1.36kg

ダボ径︓Φ16mm

入力電圧︓100-240VAC,
　　　　　　　 12-24VDC,45w

付属品︓AC アダプター ・ DC コード
　　 ・ リモートディマー ・ フィルターセット

備考︓V マウントバッテリー対応
　 V マウントアダプター￥1,000

価格 \15,000

バイフレックスライト
LED シートキット 1×2
[LED Bi-Flex Lite Kit 1×2]

W:580×H:300×D:12mm

重量︓760g（シートのみ）

ダボ径︓Φ16mm

入力電圧︓100-240VAC/
　　　　　　　 12VDC

付属品︓コントローラー ・ パワーサプライ ・
パワーコード ・ 延長コード ・ ソフトボックス ・
クイックディフューザー ・ エッグクレート

備考︓色温度︓2700-6500K°

W:300×H:300×D:5mm

重量︓220g（シートのみ）

電源︓100-240VAC/12VDC
付属品︓AC アダプター ・ DC コード ・
延長コード ・ コントローラー ・ 雲台 ・
クロスバンド ・ ソフトボックス & ディフューザー

色温度 :3000-6000K°相当

価格 \10,000

バイフレックスライト
LED シート キット
[LED Bi-Flex Lite Kit]
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ケルビンマイクロキット
[LED Kelvin Micro Kit]

W:120×H:90×D:50mm

重量︓300g（灯体のみ）

電源 :100-240VAC/7.5VDC

付属品︓AC アダプター ・ 充電器 ・ 雲台 ・
バッテリー（大 ・ 小）・ 電池ケース ・ 変換ダボ ・
ハンドグリップ ・ ルーバー ・ ディフューザー

色温度︓2900-6000K°相当

価格 \4,000

W:163×H:107×D:37mm

重量︓270g

電源︓100-240VAC/7.2-18VDC
　　　　 　単三電池 ×6
付属品︓AC アダプター ・ 雲台 ・
ディフューザー ・ 変換ダボ

色温度 :3200-5600K°相当

価格 \4,000
備考 : 電池は付属しておりません

ライトパネル クロマ
[LED Litepanels Croma]

ライトパネル
マイクロ キット
[LED Litepanels Micro Kit]

W:84×H:84×D:38mm

重量︓0.1kg
電源︓100-240VAC/5-12VDC
　　　　　単 3 電池 ×4

付属品︓AC アダプター ・ ダボ ・
　　　　　　フィルターセット

価格 \2,000
備考 : 電池は付属しておりません

ライトパネル
マイクロプロ キット
[LED Litepanels MicroPro Kit]

W:139×H:102×D:38mm

重量︓0.3kg

電源︓100-240VAC/5-16VDC
　　　　　単 3 電池 ×6

価格 \4,000

付属品︓AC アダプター ・ ダボ ・
　　　　　　雲台 ・ フィルターセット
備考 : 電池は付属しておりません

価格 \10,000

価格 \20,000

ロスコ
ライトパッド キット
[LED rosco LightPad Kit]

電源︓100-240VAC,12VDC

付属品︓AC アダプター ・ 電池パック
　　　　　　 ・ シガーソケット ・ ホルダー ・
　　　　　　　　　　　　ディマー ・ ルーバー

備考︓30×30cm/30×15cm
/30×7.5cm/15×15cm
/15×7.5cm/Φ7.5cm 各 2 枚

ロスコ ライトパッド
24×24 ㌅
[LED rosco LightPad 24×24” ]

電源︓100-240VAC,12VDC

付属品︓AC アダプター ・
DC コード ・ ディマー ・ ルーバー

電源︓ 内蔵リチウムイオン電池
充電器︓ 100-240VAC, 5VDC

付属品: ディフューザー・USB充電器
　　　　 ・充電用USBコード・アダプタ 

備考︓ 点灯時間(maxﾊ ﾜ゚ｰ時)約2時間、
充電時間約4時間半、3200-5600K°,
調光0-100%ダイヤル可変

価格 \2,000

ケルビンポケット キット
[LED Kelvin Pocket Kit]

W:100×H:50×D:15mm
重量︓0.1kg

シネロイド　L10(2 灯セット )
[Chineroid L10]

W:93×H:83×D:25mm

重量︓160g（灯体のみ）

電源 :100-240VAC/6-17V/18w

付属品︓AC アダプター ・ 充電器 ・ 雲台 ・
バッテリー ×4 ・ ネジダボ ・ ルーバー ・
ディフューザー ( フロスト ・ ダイヤ）

色温度︓2700-6500K°相当

価格 \5,500
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価格 \8,000

ザイライト Z90
[Zylight Z90]

W:75×H:50×D:135mm
重量︓0.3kg

ダボ径︓Φ16mm
電源︓100-240VAC,12VDC

付属品︓ワイヤレスコントローラー
・ AC/DC アダプター ・ キメラ

ソースフォー用
ツインスピン
[Gobo Rotator for Source-Four]

入力電圧 :100VAC

付属品 : ゴボセット (10 枚 )

価格 \5,000

ゴボセット [Gobo Set]

備考 :10 枚

価格 \1,000

価格 \10,000

ケルビンスティック
セット (D/T)
[LED Kelvin Stick Kit (D/T)]

電源︓100-240VAC,12VDC,
　　　　　単 3 電池 ×8
セット内容︓（灯体︓40cm×1,
20cm×2,10cm×2）
延長コード ×4,2 又 ×2,4 又 ×1,
AC アダプター ×2, 単 3 電池パック ×2,
ディマー ×2,DC キャノン変換 ×1

LED 無線キット
[LED RF Wireless Kit]

入力電圧︓5-24VDC

最大出力︓10A
内容︓リモコン ・ 受信機 ・
　　　　 入力変換コネクター
備考︓ケルビンスティック ・
ロスコ ライトパッドに対応

価格 \1,000

入力電圧︓ 100VAC

色温度 :2000-6000K°相当 ,CRI:96

付属品︓ディマー

LED フリッカー
DC ボックス
[LED Flicker DC Box]

入力電圧︓12VDC,1A(max)

備考︓ケルビンスティックフルで 2 本可
ロウソク , ストロボ等 5 モード ・ 3 スピード

価格 \1,000

LED Q ライン (25w/50w)
[LED Q-Line (25w/50w)]

価格 \4,000

LED ソースフォー
S2　ラスター
[Source Four LED Series2 Lustr]

W:338×H:434×D:631mm

重量 :8.3kg

ダボ径 :Φ17mm
入力電圧 :100-240VAC, 172w

付属品 : 精密レンズ 26°, アイリス ,
ゴボホルダー ,6chDMX コントローラー ,
DMX コード 10m

備考 : 色温度 2700-6500K°,
          調光 0-100%

価格 \20,000

価格 \5,000

ライトパネル
１×1 D-spot
[Litepanels 1×1 D-spot]

W:305×H:305×D:44mm

重量︓1.36kg

ダボ径︓Φ16mm

入力電圧︓100-240VAC,
　　　　　　　 12-24VDC,45w

付属品︓AC アダプター ・ DC コード
　　 ・ リモートディマー ・ フィルターセット

備考︓2×2（4 台連結）仕様
　　　　　　 有ります。 \20,000
　　　　　V マウントバッテリー対応
　　V マウントアダプター￥1,000

ケルビン ボルケーノ
[LED Kelvin Volcano]

W:610×H:320×D:130mm

重量 :6kg

ダボ径 :Φ17mm
入力電圧 :100-240VAC,
　　　　　　  12-24VDC,120w
付属品 :AC コード

備考 : 色温度 2800-6500K°,
　　　調光 0-100%,
　　　V マウントバッテリー対応

価格 \18,000

[ 札幌支社専用 ] [ 札幌支社専用 ]



[Fresnel]

※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。 13

アリ T24
[ARRI Studio T24]

W:1040×H:1126×D:830mm

重量 : 60.6kg

レンズ径 : 625mm

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 200VAC, カムロック

付属品 : ディマー [ADM24],
バーンドア , コード , ショートコード

価格 \55,000 [24kw]
       \45,000 [20kw]

20/24kw ディシスティ
スーパーレオ
[DeSisti Super Leo 20/24kw]

W:896×H:1120×D:655mm

重量 : 56.1kg

レンズ径 : 600mm

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 200VAC, カムロック

付属品 : リモートフェーダー ,
バーンドア , コード ,

価格 \55,000 [24kw]
       \45,000 [20kw]

12kw プリモ
[Toshiba Primo 12kw]

W:585×H:827×D:620mm

重量 : 24.8kg

レンズ径 : 335mm

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 200VAC, AD-100A

付属品 : バーンドア , コード

価格 \14,400

10kw プリモ
[Toshiba Primo 10kw]

W:548×H:815×D:568mm

重量 : 22kg

レンズ径 : 330/275mm

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 100VAC, AD-100A

付属品 : バーンドア , コード

価格 \12,000

5kw プリモ
[Toshiba Primo 5kw]

W:400×H:547×D:430mm

重量 : 14.4kg

レンズ径 : 240mm

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 100VAC, C-60A

付属品 : バーンドア

価格 \7,200

2kw プリモ
[Toshiba Primo 2kw]

W:346×H:416×D:354mm

重量 : 9.5kg

レンズ径 : 180mm

ダボ径 : Φ17 ・ 25mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : バーンドア

価格 \3,600

1kw プリモ
[Toshiba Primo 1kw]

W:287×H:378×D:320mm

重量 : 5.4kg

レンズ径 : 130mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \2,400

500w Q スポット
[Toshiba Q-Spot 500w]

W:255×H:328×D:253mm

重量 : 3.2kg

レンズ径 : 150mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \1,200

1kw アリジュニア
[ARRI Junior 1kw]

W:260×H:340×D:238mm

重量 : 5.1kg

レンズ径 : 130mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \3,900

650w アリジュニア
[ARRI Junior 650w]

W:220×H:257×D:190mm

重量 : 2.7kg

レンズ径 : 105mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \3,250

※20/24kw はバルブ破損保護の為、 付属のディマーを使用してゆっくりと点灯 ・ 消灯して下さい。
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14 ※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

300w アリジュニア
[ARRI Junior 300w]

W:187×H:209×D:161mm

重量 : 2kg

レンズ径 : 70mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \2,600

150w アリジュニア
[ARRI Junior 150w]

W:132×H:155×D:166mm

重量 : 0.8kg

レンズ径 : 50mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \1,950

250w M-1
[Mole-Richardson M-1 250w]

W:137×H:145×D:147mm

重量 : 1.2kg

レンズ径 : 45mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : バーンドア

価格 \1,300

6kw メイン
[Main Light 6kw]

W:780×H:1058×D:340mm

重量 : 14.2kg

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 100VAC, C-30A×2

付属品 : 保護ネット

備考 :1kw×6 灯用

価格 \7,800

4kw メイン
[Main Light 4kw]

W:806×H:835×D:340mm

重量 : 10.5kg

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 100VAC, C-30A×2

付属品 : 保護ネット

備考 :1kw×4 灯用

価格 \5,200

6kw メイン用
シルクフィン
[Diffuser for Main Light 6kw]

付属品 : フレーム , 吊具 , 黒幕

価格 \3,000

4kw メイン用
シルクフィン
[Diffuser for Main Light 4kw]

付属品 : フレーム , 吊具 , 黒幕

価格 \2,500

[Open Face]

スペースライト
[Space Light]

W:707×H:235mm ( 灯体 )

重量 : 9.7kg

入力 : 100VAC, C-30A×2

付属品 : スペースドーム , 黒幕

備考 :750/500w バルブ選択
　　　　6 灯用

価格 \8,450 [4.5kw(750w)]
　　　 \7,150 [3kw(500w)]

ミザー (300/500w)
[Mizar (300w/500w)]

W:177×H:230×D:140mm

重量 : 1.7kg

レンズ径 : 70mm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A
付属品 : バーンドア

備考 :300w/500w バルブ選択

価格 \1,950

フレネル用スヌート
[Snoot for Fresnsl Spot Light]

アリジュニア 650/300/150w
ミザー， M-1

価格 \1,000
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※メインライト ・ ボーダーライト等バルブがむき出しのライトは、 爆散防止の為必ず保護ネットを装着して使用して下さい。

※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。 15

2kw アリライト
[ARRI Lite 2kw]

W:315×H:285×D:240mm

重量 : 5.4kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : 保護ネット , バーンドア

価格 \5,200

2kw クォーツ
[Ianiro Quartz 2kw]

W:319×H:392×D:225mm

重量 : 3.8kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : 保護ネット , バーンドア

価格 \5,200

1kw ローウェル DP
[Lowel DP-Light 1kw]

W:216×H:204×D:130mm

重量 : 1.7kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア

価格 \2,600

500w ローウェル
オムニ キット
[Lowel Omni-Light 500w Kit]

W:210×H:152×D:85mm

重量 : 0.7kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア ,
スタンド , アンブレラ , 3 台キット

価格 \6,500
500w パルサー キット
[Ianiro Pulsar 500w Kit]

W:216×H:225×D:169mm

重量 : 1.4kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア ,
スタンド , 3 台キット

価格 \6,500

3kw ボーダー
[Border Light 3kw]

W:880×H:510×D:242mm

重量 : 14kg

ダボ径 : Φ25mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : 保護ネット

価格 \3,250

2kw ボーダー
[Border Light 2kw]

W:570×H:485×D:317mm

重量 : 7.3kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : 保護ネット

価格 \2,600

1kw スクープ
[Scoop Light 1kw]

W:525×H:535×D:455mm

重量 : 4.6kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット

価格 \2,600

2kw スクープ
[Scoop Light 2kw]

W:747×H:747×D:580mm

重量 : 5.5kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : 保護ネット

価格 \7,800

500w アリライト キット
[ARRI Lite 500w Kit]

W:185×H:195×D:156mm

重量 : 0.9kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア ,
スタンド , 3 台キット

価格 \6,500

500w イオ キット
[Toshiba IO 500w Kit]

W:193×H:241×D:175mm

重量 : 1.6kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア ,
スタンド , 3 台キット

価格 \6,500
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※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

アリ ミニフラッド
[ARRI Miniflood]

W:275×H:190×D:95mm

重量 : 2.3kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , バーンドア

※750/500/300w バルブ選択

価格 \3,250

トータライト
[Lowel Tota-Light]

W:285×H:72×D:51mm

重量 : 0.6kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 保護ネット , フレーム ,
ミニクランプ
※750/500/300w バルブ選択

価格 \2,600

500w V ライト
2 灯キット
[Lowel V-Lite 2heads Kit]

W:178×H:210×D:120mm

重量 : 0.8kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : アンブレラ , フレーム ,
スタンド

価格 \3,900

リファライト
88/66/44 型
[Rifa-Light (88/66/44)]

88 型 :80×80cm,66 型 :65×65cm
44 型 :40×40cm

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : ディフューザー , スイッチコード

88 型 (1kw/500w),
66 型 (500w),44 型 (300w)

価格 \5,850 [88 型 ]
　　　 \4,550 [66 型 ]
　　　 \3,250 [44 型 ]

キメラ ランタン
(30 ㌅ /20 ㌅ )
[Chimera Lantern (30” /20” )]

W/D:762×H:660mm [30” ]
W/D:510×H:400mm [20” ]

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : ランタンリング , スカート ,
E26 ソケット変換 , ライトタイト

備考 :30 ㌅ (1kw/500w,C/F),
20 ㌅ (500w,C/F) バルブ選択

価格 \7,800 [30 ㌅ ]
　　　 \6,500 [20 ㌅ ]

キメラ ランタン
パンケーキ (M/S)
[Chimera Lantern Pancake (M/S)]

W/D:890×H:430mm [M]
W/D:510×H:300mm [S]

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : ランタンリング , スカート ,
E26 ソケット変換 , ライトタイト

備考 :M:(1kw/500w,C/F),
        S:(500w,C/F)

価格 \7,800 [M]
　　　 \6,500 [S]

あんこうライト キット
[Lantern Boom Kit]

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : キメラランタン 30 ㌅ ,
ブーム , 延長コード , 保持ベルト
※1kw/500w,C/F バルブ選択

価格 \13,000

250w ローウェル
プロライト 2 灯キット
[Lowel ViP Pro-Light 2 Kit]

W:93×H:175×D:116mm

重量 : 0.5kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 :F ガラス付バーンドア

備考 :2 灯キット

価格 \6,500

スティックアップ
3 灯キット
[Stik Up Kit]

W:75×H:85×D:75mm

重量 : 270g

ランプ : 100w

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : フレームアーム , クリップ

価格 \7,800

150w ツービーム
[Dichroic Mirror Halogen 
                       Lamp 150w]

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 延長コード

価格 \1,950

16
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アイランプ球
[Reflector Lamp Bulbs (E26)]

入力電圧 : 100VAC

備考 :150w/300w/500w/1kw
　　　　各 スポット / フラット (S/F)

価格 \700 [150w/300w]
　　　 \1,000 [500w]
　　　 \1,500 [1kw]

写真球
[Photo Bulbs (E26)]

入力電圧 : 100VAC

価格 \300 [150w]
　　　 \400 [250w]

備考 : 150w/250w

在庫品のみでレンタル終了

※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

[Bulbs/Socket]

17

ダイクロハロゲン球
[Dichroic mirror Halogen Bulbs (E11)]

入力電圧︓100VAC

価格 \1,000

リングライト (E17/E26)
[Ring Light (E17/E26)]

外径 :Φ300mm(E17)
　　　　Φ430mm(E26)

ダボ径 : Φ15mm

入力 :100VAC, 2p-15A(max)

価格 \4,000
口金 : E17×10 / E26×8

クリプトン球
[Krypton Bulbs (E17)]

シリカ球
[Tungsten Bulbs (E26)]

入力電圧 : 100VAC

備考 :40w/60w/80w/100w

価格 \100

入力電圧 : 100VAC

備考 : 25w/40w/60w/75w

価格 \150

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : エレンクリップ
口金 : E17 

E17 クリプトンソケット
[Mogul Socket Clip Lamp E17]

価格 \500

E26-E17/E26-E11
ソケット変換
[Socket Adapter E26-E17/E11]

価格 \500
入力電圧 : 100VAC, 15A75w, ビーム角 8°/20°/35°

お祭りコード (E17/E26)
[Decolation Cable (E17/E26)]

価格 \1,300 [E17]
　　　 \1,950 [E26]

長さ︓10m(E17)/5m(E26)

入力 :100VAC, 2p-15A(max)
口金︓E17×20 / E26×5/10

入力電圧︓100VAC

40w/60w/100w

価格 \100

アベル球
[3200K Bulbs (E26)]

入力電圧︓100VAC

60w/100w, 3200K°

価格 \500

ボール球
[Bowl Bulbs (E26)]

レールライトソケット
[Duct Rail Light Socket(E11/E26)]

入力電圧︓100VAC
口金︓E11/E26 の 2 タイプ
E11（ダイクロタイプ）75w(max)
E26　150w(max)
バルブは付属しておりません。

価格 \650

価格 \300

入力電圧 :100VAC, 15A(max)

ダクトレール 2P 変換
[Duct Rail 2p-15A Adapter]

アイランプコード /
アイランプケージ (大/小)
[Mogul Socket Clip Lamp (E26)/
Lamp Cage E26 (L/S)]

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : エレンクリップ

備考 : コード長 約 7m

価格 \500 [ アイランプコード ]
　　　 \500 [ ケージ大 ]
　　　 \300 [ ケージ小 ]

口金 : E26
付属品 : エレンクリップ
口金 : E26
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※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

パー 64 黒 ／ 銀 (L/S)
[Par 64 Black/Silver (Long/Short)]

W:280×H:335×D:405(L)265(S)mm

重量 : 2.8kg(L),2.6kg(S)

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 延長コード , ジェルホルダー

備考 : 1kw/500w,
V ナロー / スポット / フラット ( バルブ選択 )

価格 \2,600

パー 36 黒 ／ 銀 (L/S)
[Par 36 Black/Silver (Long/Short)]

W:180×H:240×D:340(L)210(S)mm

重量 : 1.3kg(L),1.4kg(S)

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 延長コード , ジェルホルダー

備考 : 500w/300w,
スポット / フラット ( バルブ選択 )

価格 \2,600

ミニパー 16
[Mini Par 16]

W:100×H:125×D:145mm

重量 : 250g

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : 延長コード , ジェルホルダー

備考 :150w ダイクロ球

価格 \1,950

ミニブルート 9 灯
[Mini Bruto 9 Lamps]

W:566×H:566×D:173mm

重量 : 12.8kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, C-60A

備考 :500w(S/F)/300w(S/F)
　　　　バルブ選択

価格 \11,700

ミニブルート 2 灯
[Mini Bruto 2 Lamps]

W:320×H:190×D:88mm

重量 : 2.6kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

備考 :500w(S/F)/300w(S/F)
　　　　バルブ選択

価格 \2,600

2kw ピンスポット
[Follow Spot 2kw]

W:350×H:490×D:1110mm

重量 : 22.5kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, C-30A

付属品 : ロングレンズ , カッターアイリス

備考 : スピンマシン有ります

価格 \13,000

1kw ピンスポット
[Follow Spot 1kw]

W:313×H:443×D:556mm

重量 : 12.2kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : ジェルホルダー

価格 \6,500

750w ソースフォー
[Toshiba Source Four 750w]

W:255×H:385×D:530mm

重量 : 7kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : アイリス , ゴボホルダー

照射角度 : 標準 26°
オプション [19°/36°/50°]
レンズ交換 \3,000

価格 \7,800

750w
ソースフォーズーム
[Toshiba Source Four Zoom 750w]

W:340×H:350×D:740mm

重量 : 10.8kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : アイリス , ゴボホルダー

備考 : 照射角度 [15°～ 30°]

価格 \7,800

18

ソースフォー用
ツインスピン
[Gobo Rotator for Source-Four]

入力電圧 :100VAC

付属品 : ゴボセット (10 枚 )

価格 \5,000

ゴボセット [Gobo Set]

備考 :10 枚

価格 \1,000

[Par/Spot]
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※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

1kw エリスポット
[Area Spot 1kw]

W:274×H:385×D:580mm

重量 : 6.6kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

備考 : ショートタイプ有ります

価格 \5,200

500w エリスポット
[Area Spot 500w]

W:172×H:255×D:300mm

重量 : 1.4kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : アイリスセット

価格 \3,900

200w エリスポット
[Area Spot 200w]

W:130×H:166×D:275mm

重量 : 0.9kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

備考 : アイリスセット

価格 \2,600

300w ビームライト
[Beam Light 300w]

W:205×H:270×D:157mm

重量 : 1.4kg

ダボ径 : Φ17mm

入力 : 100VAC, 2p-15A

付属品 : ジェルホルダー

価格 \1,950

デドライト 2 灯キット
[Dedolight 2heads Kit]

W:130×H:140×D:170mm

重量 : 0.6kg

ダボ径 : Φ16mm

入力 : 100VAC, 24VDC

付属品 : 先玉レンズセット ,
アイリス , カッター , ディマー
備考 :24VDC,150w 球

価格 \9,100

シネキン (S/F)
[24VDC Par-64 (S/F)]

W:254×H:360×D:285mm

重量 : 3.5kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 24VDC, 600w

備考 : スポット / フラット バルブ選択

価格 \1,300

ハンドバッテリーライト
[24VDC Focusing Battery Light]

W:134×H:225×D:150mm

重量 : 0.7kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 24VDC, 150w

アクセサリー : バーンドア ,B3/B5 ガラス

価格 \1,300
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[Kino Flo]

キノフロ ブランケットライト 6×6
[Kino-Flo Blanket-Lite 6×6]

W:2030×H:2030×D:280mm

重量 : 32.6kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , フレーム , ラメ ,
シルク , エッグクレート , 黒幕

備考 : D/T (6ft) ランプ選択

価格 \45,000

キノフロ フラットヘッド 80
[Kino-Flo Flathead 80]

W:1295×H:610×D:100mm

重量 : 11.7kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (4ft) ランプ選択

価格 \10,000

キノフロ メガ 8ft 2 灯
[Kino-Flo Mega 8ft Double]

W:2465×H:190×D:90mm

重量 : 4.5kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (8ft) ランプ選択

価格 \13,000

キノフロ メガ 8ft 1 灯
[Kino-Flo Mega 8ft Single]

W:2465×H:115×D:90mm

重量 : 3.1kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (8ft) ランプ選択

価格 \6,000

キノフロ メガ 6ft 4 灯
[Kino-Flo Mega 6ft 4bank]

W:1865×H:330×D:90mm

重量 : 8.3kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (6ft) ランプ選択

価格 \23,000

キノフロ メガ 6ft 2 灯
[Kino-Flo Mega 6ft Double]

W:1865×H:190×D:90mm

重量 : 4.1kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (6ft) ランプ選択

価格 \13,000

キノフロ メガ 6ft 1 灯
[Kino-Flo Mega 6ft Single]

W:1865×H:115×D:90mm

重量 : 2.8kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ25)

備考 : D/T (6ft) ランプ選択

価格 \6,000

キノフロ 4ft 4 灯
[Kino-Flo 4ft 4bank]

W:1320×H:330×D:90mm

重量 : 5.2kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (4ft) ランプ選択

価格 \6,000

キノフロ 4ft 2 灯
[Kino-Flo 4ft Double]

W:1320×H:190×D:90mm

重量 : 3.5kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (4ft) ランプ選択

価格 \5,000

キノフロ 4ft 1 灯
[Kino-Flo 4ft Single]

W:1320×H:115×D:90mm

重量 : 1.9kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (4ft) ランプ選択

価格 \2,000

キノフロ 2ft 4 灯
[Kino-Flo 2ft 4bank]

W:690×H:330×D:90mm

重量 : 3.4kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (2ft) ランプ選択

価格 \6,000
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キノフロ 2ft 2 灯
[Kino-Flo 2ft Double]

W:690×H:190×D:90mm

重量 : 2.1kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (2ft) ランプ選択

価格 \4,000

キノフロ 2ft 1 灯
[Kino-Flo 2ft Single]

W:690×H:115×D:90mm

重量 : 1.2kg

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : D/T (2ft) ランプ選択

価格 \2,000

バットウィング (4/2/1 灯用 )
[Bat-Wing (Quad/Double/Single)]

キノフロ 12V シングル キット
[Kino-Flo 12V Single Kit]

W:175×H:90×D:75mm( 灯体 )

入力電圧 : 100-240VAC, 12VDC
付属品 : 灯体 , バラスト , コード , ルーバー ,
AC アダプター , マウントプレート , ランプ (D/T)

備考 : 4ft まで点灯可能

価格 \7,000

キノフロ ビスタビーム 600
[Kino-Flo VistaBeam 600]

W:955×H:915×D:215mm

重量 : 21kg

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : ルーバー , D/T ランプ

備考 : 96w ツイン管 ×6 灯

価格 \13,000

キノフロ ビスタ シングル
[Kino-Flo Vista Single]

W:973×H:183×D:122mm

重量 : 2.8kg

入力電圧 : 100VAC

付属品 : バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10)

備考 : 96w ツイン管 , D/T ランプ選択

価格 \6,000

キノフロ ディーバ 400 キット
[Kino-Flo Diva-Lite 400 Kit]

W:660×H:305×D:150mm

重量 : 11.3kg , ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 100-240VAC, 2p-15A

付属品 : ルーバー , ディフューザー , D/T ランプ

備考 : 55w ツイン管 ×4 灯 ,
ディーバ 100/ ハーネス有ります ( 各 \2,000)

価格 \10,000

メガランプホルダー / 単管ホルダー
[Mega Lamp Holder (Single/Double)/
 KinoFlo Lamp Holder (Single/Double]

備考 : 各 5 枚セット

価格 \2,500

キノフロ ハーネスセット
(8/6/4/2ft)
[Kino-Flo Harness Set (8/6/4/2ft)]

入力電圧 : 100/200VAC

付属品 : ハーネス , バラスト , コード

備考 :D/T ランプ選択

価格 \5,000[8/6ft],\2,000[4/2ft]

ダボ径 : Φ14mm

価格 \500[ 単管 S], \800[ 単管 W]
　　　 \600[ メガ S],  \900[ メガ W]

キノフロ バーフライ 100 キット
[Kino-Flo BarFly 100 Kit]

W:400×H:152×D:65mm( 灯体 )

キット重量 : 5.8kg

入力 : 100/200VAC

付属品 : 灯体 , バラスト , コード , ルーバー ,
マウントプレート (Φ10), マウントバー (Φ16),
ロリポップレシーバー (Φ16), D/T ランプ

価格 \6,000

ミニフロ キット (9/12 ㌅ )
[Kino-Flo Mini-Flo Kit (9” /12” )]

W:270(9” ),350(12” )×H:65×D:75mm

キット重量 : 5.9kg(9 ㌅ ), 6.8kg(12 ㌅ )

入力電圧 : 100-240VAC, 12VDC

付属品 : 灯体 , バラスト , コード , ルーバー ,
シガープラグ , ベースプレート ,　D/T ランプ

価格 \6,000

マイクロフロ キット
[Kino-Flo Micro-Flo Kit]

サイズ : 100mm/150mm

キット重量 : 4.5kg

入力電圧 : 100-240VAC, 12VDC

付属品 :AC アダプター , バラスト , コード ,2 又 ,
シガープラグ ,　D/T ランプ (10/15cm× 各 5)

価格 \7,000

備考 : マイクロフロ用フリッカーマシン \1,000
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蛍光管 色温度 価格
映画撮影用55　20w 5500K ¥700
映画撮影用55　40w 5500K ¥700
アートライト 40w D 5500K ¥700
アートライト 40w T 3200K ¥700
演色AAA　D 20w 4500K ¥700
演色AAA　D 40w 4500K ¥700
演色AAA　T 20w 2900K ¥700
演色AAA　T 40w 2900K ¥700
演色AA D 110w 4500K ¥1,500
ブラックライト　20w - ¥1,000
ブラックライト　40w - ¥1,000
映撮用サークライン30型 5500K ¥800
映撮用サークライン32型 5500K ¥800
映撮用サークライン40型 5500K ¥1,000
映撮用サークラインセット 5500K ¥2,600
映撮用55ツイン管36w 5500K ¥2,000
一般蛍光灯各種 - ¥700

蛍光管リスト

※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。
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[Fluorescent Light]

映画撮影用 55(20w/40w)
東芝アートライト 40w(D/T)
演色 AAA D (20w/40w)
演色 AAA T (20w/40w)
演色 AA D 110w
ブラックライト (20w/40w)
映撮用 55 サークライン
　(30 型 /32 型 /40 型 / セット )

映撮用 55 ツイン管 36w
一般 昼白色 (20w/40w)
一般 昼光色 (20w/40w)
一般 白色 (20w/40w)
一般 電球色 (20w/40w)
一般 電球色 サークライン
　(30 型 /32 型 /40 型 / セット )

街灯ライト キット
[Streetlight Kit]

キノフロ 蛍光管
[Kino-Flo Lamps]

備考 : [8ft/6ft/4ft/2ft], 各 D/T ランプ

価格 \3,000 [8ft/6ft]
　　　 \1,000 [4ft/2ft]

キノフロ カラー管
[Kino-Flo Color Lamps]

備考 : [8ft/4ft/2ft], 各 R/G/B/Pink/Gold

価格 \5,000 [8ft]
　　　 \2,000 [4ft/2ft]

MY-400
10 灯ハーネス セット
[MY-400 10Lamps Harness Kit]

入力 : 100VAC

付属品 : ハーネス , バラスト ,
コード , 共振器 , 分配器

価格 \10,000

W:157×H:105×D:850mm

重量 : 2kg

ダボ径 : Φ25mm
入力 : 100/200VAC

付属品 : バラスト , コード ,
ラッシングベルト ,　D/T ランプ

価格 \4,000

サークライン リングライト
[Flo Circline Ringlight]

外径 : 370mm

入力 : 100VAC

付属品 : バラスト , コード

備考 : 映撮用 55 サークライン
(30w/32w/40w 型 )

価格 \4,000
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2kw サーチライト
[Xenon Light 2kw]

W:627×H:660×D:695mm
重量 : 32.3kg

ダボ径 : Φ25mm

入力電圧 :100/200VAC 切替

付属品 : バラスト，コード

備考 : 上 ・ 下振り 切替式
　　　　（現場での切替不可）

価格 \30,000

15kw
ストロボスコープ
[Strobo Scope 15kw]

W:482×H:165×D:107mm
重量 : 4.5kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : コントローラー，DMX コード

価格 \20,000

5kw ハイパーブラスト
[Hyper Blast 5kw]

W:720×H:260×D:150mm
重量 : 7.9kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 200VAC

付属品 : コントローラー

価格 \16,000

1.8kw
ハイパーブラスト
[Hyper Blast 1.8kw]

W:383×H:245×D:165mm
重量 : 4.1kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 100VAC

付属品 : コントローラー

価格 \15,000

1kw パーストロボ
[Par Strobe 1kw]

W:255×H:255×D:265mm
重量 : 2.5kg

ダボ径 : Φ17mm

入力電圧 : 100VAC

付属品 : コントローラー

価格 \8,000

ストロボランナー
[Strobe Runner DMX]

入力電圧︓ 100VAC
付属品︓AC アダプター

価格 \5,000

500w サーチライト
[Xenon Light 500w]

W:370×H:590×D:420mm
重量 : 11kg

ダボ径 : Φ17/25mm

入力電圧 :100/200VAC

付属品 : バラスト，コード

備考 : 上 ・ 下振り 切替式
　　　　（現場での切替不可）

価格 \15,000

[Xenon]

[Strobe]

価格 \15,000

W:147×H:147×D:282mm

重量︓1.4kg

電源︓100-240VAC,12VDC

付属品︓AC アダプター ・ コード
　　　　　　 ・ マウントプレート

75w ハンドサーチ
[75w Hand Xenon Light]



水銀灯 / ナトリウム灯
灯光機
[Mercury-vapor Lamp/
 Sodium-vapor Lamp Floodlight]

水銀灯 / ナトリウム灯
モーガルソケットランプ
[Mercury-vapor Lamp/
 Sodium-vapor Lamp Socket
 with Clip]W438×H438×D380mm

重量︓6.2kg

備考︓50Hz 専用 /60Hz 専用 備考 :50Hz 専用 /60Hz 専用 ,
E39 モーガルソケットのみ \500

水銀灯 250W/ ナトリウム灯 220w

口金 :E39

入力電圧︓100VAC

付属品︓安定器

価格 \5,000

ダボ径︓Φ17mm

入力電圧︓100VAC

付属品︓安定器

価格 \5,000

ダボ径︓Φ25mm

入力電圧︓100VAC

付属品︓カーボン ・ 抵抗器 ・
スイッチ板 ・ コード ・ サングラス

備考︓カーボン 1 本につき \3,000

価格 \20,000

W:650×H:870×D:460mm

マグビーム
[MagLite Beam]

W:50×D:315mm

重量︓450g
電源︓単 1 電池 ×3

価格 \2,000

シュアファイアー LED
[Surefire P3X Fury LED Flashlight]

W:36×D:170mm

重量︓205g

電源︓CR123A×3

備考︓15/1000 ルーメン

価格 \3,000

マグライト LED
[MagLite LED]

W:50×D:315mm

重量︓700g

電源︓単 1 電池 ×3

備考︓パターン [ON 点灯 /
　　　　　常時点灯 / フラッシュ /
　　　　　省エネモード ]

価格 \3,000
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[Carbon]

[Flash Light]

カミナリ ライト
[Carbon Thunder Light]

重量︓18.7kg

[HID]



[Reflector]

[Mirror]
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US レフレクター
[Reflector Board 4×4]

金レフ（中）
[Reflector Board Gold M]

価格 \1,000
W:90×H:120×3.5mm

銀レフ（大/中/小）
[Reflector Board Silver L/M/S]

下振りアーム
[Reflector Board Swing Arm]

価格 \1,000

ダボ径︓Φ25mm

レフアーム
[Reflector Board Arm]

ダボ径︓Φ25mm

価格 \1,000

ダボ径︓Φ25mm

価格 \4,000

ダボ径︓Φ10mm

大 :30×30cm, 小 :20×20cm

価格 \1,000

備考︓大 ・ 小

ダボ径︓Φ10mm

外径 :30cm

価格 \1,000

備考︓アクリル板 \5,000

ダボ径︓Φ25mm

価格 \15,000

9 連ゼノンミラー
[9 Faces Xenon Mirror]

1070×1070mm
ダボ径︓Φ25mm
備考︓角 ( 大 ・ 小 )/ 丸

価格 \18,000

4 連ゼノンミラー
[4 Faces Xenon Mirror]

610×610mm
ダボ径︓Φ25mm
備考︓角 ( 大 ・ 小 )/ 丸

価格 \10,000

ロールレフ
[Rolled Reflector (L/S)]

価格 \1,500 [ 大 ]
　　　 \1,000 [ 小 ]

大 :175×90cm/ 小 :115×90cm

ミラー　[Mirror Boards]

 大︓1180×780mm
標準︓880×570mm

（※各寸法は内寸で個体差があります）

価格 \3,000  （大）
　　　 \2,000（標準）

ミラーアーム
[Mirror Board Arm]

価格 \1,000

ダボ径︓Φ25mm

大︓151×90cm
中︓120×90cm
小︓90×75cm

価格 \1,500 [ 大 ]
　　　 \1,000 [ 中 ]
　　　　　\600 [ 小 ]

※アクアミラー ・ アクアウェイブは、 エフェクト（31 ページ ) に有ります。

ゼノンミラー 角
[Xenon Mirror (Square)]

ゼノンミラー 丸
[Xenon Mirror (Circle)]

6 角回転ミラー
[Rotating Hexagon Mirror]

回転ゼノンミラー
[Rotating Xenon Mirror]

外径︓650mm

ダボ径︓Φ17mm
備考︓角 ( 大 ・ 小 )/ 丸

価格 \15,000
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備考 : 難燃性

備考 : 難燃性

備考 : 難燃性

デイブルー [Day Blue]

・ 12×12　　　　　　　　　　　 \8,000
・ 20×20　　　　　　　　　　 \15,000

[Fabric]

26

シルバーラメ [Silver Lame]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×9                          \6,000
・ 9×12                          \7,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \12,000

マシュレクター
[Matthflector Silver]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×12                          \7,000
・ 12×12                       \8,000

チェッカーボードラメ
[CheckerBoard Lame]

・ 9×9                          \6,000
・ 12×12                     \10,000

リバース [Reverse]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×12                          \6,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \15,000

スーパーバウンス
[Super Bounce]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×9                          \5,000
・ 9×12                          \6,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \15,000

アンブリーチ [Unbleached Muslin]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×9                          \4,000
・ 9×12                          \4,000
・ 12×12                       \5,000
・ 20×20                     \10,000

マシュレクター ゴールド
[Matthflector Gold]

・ 12×12                       \8,000

ゴールドラメ [Gold Lame]

・ 6×6                          \3,000
・ 9×12                          \7,000
・ 12×12                       \8,000

グリフォリン [Griffolyn]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×12                          \3,500
・ 12×12                       \4,000
・ 20×20                       \8,000

ウルトラバウンス [Ultla Bounce]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×9                          \5,000
・ 9×12                          \6,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \15,000

バウンスシルク [Bounce Silk]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×12                          \3,500
・ 12×12                       \4,000
・ 20×20                       \8,000
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備考 : 難燃性

備考 : 難燃性

備考 : 難燃性

備考 : 難燃性 備考 : 難燃性

備考 : 難燃性備考 : 難燃性

備考 : 難燃性
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ウィンドストッパー 白
[Windstopper White]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×12                          \7,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \12,000

遮蔽用暗幕 [Shielding Blackout]

・ 4m×6m                    \5,000
・ 5m×8m                     \7,000
・ 8m×10m                 \15,000

シルク [Artificial Silk]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \2,000
・ 9×9                          \3,000
・ 9×12                          \3,500
・ 12×12                       \4,000
・ 20×20                     \10,000

キメラ [Chimera]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×12                          \5,000
・ 12×12                       \6,000

サイレントライトグリッドクロス
[Silent Gridcloth Lite]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×9                          \4,000
・ 9×12                          \5,000
・ 12×12                       \6,000
・ 20×20                     \10,000

ハイライト [Hi Lite]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×9                          \5,000
・ 9×12                          \6,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \15,000

ウィンドストッパー シルバー
[Windstopper Silver]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×12                          \7,000
・ 12×12                       \8,000

黒幕（ソリッド） [Solid]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \2,000
・ 9×9                          \3,000
・ 9×12                          \3,000
・ 12×12                       \3,000
・ 20×20                       \6,000

ブラックシルク
[Artificial Silk Black]

・ 12×12                       \4,000

1/4 ストップシルク
[1/4 Stop Silk]

・ 6×6                          \4,000
・ 6×9                          \5,000
・ 9×9                          \7,000
・ 9×12                          \8,000
・ 12×12                     \10,000
・ 20×20                     \15,000

サイレント グリッドクロス
[Silent Gridcloth]

・ 6×6                          \2,000
・ 6×9                          \3,000
・ 9×9                          \4,000
・ 9×12                          \5,000
・ 12×12                       \6,000
・ 20×20                     \10,000

1/4 グリッドクロス
[1/4 Gridcloth]

・ 6×6                          \3,000
・ 6×9                          \4,000
・ 9×9                          \5,000
・ 9×12                          \6,000
・ 12×12                       \8,000
・ 20×20                     \15,000
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合成用 デジタルグリーン
[Digital Green Screen]
・ 6×6　　　　　　　　　　　　\20,000
・ 6×9　　　　　　　　　　　　\25,000
・ 9×9　　　　　　　　　　　　\27,000
・ 9×12　　　　　　　　　　　\27,000
・ 12×12　　　　　　　　　　\30,000
・ 20×20　　　　　　　　　　\42,000
・ 8m×10m　　　　　　　　\58,000

合成用 デジタルブルー
[Digital Blue Screen]
・ 6×6　　　　　　　　　　　　\20,000
・ 6×9　　　　　　　　　　　　\25,000
・ 9×9　　　　　　　　　　　　\27,000
・ 9×12　　　　　　　　　　　\27,000
・ 12×12　　　　　　　　　　\30,000
・ 20×20　　　　　　　　　　\42,000

黒紗 ダブル
[Double Scrim Black]

・ 6×6                          \4,000
・ 6×9                          \5,000
・ 9×12                          \8,000
・ 12×12                     \10,000
・ 20×20                     \15,000

黒紗 シングル
[Single Scrim Black]

・ 6×6                          \4,000
・ 6×9                          \5,000
・ 9×12                          \8,000
・ 12×12                     \10,000
・ 20×20                     \15,000

バラクーダ [Camouflage Net]

・ 4m×5m                     \6,000
・ 8m×8m                   \12,000

合成用 サウスシーブルー
[Digital South Sea Blue Screen]
・ 12×12 MT　　　　　　　 \32,000
・ 12×12 MT 用フレーム　  \3,000
・ 20×20 MT 　　　　　　　\50,000
・ 20×20 MT 用フレーム　　\6,000

[Chroma-key Screen]
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バタフライ フレーム 角
[Butterfly/Overhead Frames
                   (Square Tube)]

・ 6×6                 \2,000
・ 6×9                 \2,000
・ 9×9                 \2,500
・ 9×12               \2,500
・ 12×12             \3,000
・ 20×20             \6,000

付属品 :6ʼ ～ 12ʼ は L 字 4 個
20×20 はチューブハンガー 2 個

バタフライ フレーム 丸
[Butterfly/Overhead Frames
                    (Round Tube)]

・ 6×6                 \2,000
・ 6×9                 \2,000
・ 9×9                 \2,500
・ 9×12               \2,500
・ 12×12             \3,000

ソリッドフレーム
[Slid Frames]

・ 小 (60×60cm)      \300
・ 中 (80×80cm)      \300
・ 大 (1×1m)           \300
・ 4×4                    \600
・ 4×4( 折畳み )        \600
・ 5×5                    \800

エッグクレート
[Egg Crates]

・ 4×4                 \4,000
・ 6×6               \10,000
・ 8×8               \15,000

フロッピー [Floppy Flag]

サイズ : 4×4(120×120cm)

価格 \1,500

フレックス セット
[Open End Scrim Sets]

・ 小 (30×46cm)    \2,000
・ 中 (46×61cm)    \2,500
・ 大 (61×91cm)    \3,000

備考 : シングル , ダブル , シルク

サバイバル キット
[Survival Kit]

基本セット内容 :
中 (46×61cm): S/W スクリム ,
    シルク , フラッグ , ウッドクッキー ,
    セロクッキー
大 (61×91cm): S/W スクリム ,
    シルク , フラッグ , ウッドクッキー ,
    セロクッキー

価格 \6,000

4×4 ウッドクッキー
[Wood Cucoloris 4×4]

サイズ : 4×4(120×120cm)

価格 \1,000

黒フラッグ [Flags]

・ 小 (30×46cm)       \300
・ 中 (46×61cm)       \400
・ 大 (61×91cm)       \500

メタルスクリム セット
[Metal Open End Scrim Sets]

・ 中 (46×61cm)    \2,000
・ 大 (61×91cm)    \2,000

備考 : シングル , ダブル

ドットフィンガー セット
[Dot & Finger Sets]

基本セット内容 :
ドット : Φ75/150/250mm
フィンガー :5×30cm/10×36cm
各 : シングルスクリム ×2,
ダブルスクリム ×2, ソリッド , シルク

価格 \3,000

フラッグケース セット
[Frags & Frames Storage Cart]

基本セット内容 :
4×4 フレーム ×4, フロッピー ×4,
大フレーム ×4, 大フラッグ ×4,
中フレーム ×4, 中フラッグ ×4,
小フレーム ×4, 小フラッグ ×4

価格 \15,000
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オートポール
コーナー ・ T 字
[Auto Pole Corner / T Joint]

備考︓コーナーは 4 個セット
　　　　    Ｔ字は 2 個セット

価格 \500

スピードクリップ
[Speed Clip]

価格 \200

アルミパイプ用
ジョイント
[Aluminum Pipe Connector]

価格 \300

アルミクランプ
( 直交 / 自在 )
[Aluminum Clamp 
             (90°fixed / Swivel)]

価格 \300

スチールパイプ用
ジョイント
[Steel Pipe Connector]

価格 \100

スチールクランプ
( 直交 / 自在 )
[Steel Clamp 
             (90°fixed / Swivel)]

価格 \100

H 鋼クランプ
( 直交 / 自在 )
[I Beam Steel Clamp 
             (90°fixed / Swivel)]

価格 \300

1m ライトパイプ
[Steel Light Pipe 1m]

価格 \500

オートポールにネタ生地を直接
固定出来るクリップです。
生地に合わせて白と黒が有ります。

W:43×H:43×230mm

アルミ単管パイプ
[Aluminum Pipes]

・ 1m                     \400
・ 2m                     \600
・ 3m                     \800
・ 4m                  \1,000

スチール単管パイプ
[Steel Pipes]

・ 1m                     \200
・ 2m                     \300
・ 3m                     \400
・ 4m                     \500

外径 : Φ48.6mm

外径 : Φ48.6mm

オートポール [Auto Pole]

・ 大 :(210-375cm)
・ 中 :(150-270cm)
・ 小 :(99-170cm)
・ ジョイント (1m/1.5m/2m)
価格 \1,000 [ 大 ・ 中 ・ 小 ]
          \500 [ ジョイント ]

イレクターパイプ
[PVC Pipes]

・ 1m                     \200
・ 2m                     \400
・ 3m                     \600
・ 4m                     \800
・ ジョイントパイプ         \100
・ コーナー / 筋交い      \100
・ T 字ジョイント            \50

外径 : Φ28mm

クロスポール [Cross Pole]

外径 : Φ45/50mm
ポール長 : 0.6m-6m(max)
耐荷重 : 75kg(6m)

価格 \8,000
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スマイラックス
[Smilax]

価格 \9,000

小枝セット　[Sprig Set]

備考︓5 本セット

価格 \2,400
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フィルターボックス
[Gel Storage Box]

コンバージョン /ND 各種
その他ご相談下さい。

価格︓使用分ご請求

アクアウェイブ
[Aqua Wave]

W:940×H:250×D:545mm
重量 : 27.8kg
ダボ径 : Φ25mm
備考 : ステンレスミラー , V/Z 型

価格 \15,000

アクアミラー
[Aqua Mirror]

W:980×H:250×D:750mm
重量 : 36kg
ダボ径 : Φ16mm
備考 : ガラスミラー , V 型

価格 \15,000

アクリル水槽
[Acrylic Water Tank]

W:900×H:250×D:900mm

価格 \5,000

3 灯ライトローター
[Light Rotor]

ダボ径 : Φ17/25mm
入力 : 100VAC, C-30A
出力 : 100VAC, 30A(max)
付属品 : コントローラー , タコタップ
吊用 25mm 変換ダボ

価格 \8,000
備考 : ライトは付属しておりません

送風機 [ReFANⅡ]
[ReFANⅡ]

W:470×H:450×D:355mm
重量 : 11kg
ダボ径 : Φ17mm
入力 : 100VAC, 2p-15A
消費電力 : 5.8A

価格 \5,000

ハンドブロアー
[Handy Blower]

入力電圧 : 100VAC
備考 : 600W

価格 \2,000

ワーカービー
[Mini Fan]

W:160×H:225×D:170mm
入力電圧 : 100VAC

価格 \1,000

打ち枝　[Imitation Leaves]

価格 \5,000

ミラーボール
[Mirrored Ball]
・ 30cm             \10,000
・ 50cm             \15,000

付属品 : ローター 

EF
FE

CT

回転灯（パトランプ）
[Spinning Lamp]

備考 :100VAC10w タイプと
24VDC40w タイプが有ります。

価格 \3,900

価格 \3,000

シャミセン
[Analog Switching Board]

入力電圧︓100VAC

備考︓20 ライン



※100V 専用機材の使用時は、 入力電圧にご注意下さい。 200V では機材破損します。

EF
FE

CT
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[Flicker Machine]

[Smoke Machine]

価格 \20,000

もやマシーン
[Diffusion Machine DF-50]

入力電圧︓100VAC, 4.6A
備考︓もやジュース \10,000
　　　　　オイルレス（水溶性）価格 \25,000

ロスコ V ヘイザー
[rosco V-Hazer]

入力電圧︓100VAC, 7A
備考︓ヘイザー液 \12,000

価格 \15,000

フォグマシーン
[Fog Machine]

入力電圧︓100VAC, 6.5A
備考︓フォグジュース \5,200

[Dimmer]

価格 \15,000

10kw フリッカーマシン
[Flicker Machine 10kw]

入力 :100VAC, AD-100A

価格 \5,000

2kw フリッカーマシン
[Flicker Machine 2kw]

入力 :100VAC, C-30A

価格 \12,000

6kw シャドーメイカー
[Flicker Machine 2kw×3]

入力 :100VAC, C-30A×3

価格 \18,000

12kw プロディマー
[Pro Dimmer 12kw]

入力 :100VAC, AD-100A
備考 :DMX 対応

価格 \12,000

6kw プロディマー
[Pro Dimmer 6kw]

入力 :100VAC, C-60A
備考 :DMX 対応

価格 \3,000

2kw トライダック
[Dimmer 2kw]

入力 :100VAC, C-30A

価格 \3,000

1kw ディマー
[Dimmer 1kw]

入力 :100VAC, 2p-15A
備考 :DMX 対応

価格 \300

ライトコントローラー
[Light　Controller]

入力︓100VAC, 200w(Max)
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入力電圧　　　　　 AC100V

付属品 :AC アダプター / 説明書
入力電圧　　　　　 AC100V

付属品 :AC アダプター / 説明書

価格 \15,000 価格 \10,000

[DMX Controller,Effect]

24ch レプリコン
[Leprecon 624]

12ch レプリコン
[Leprecon 612]

DMX コード
[DMX Cable]

長さ︓1m/5m/10m/20m

価格 \200 [1m]
       \400 [5m]
　　　 \600 [10m]
　　　 \800 [20m]

価格 \5,000

8ch ポケットコンソール
[8ch Pocket Console]

入力電圧︓100VAC,9V 電池
付属品︓AC アダプター

価格 \3,000

6ch DMX コントローラー
[6ch DMX Controller]

入力電圧︓100VAC, 9V 電池
付属品︓AC アダプター

入力電圧　　　　　 AC100V
付属品 :AC アダプター ・ 説明書

価格 \8,000

12ch ライトピュータ
[12ch Lite-puter]

入力電圧　　　　　 AC100V
付属品 :AC アダプター
　　　　　 説明書

価格 \20,000

ETC カラーソース 調光卓
[ETC Color Source 20]

入力電圧　　　　　 AC100V
付属品 :AC アダプター

価格 \5,000

4ch スプリッター
[DMX-Branch/4]

EF
FE

CT
価格 \20,000

30A 12ch DMX
調光ユニット
[30A 12ch DMX Power Unit]

入力︓単相 3 線 /3 相 4 線

入力電圧　　　　　 AC100V
付属品 : 送信機 , 中継機

価格 \15,000（基本セット : コントローラー ×1, 本体 ×1）

APEX FADER 3kw
[APEX Bland Fader 3kw]

機能︓ ・ 送信機 1 台でアペックスフェーダー 4 台をコントロール　　　
・ LAN ケーブル ( ストレートケーブル ) によるリンクで、
アペックスフェーダーの増設可能
・ LAN ケーブルによるリンクで、 親機の LOCAL コントロールで
子機のシンクロコントロール
・ 電源電圧の誤入力 (200V) プロテクト

（追加） ・ コントローラー　\3,000（1 台につき）
　　　　  ・ 本体          \12,000 (1 台につき）      



価格 \10,000

220-570cm

ロングジョン
シルバースタンド
[Long John Silver Stand]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm

価格 \8,000

225-610cm

スーパー
クランクスタンド
[Strato Safe Stand 4rizers]

ダボ　　　　　　　　　       Φ28mm

価格 \2,000

179-366cm

クランクスタンド
[Wind Up Stand 2rizers]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm
価格 \2,000

126-175cm

ミドルクランクスタンド
[Strato Safe Stand 18 1rizer]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm

価格 \2,000

105-174cm

ローボーイ クランク
[Low Boy Crank-O-Vator]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm

価格 \8,000

スーパーシネベーター
[Super Cinevator]

158-430cm
ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm
入力電圧                 AC200V
付属品　　　　　　　　　   AC コード

価格 \5,000

94.5-162cm

ミドルロードランナー
[Middle Roadrunner]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm

価格 \6,000

シネベーター      [Cinevator]

153-326cm
ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm
入力電圧                 AC200V
付属品　　　　　　　　　   AC コード

価格 \5,000

152-345cm

ロードランナー
[Roadrunner]

ダボ　　　　　　　　　  Φ25/28mm

価格 \2,000

マンボコンボ
[Mambo Combo Stand]

210-742cm
ダボ　　　　　　　　　       Φ28mm
備考                       ローラー有
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マンボコンボキャスターセット
[Casters for Mombo Combo Stand]

価格 \600（3 コ）
備考 : 旧型長方形タイプ
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シネスタンド      [Baby Stand]

ベフィーベビートリプルスタンド
[Beefy Baby Triple Riser Stand]

価格 \1,000

ミニプリーミーベビースタンド
[Mini Preemie Baby Stand]

価格 \1,000

価格 \500

116-375cm
ダボ                        Φ17mm

50-91cm
ダボ                        Φ17mm

価格 \2,000

ハイハイローラー
[Hi-Hi Overhead Roller Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ28mm 価格 \1,500

156-423cm

ハイローラー
[Overhead Roller Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ28mm
マシューズ
アベンジャー

:213-632cm
:184-595cm

価格 \1,000

143-408cm

スチールコンボ
ハイスタンド
[Steel Combo Hight Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ25mm

価格 \1,000

93-198cm

ローコンボ
[Steel Combo Low Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ25mm

価格 \500

127-311cm
ダボ　　　　　　　　　       Φ17mm

価格 \1,000

213-302cm

スチールコンボ
[Steel Combo Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ25mm

価格 \1,000

147-312cm

アルミコンボ
[Alu-Combo Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ25mm

価格 \500

111-275cm

アルミスタンド
[Aluminium Baby Stand]

ダボ　　　　　　　　　       Φ17mm

5k ロースタ
[Low Stand 25mm]

50-62cm
ダボ    Φ25mm

価格 \500

1k ロースタ
[Low Stand 17mm]

28-37cm
ダボ    Φ17mm

価格 \500

スタンド
エクステンション
17/25mm
[Stand Extension 17/25mm]

17mm
25mm

:94-160cm
:99-159cm

ダボ          Φ17/25mm
価格 \500
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人形
[Wood Stand]

W:630×H:155mm

コンボスタンドキャスターセット
[Casters for Combo Stand]
価格 \500（3 コ）



センチュリースタンド
[Century Stand]

Avenger:130-325cm,RDS:127-284cm

ダボ　　　　　　　　　       Φ16mm

価格 \1,000

ミニセンチュリースタンド
[Century Stand Mini]

80-173cm
ダボ　　　　　　　　　       Φ16mm

価格 \1,000

エクステンションアーム
（ロング ・ ショート）

[40” /20” Extension Grip Arm]

価格 \200

ローベース
[Low Base Plate]

ダボ　　　Φ17mm

価格 \500

プレート
[Baby Plate]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \300

ランウェイベース
[Runway Base]

ダボ　　　　　　　　　       Φ28mm

価格 \1,500

3 足ローベース
[Backlite Base]

ダボ　　　Φ15mm

価格 \500

マシューズ
ハンガー
[Swivelling C-Clamp]

ダボ　　　Φ28mm

価格 \600

チューブトロリー
[Tube Trolley]

ダボ　　　Φ25/28mm

価格 \3,000

5k ハンガー
[25mm Light Hanger]

ダボ　　　Φ25mm

価格 \400

1k ハンガー
[17mm Light Hanger]

ダボ　　　Φ17mm

価格 \300

1k
アルミハンガー
[17mm Alumi-Hanger]

ダボ　　　Φ17mm

価格 \300

ガッファー
グリップ
[Gaffer Grip]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \200

スプリング
クランプ
[Spring Clamp]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \300

エレンクリップ
[Spring Clip]

価格 \100

プラグリップ
[Pla-Grip]

備考　　　大 / 小

価格 \100

ロングジョーズ
[6” End Jaw]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \800

エンドジョーズ
[2” End Jaw]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \500
価格 \500

備考　　延長ピン有
ダボ　　　Φ16mm

センタージョーズ
[3” Center Jaw]

リボルバー
ジョーズ
[Right Angle
 Cardellini Clamp]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \800

備考　　延長ピン有

36

GR
IP



37

価格 \300
付属品 Φ16mm変換ダボ
ダボ　　　Φ10mm

ミニジョーズ
[Mini Jaw]

ダブルスーパー
クランプ
[Double Super Clamp]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \600

メスヘッド
グリップ
[Female Grip Head]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \200

オスヘッド
グリップ
[Male Grip Head]

ダボ　　　Φ17mm

価格 \200

F クランプ
[F-Clamp]

価格 \500

ミニグリップ
ヘッド
[Mini Grip Head]

ダボ　　　Φ10/16mm

価格 \200

オーバーヘッド
グリップ
[Overhead Grip Head]

ダボ　　　Φ25mm

価格 \500

ビッグベン
クランプ
[Big Ben Clamp]

ダボ　　　Φ25mm

価格 \500

4×8
カポックホルダー
[4” ×8” Poly Holder]

ダボ　　　Φ10mm

価格 \800

ボードホルダー
(大/小)
[Foam Core Holder]

ダボ　　　Φ10mm

価格 \400

チェーンバイス
グリップ
[Chain Vice Grip]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \500

ファニチャークランプ
[Furniture Clamp]

価格 \500

ダボ　　　                                 Φ16mm
備考　　　                             特大 \700

特大 44” / 大 36” / 中 24” / 小 18” / ミニ 12” /LOWEL24”

ミニグリップ
バッグ
[Mini Grip Bag]

付属品 ミニグリップヘッド ×4,
    バー ×2, ミニジョーズ ×2

価格 \2,000

JP ジョーズ
[2” Socket End Jaw]

ダボ　　　　　Φ17mm

価格 \500

GR
IP

スーパークランプ
[Super Clamp]

ダボ　　　　　Φ16mm

価格 \300

ジャー   [G Clamp]

ダボ　　　　　Φ16mm

価格 \300

カポックホルダー
[Poly Holder]

ダボ　　　　　Φ10mm

価格 \400

チューブハンガー
[Ear for 1” Square Tube]

価格 \600

グリップヘルパー
[Baby Grip Helper]

ダボ　　　　　Φ16mm

価格 \400

C クランプ 各種
[C-Clamps]

6” /8” /10” /12”

価格 6” \700/8” \800
10” \1,000/12” \1,500
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ウォール
スプレッダー
[Wall Spreader 2×4]

ダブル
カポックサシ
[Double Hinged Fork]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \800

カポックサシ
[Poly Fork]

ダボ　　　　　Φ10mm

価格 \400

フレームホルダー
[Frame Holder]

備考       3 個セット

価格 \1,000

サクションカップ
各種
[Suction Cups]

ダボ　　　Φ16mm

価格      大 \2,000
　　　      小￥1,000

ミニ \800

ダブル
アーキュレーテッド
アーム
[Double Articulated Arm]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \1,200
価格 \800

付属品 スーパークランプ×2
ダボ　　　Φ16mm

マジックアーム
[Magic Arm]

ポールトゥリー
ブラケット
[Poultry Bracket]

ダボ　　　Φ16/28mm

価格 \500

付属品 ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ×2

ナノ クランプ
[Nano Clamp]

付属品 Φ16mm変換ダボ

価格 \200

スモール
ハイドロアーム
[Small Hydrostatic Arm]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \500

フレキシブル
アーム  [Flex Arm]

ダボ　　　Φ16mm

価格 \1,000

鴨居刺し
[Putty Knife]

ダボ         Φ16mm

価格 \300

グラブクランプ
各種  [Grab Clamps]

価格 \800

ジュニア
グリッドクランプ
[Junior Grid Clamp]

ダボ　　　Φ28mm

価格 \500
価格 \3,000

メガブーム
[Mega Boom]

215-367cm

価格 \10,000

重量           15kg
ダボ        Φ28mm

張り出しアーム
[Autoboom]

重量           5.3kg

価格 \3,000

ダボ         Φ28mm
付属品 Φ25mm変換ダボ

トンボアーム
[5 Socket Bracket]

ダボ         Φ25mm

価格 \1,200

張り出し
[Offset Arm]

ダボ         Φ25mm

価格 \1,000

エレベーター
[Telescoping Arm]

ダボ         Φ25mm

価格 \1,000

価格 \2,000
ダボ         Φ16mm
120-219cm

MJ ブーム
[Mini Junior Boom]

価格 \500
ダボ         Φ25mm
47-69cm

オフセットアーム
[Extendable Offset Arm]

GR
IP
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ダウンライト等のソケット E26
に装着し 16mm オスに変換
ロング / ショートが有ります。

ダウンライトアダプター
[E26-16mm Adapter L/S]

価格 \500

フル / ハーフ /
クォーター / パンケーキ

箱馬 [Wood Box]

価格 \200

アップルボックス
セット [Apple Boxes]

価格 \1,000

価格 \300( シングル )
　　　 \600( ダブル )

シングル / ダブル

脚立 [Step Ladder]

３/4/６/９/12 尺

価格 \500（3/4/6 尺）
　　　 \1,000（9 尺）
　　　 \2,000（12 尺）

リトルジャイアント
ラダー
[Little Giant Ladder 5/6ft]

５尺 /６尺

4.2m-6.5m

価格 \1,000

伸縮ハシゴ
[Sliding Ladder]

価格 \1,500

電動ウィンチ
[Electric Cable Hoist]

入力電圧 :100VAC
価格 \5,000

滑車 [Pulley]

台車 [Folding Platform Truck]

[Support Item]

カーゴ（大 / 中 / 小）
[Cargo Cart (L/M/S)]

大︓W110×H170×D80cm
中︓W95×H170×D80cm
小︓W85×H170×D65cm

付属品︓棚

価格 \500

マグライナー
[Magliner Gemini/Jr]

大 ・ 小

価格 \2,500（大）
　　　 \1,500（小）

カゴ台車
[Wire Mesh Cart]

価格 \500

価格 \500

リヤカー
[Aluminum Folding Cart L/S]

大 ・ 小

価格 \3,000

カギロープ
[Hook Rope]

価格 \2,000

ボーダーロープ ・ 細引き
[Rigging Rope 12mm/6mm]

価格 \200（ボーダーロープ）
　　　 \50　（細引き）

Grip 大 小 Grip 大 小
エンドジョーズ 10 6 オスヘッドグリップ 5 3

センタージョーズ 10 6 メスヘッドグリップ 5 3
ミニジョーズ 4 2 マジックアーム 4 2

ジャー 6 4 マシューズハンガー 2 1
スーパークランプ 10 6 Fクランプ 10 6

1k アルミハンガー 4 2 エレンクリップ 10 6
カポックホルダー 6 4 25→17mmダボ変換 4 2
ボードホルダー 4 2 センチュリースタンド 10 6

ビッグベンクランプ 4 2 ミニセンチュリー 10 5

グリップカーゴ（大 / 小）
[Grip Cargo (L/S)]

価格 \32,000（大）
       \16,000（小）

背負子
[Frame Backpack]

価格 \2,000

ハイライダーキット
[Cherry Picker Mount Kit]

変換アダプター各種
[Adapters]

コンドルブラケット
[Condor Bracket]

価格 \200

重量       27.2kg
ダボ       Φ28mm
付属品 ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ

価格 \5,000

GR
IP

重量          23kg
ダボ       Φ25mm
付属品 ﾗｯｼﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ

価格 \5,000
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[Meter]

セコニック
スペクトロマスター
C-700
[Seconic Spectromaster
　　　　　　　　　　 C-700]

フリッカー
アナライザー
[Flicker Analyzer]

価格 \2,000

レンジファインダー
[Nikon Lazer
　　RangeFinder 550A]

カラーメーター
[Coler Temperature Meter]

価格 \2,000

OT
HE

R 
IT

EM

[Safety/Protect]

簡易ケーブルマット
[Simple Cable Protector]

価格 \1,000

ケーブルマット
[Cable Protector]
・ 5 レーンタイプ　　　9.8kg
　W:500×H:50×1000mm
・ 4 レーンタイプ　　　9.3kg
　W:455×H:50×1000mm

価格 \2,000

バリアフリーマット
[Barrier-Free Slope Mat]

W:270×H:35×D:950mm

重量︓3.7kg備考︓2 枚セット

価格 \3,000

W:555×H:50×D:983mm

電源︓単三電池 ×2
備考︓多彩な表示モード
測定範囲 1600-40000K
フラッシュ光測定可能
カラータッチパネル採用

価格 \5,000

電源 :CR2( リチウム電池 )
直線距離 ・ 水平距離
高低差が測定できます

価格 \2,000

電源︓9V 電池 ×1
電源︓単三電池 ×2

[Seasonal Item]

3kw 遠赤外線
パネルヒーター
[FIR Panel Heater]

入力電圧︓200VAC 入力電圧︓200VAC 入力電圧︓200VAC

W:650×H:1110×D:550mm

重量︓25.6kg

入力プラグ︓30A C- プラグ

価格 \10,000 価格 \8,000 価格 \6,000

重量︓13.7kg

入力プラグ︓30A C- プラグ

W:417×H:793×D:370mm

重量︓12.3kg

入力プラグ︓30A C- プラグ

ジェットヒーター
[Oil Fan Heater]

W:606×H:713×D:448mm

乾燥重量︓22kg

入力電圧︓100VAC,141w

燃料︓灯油 (15L)

価格 \7,000

スポットクーラー
[Spot Cooler]

入力電圧 :100VAC

消費電力 : 11A

価格 \15,000

3kw 遠赤外線
ヒーター
[3kw FIR Heater]

2kw 遠赤外線
ヒーター
[2kw FIR Heater]

W:417×H:1023×D:370mm

[ 札幌支社専用 ] [ 札幌支社専用 ] [ 札幌支社専用 ]

扇風機 ( 工場扇 )
[Electric Fan]

W:82×H:124-139×D:70cm

重量︓7.5kg

入力電圧︓100VAC,2p-15A

備考︓175w

価格 \2,000
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備考︓4 個セット

価格 \200
重量︓ 8kg

価格 \500

ラッシングベルト
[Ratchet Tie Down
　　　　　　　　　　　Strap]

備考︓5m

価格 \300

価格 \100

価格 \100価格 \100 価格 \100

脚立カバー
[Ladder Socks]

ショットバッグ
[Shot Bag]

イージーアップ
テント
[EasyUp Tent]

W/D:300×H:315-345mm

付属品︓横幕 ×3

価格 \12,000

ファニチャーマット
[Furniture Blanket]

サイズ :120×210cm

価格 \500

雨よけ [Rain Cover]

各種サイズ有ります

価格 \1,000

雨よけシート
[Rain Cover Sheet]

各種サイズ有ります

価格 \1,200

コンパネ
[Wood Panel]

サイズ : 3×6 尺
　　　　  3×3 尺
　　　　  1×1 尺

価格 \1,000 [3×6]
　　　 　 \500 [3×3]
　　　 　 \100 [1×1]

ブルーシート
[Ground Sheet (Blue)]

各種サイズ有ります

価格 \200

ブラックシート
[Ground Sheet (Black)]

サイズ :540×720cm

価格 \500

毛布 [Blanket]

サイズ : 約 140×200cm

価格 \500

パイロン
[Traffic Cone]

価格 \300

ロールパンチ
[Roll Mat]

W:180cm/90cm

備考 : ×1m 単位
ブラック / グリーン / ブルー

価格 \1,000

テニスボール
[Tennis Ball]

ワイヤー
[Safety Cable]
ワイヤー
[Safety Cable]

チェーン
[Safety Chain]

トランシーバー
[Walky Talky (Motorola)] ラチェットレンチ

[Ratchet Wrench]充電器 :100VAC
付属品 : マイクスピーカー，
イヤホン，予備バッテリー，
充電器

価格 \3,000（1 台）

ソケット︓17/19mm

価格 \500

工具ボックス
[Tool Box]

備考︓工具選択自由

価格 \1,000

ハンマー
[Hammer]

ペグ [Peg]

価格 \100

30/60/90/120cm

価格 \500



[Transformers]

[Power Distribution]

2 又 ・ 3 又
[C-Plug Split Cables]

備考︓
C-60A→C-30A×2
AD-100A→C-60A×2
AD-100A→C-30A×3

ゼネひげ
( リード線 )
[Terminal Lead Cables]

端子径 :
8mm(22/38/60sq)
10mm(38/60sq)
12mm(60sq)

板タップコード
[2P Power Box Cable]

備考︓30A / 60A

長さ︓3m ～ 6m

ドラムコード
[15A Drum Reel Cable]

備考︓15A(max)

コード長︓約 29m

アース棒 ・ コード
[Ground Wire & Stick]

コード長︓20m

コネクター : カムロック

長さ︓30cm/50cm

2P 延長コード
[15A Extension Cable]

備考︓15A(max)
スナップタップ \100

長さ︓約 10m

イカ（オス ・ メス）
[Plug-CamLock Conversion]

備考 :AD-100A/C-60A

タコタップ
[2P Split C-Plug]

備考︓30A / 60A

プラグ変換 各種
[Conversion Plugs]

備考 :AD/C/D/M/2P

漏電ブレーカー
[Circuit Breaker]

備考 :50A/100A/
150A/200A/300A

スイッチ盤
[Electric Cut Off]

備考 :300A(max)

延長プラグコード
[C-Plug Extension Cables]

備考 :C-30A/C-60A/
　　　　AD-100A

長さ︓約 7m

備考 :1kw/1.5kw/3kw

ステップダウン
[StepDown Transformers]

出力電圧 : 100VAC

入力電圧︓ 200VAC

備考 : 1kw/2kw/
　　　　 5kw/10kw

スライダック
[Transformers]

出力電圧 :0-130VAC

入力電圧︓ 100VAC

コネクター : カムロック コネクター : カムロック

PO
W

ER

価格 \1,000
価格 \100

価格 \500

価格 \500

価格 \1,000

価格 \100

価格 \500

価格 \200

価格 \500

価格 \2,000
価格 \2,000

価格 \500 [AD-100A]
　　　 \500 [C-60A]
　　　 \300 [C-30A]

価格 \6,000 [3kw]
　　　 \3,000 [1.5kw]
　　　 \2,000 [1kw]

価格 \10,000 [10kw]
　　     \7,000 [5kw]
　　　   \3,000 [2kw]
　　　   \2,000 [1kw]

スパイダーボックス
[Power Distribution Boxes]

大 :(100A×2,60A×2,30A×2)
中 :(100A×1,60A×1,30A×1)
小 :(60A×1,30A×2)
中間スルー :
　   (100A×1,60A×1,30A×2)

価格 \1,000

キャプタイヤ
[Power Distribution Cables]

コード長 : 約 20m/ ショート約 10m

コネクター︓カムロック

コネクター︓カムロック

60sq/38sq/22sq/22sq(W)

価格 \600 [60sq]
　　　 \500 [38sq/22sq]
　　　 \1,000 [22sq(W)]

Y 分岐　[Y Split Cable]

価格 \300

T 分岐　[T Split]

価格 \300

コネクター : カムロック

コネクター : カムロック

コネクター︓カムロック

コネクター︓カムロック
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V マウントバッテリー
電源ターミナル
[V-Mount Battery
            Power Base Station]

W:80×H:165×D:98mm

重量︓700g

出力電圧︓24VDC
最大電流︓5.0A

価格 \2,000

V マウントバッテリー
チャージャー
[V-Mount Battery 
                    Quick Charger]

2ch 同時急速充電 ・ 最大 4ch

W:151×H:79×D:222mm
重量︓1.1kg

入力電圧︓100-240VAC

価格 \2,000

V マウントバッテリー
Duo
[Li-ion V-Mount Battery Duo]

W:97×H:146×D:59mm

重量︓1050g

出力電圧︓14.8VDC
容量︓146Wh

備考︓LED ライトパネル 1×1
　　　　　　　　　（各種）に対応

価格 \3,000

V マウントバッテリー
HL10DS
[Li-ion V-Mount Battery HL10DS]

W:97×H:146×D:59mm

重量︓860g

出力電圧︓14.4VDC
容量︓96Wh

備考︓LED ライトパネル 1×1
        （各種 ) に対応 ,
　　　　寒冷地対応

価格 \3,000

W:180×H:90×D:340mm

重量︓4kg

入力電圧︓24VDC

出力︓100VAC, 正弦波
備考︓24V バッテリー 2 台連結可

価格 \5,000

W:280×H:120×D:400mm

重量︓8.5kg

入力電圧︓24VDC

出力︓100/120VAC, 正弦波

備考︓24V バッテリー 4 台連結可
周波数切替式 50/60Hz
出力切替式 出力 100V　15A まで
　　　　　　　　出力 120V　18A まで 

価格 \5,000

1.8kw インバーター
[1.8kw DC-AC Inverter]

1kw インバーター
[1kw DC-AC Inverter]

シネキンバッテリー
[24VDC Wet Battery]

W:400×H:280×D:155mm

重量︓ 16.5kg

出力電圧 : 12/24VDC

価格 \2,500

ドライバッテリー
[24VDC Ni-MH Dry Battery]

W:187×H:224×D:72mm

重量︓ 5.5kg

出力電圧 : 12/24VDC 切替

価格 \2,500

シネキンバッテリー
チャージャー
[24VDC Wet Battery Charger]

W:260×H:62×D:210mm

重量︓ 2.2kg

入力電圧 : 100/200VAC

価格 \2,000

ドライバッテリー
チャージャー
[24VDC Ni-MH Dry Battery
 Charger]

W:160×H:125×D:245mm

重量︓ 3.4kg

入力電圧 : 100/200VAC

価格 \2,000

W:337×H:195×D:600mm

重量︓11.5kg（ケース込）

入力電圧︓24VDC

出力︓100VAC, 正弦波

備考︓24V バッテリー 4 台連結可

価格 \5,000

1.5kw インバーター
[1.5kw DC-AC Inverter]

重量︓ 24kg

入力プラグ︓ C30A

入力電圧︓ 200VAC
出力電圧 : 0-100VDC

備考 : 28A(max)
価格 \20,000

2.8kw
DC コンバーター
[2.8kw DC Converter]

[DC Battery]

[Inverter / Converter]
PO

W
ER

43



[Portable Generator]
PO

W
ER
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5.5kw ゼネレーター　[Portable Generator 5.5kw]

W:670×H:690×D:810mm

重量︓ 95kg（乾燥重量）

出力電圧︓ 100/200VAC 切替， 50/60Hz

価格 \15,000

5kw ゼネレーター　[Portable Generator 5kw]

W:590×H:720×D:965mm

重量︓ 168kg（乾燥重量）

出力電圧︓ 100VAC， 60Hz

価格 \10,000

2.8kw ゼネレーター　[Portable Generator 2.8kw]

W:480×H:570×D:655mm

重量︓ 61kg（乾燥重量）

出力電圧︓ 100VAC， 50/60Hz

価格 \8,000

1.6kw ゼネレーター　[Portable Generator 1.6kw]

W:290×H:425×D:510mm

重量︓ 21kg（乾燥重量）

出力電圧︓ 100VAC， 50/60Hz

価格 \6,000

900w ゼネレーター　[Portable Generator 900w]

W:240×H:380×D:450mm

重量︓ 13kg（乾燥重量）

出力電圧︓ 100VAC， 50/60Hz

価格 \5,000

ゼネ連結コード　[Link Cables for Portable Generator]

備考︓ 2.8kw/1.6kw/900w

価格 \500

車載用ゼネレール　[Rail for Portable Generator]

備考︓ 2 本セット

価格 \1,000

ガス缶　[Fuel Tank]

備考︓ 20L

価格 \500



[Power Supply Vehicle]

価格 [Price] お問い合わせ下さい

80 型 電源車（超低騒音タイプ）
[Power Supply Vehicle 160KVA (Super Silent)]

W:213×H:246×D:586cm
総重量 5935kg
出力 160KVA
容量 80kw(60Hz) 単相三線 /65kw(50Hz) 単相三線

120kw(60Hz) 三相四線 /100kw(50Hz) 三相四線
波形 正弦波
周波数 50/60Hz
出力電圧 100/200VAC
方式 単相三線 / 三相四線 切替式

価格 [Price] お問い合わせ下さい

80 型 電源車（低騒音 4WD タイプ）
[Power Supply Vehicle 150KVA (AWD/Silent)]

W:222×H:249×D:654cm
総重量 7965kg
出力 150KVA
容量 80kw(60Hz) 単相三線 /64kw(50Hz) 単相三線

120kw(60Hz) 三相四線 /100kw(50Hz) 三相四線
波形 正弦波
周波数 50/60Hz
出力電圧 100/200VAC
方式 単相三線 / 三相四線 切替式

価格 [Price] お問い合わせ下さい

70 型 電源車（低騒音タイプ）
[Power Supply Vehicle 100KVA (Silent)]

W:226×H:264×D:610cm
総重量 7260kg
出力 100KVA
容量 　　　　　　　　　　　　　　　　 80kw(60Hz) 単相三線

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72kw(50Hz) 単相三線
波形 正弦波
周波数 50/60Hz
出力電圧 100/200VAC
方式 　　　　　　　　　　　　 単相三線

価格 [Price] お問い合わせ下さい

50 型 電源車（超低騒音 4WD タイプ）
[Power Supply Vehicle 125KVA (ADW/Super Silent)]

W:188×H:205×D:485cm
総重量 4915kg
出力 125KVA
容量 56kw(60Hz) 単相三線 /54.4kw(50Hz) 単相三線

　　70kw(60Hz) 三相四線 /60kw(50Hz) 三相四線
波形 正弦波
周波数 50/60Hz
出力電圧 100/200VAC
方式 単相三線 / 三相四線 切替式
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[Equipment Vehicle]
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価格 [Price] お問い合わせ下さい

ワンボックス ハイルーフ　　[Van High Roof]

価格 [Price] お問い合わせ下さい

2t トラック　　[2ton Truck]

価格 [Price] お問い合わせ下さい

3.5t トラック　　[3.5ton Truck]

価格 [Price] お問い合わせ下さい

4t トラック　　[4ton Truck]

価格 [Price] お問い合わせ下さい

6t トラック　　[6ton Truck]
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ENEOS

出光
川井浄水場

滝沢

公園

公園

セブンイレブン
ファミリーマート

ダイハツ
あいしま
食事センター

八王子街道

４
号

線

保土ケ谷バイパス

１６号南
町

田 十日市場

三ツ境

東
名

高
速

ニトリ

厚木街道 (２
４６)

瀬谷橋公園

関口商事

横浜
太平商事

横浜方面

静
岡

方
面

JR 横浜線

相模原鉄道

田園都市線

ネッツ

横浜町田 IC

青葉台方面

読売
新聞

渋谷方面

アペックス第２倉庫
ユーザー様の私物等を保管している倉庫です。 当社スタッフのいない場合が有りますので、 必ず本社屋にお立ち寄り下さい。

中華料理
東名台

中古車販売
TRUSTY

Audi 販売

卸センター南側海軍道路入口

交番
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車でお越しのお客様
☆16 号線を横浜方面へ向かってお越しの方は、 左手に中華料理東名台が見えましたら

　　左車線を走行して下さい。 すぐ中古車販売 TRUSTY が有り [ 青葉台 ・ 卸本町 ・ 環状４号左折 ]
　　の標識が有ります。 左折していただきますと１つ目の信号 『滝沢』 で左折していただき、
　　次の信号 『瀬谷橋公園』（セブンイレブンが左にあります）で左折、 T 字路を右折、 そして
　　すぐ左折して道なりにカーブしていただくと、 緑色のテント屋根が見えます。
　　両隣には横浜太平商事 ・ 関口商事が有ります。

☆16 号線を八王子方面に向かってお越しの方は、 出光が左手に見えた辺りで左側車線を

　　走行してください。 ２つの信号を超えますと左側に中古車販売店（アウディ）があり [ 青
　　葉台 ・ 卸本町 ・ 環状４号左折 ] の標識で左折してください。 左手の公園を過ぎて１つ目を
　　左折していただき道なりにカーブを進んでいただくと、 緑色のテント屋根が見えます。
　　両隣には横浜太平商事 ・ 関口商事が有ります。

電車でお越しのお客様
 ☆最寄駅の東急田園都市線 『南町田駅』 から徒歩で 30 分程かかりますので、 当社送迎車をご利用下さい。

　　お電話頂ければ、 東急田園都市線 『南町田駅』 『長津田駅』 ・ JR 横浜線 『十日市場駅』 『長津田駅』
　　まで送迎いたします。

共同倉庫

大塚刷毛

鎌倉ハム

川井浄水場入口

川井浄水場裏口

☎ 045-465-4039

（株）アペックス

アペックス第 2 倉庫

HANSUI

（株）アペックス 本社︓神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9308-23
　　　　　℡:045-465-4039



本　社　　　〒065-0018 北海道札幌市東区北 18 条東 20 丁目 1-4
Tel:011-299-3985,　Fax:011-299-3951
Mail:akariya@apexnet.jp

横浜支社　〒246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9308-23
Tel:045-465-4043　　Fax:045-465-4044
Mail:akariya@apexnet.jp

技術に自信アリ。

照明のプロ集団、見参

灯り屋は映画 ・ＴＶ・ＣＭ・ＰＶ・ＰＲ等の映像に関する

照明の技術は勿論、 スタッフ ・ 人材から機材 ・ 車両 ・ 消耗品等を

一手に引き受ける会社です。 ご予算に関わらずご相談ください。

機材はアペックス、 人材は灯り屋におまかせください。
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　 環状通東駅

2 番出口

東温水
プール

札幌村神社

株式会社アペックス　札幌支社
札幌市東区北 18 条東 20 丁目 1-4

TEL 011-299-3039

はやし歯科
クリニック

東光小学校

本龍寺

セイコーマート
元町北 18 条

あざみ公園

めぐみ
 公園

ケンタッキーフライドチキン
環状通東店

北海道銀行
北 15 条支店

マックスバリュ
元町店

さんかい
環状通東店

セブンイレブン
札幌北 18 条
東 16 丁目

←栄町方面 札幌駅方面→

タイヤ館
北 16 条環状通 はんこ屋さん 21

環状通東店

プロショップ ホダカ
元町店

ゲオ
環状通東店

吉野家
環状通東店

北海道エネルギー
環状通 SS

苗穂丘珠通

東 15 丁目屯田通

シュープラザ
環状通東店

 18

札幌市営地下鉄

   伏古 IC

（株）アペックス 札幌支社
北海道札幌市東区北 18 条東 20 丁目 1-4
　　　　　℡:011-299-3039

新千歳空港より高速道路をご利用のお客様
☆道央自動車道千歳インター乗車、 札幌 JCT より札樽自動車道伏古インターで下車下さい。

　　高架下を小樽方面へ 600m 程直進し北 27 東 22 の信号 ( カーセブンの看板が目印 ) を左折
　　そのまま苗穂丘珠通を 1.7 ㎞ほど直進した左手にございます。 【伏古 IC より約 8 分 ・ およそ 2 ㎞】

JR 札幌駅より地下鉄をご利用のお客様
 ☆札幌市営地下鉄東豊線　栄町方面乗車　環状通東駅下車

　　 2 番出口より出てすぐ左の北海道銀行を左折、 そのまま直進し　はんこ屋さん 21 の角を左折
　　 300m ほど進んだ右手、 セイコーマートの隣にございます。 【環状通東駅より徒歩 10 分 ・ およそ 800m】

札樽自動車道



L I G H T I N G  B Y  A P E X  P R O  S T A F F

プロのライトマンが作るスタジオ 『アペスタ』
札幌初、 全面サウスシーブルーの合成幕低照度撮影のため

スタジオ使用電力は従来の 10 分の 1。
全ライトＬＥＤライトを配備し、 グリーンバックも常備。

撮影用消耗品も充実の品揃えでお待ちしております。

価格に関しましてはアペックス札幌支社までお問合せ下さい。

シズル撮影にも対応のキッチン完備。
各種備品も豊富に取り揃えております。

51



お支払いには便利なクレジットカード決済もご利用いただけます︕

お問い合わせ ・ ご用命は、 下記までご連絡ください。 　　　　　　　　　　　　　　　http://apexnet.jp

株式会社 アペックス　〒246-0001　神奈川県横浜市瀬谷区卸本町 9308-23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel:045-465-4039, fax:045-465-4044, mail:apex@apexnet.jp

株式会社 アペックス 札幌支社　〒065-0018　北海道札幌市東区北 18 条東 20 丁目 1-4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel:011-299-3039, fax:011-299-3951, mail:sapporo@apexnet.jp


