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AC 又は DC D-Tap ・ Sony NP-F ・ USB Input
\32,900

LS - mini 20 c
（バイカラー） \35,400

LS - mini 20 Flight Kit
(ddc) スタンド別売

スタンド別売 3 灯キット
　LS-mini20d（単色）ｘ2 灯
　LS-mini20c（バイカラー）ｘ1 灯

\91,000

LS - mini 20 Flight Kit
(ddd) スタンド別売

スタンド別売 3 灯キット
　LS-mini20d（単色）ｘ3 灯 \89,700

LS - mini 20 Flight Kit
(ccc) スタンド別売

スタンド別売 3 灯キット
　LS-mini20c（バイカラー）ｘ3 灯 \94,800

LS - mini 20 Flight Kit
(ddc) スタンド付

スタンド＆収納バッグ付 3 灯キット
　LS-mini20d（単色）ｘ2 灯
　LS-mini20c（バイカラー）ｘ1 灯

\101,100

LS - mini 20 Flight Kit
(ddd) スタンド付

スタンド＆収納バッグ付 3 灯キット
　LS-mini20d（単色）ｘ3 灯 \99,800

LS - mini 20 Flight Kit
(ccc) スタンド付

スタンド＆収納バッグ付 3 灯キット
　LS-mini20c（バイカラー）ｘ3 灯 \104,900

LS - 1 S  (V-mount)

パネル型 LED　120W　最大 30,300 Lux @ 0.5m
（1000W タングステン相当）バーンドア付
高演色 : TLCI 95+　　ビームアングル 25°　DMX512
ヒートシンク付、無音のファンレスデザイン。

\104,900

LS - 1 C  (V-mount) \88,000

Light Storm
Messenger Bag

ライトストームシリーズ用
メッセンジャーバッグ \8,700

Aputure Barn Door

アルミ製 4 枚羽根 バーンドア
120dⅡ/300dⅡ/Fresnel2x 用
30° ハニカムグリッド , 黒リフレクターディッシュ ,
磁気フィルターホルダー付

\7,500

Light Dome  Ⅱ
φ 89 x 65 cm

Aputure ボーエンズマウントソフトボックス
1.5＆2.5 絞りの 2 種ディフューザー ,
40°グリッド、フィルムホルダー付
簡単クイックセットアップ式

\27,700

Light Dome mini Ⅱ
φ 55 x 29 cm

Aputure ボーエンズマウントソフトボックス
1/2 ディフューザー , ゴールド／シルバー内側リフレクター
40°グリッド、フィルムホルダー付
簡単クイックセットアップ式

\16,300

Lantern
120d/300d 用　数秒で組立と解体できる折りたたみ式。
直径 66cm の円形  270°の広範囲照射
光をカットするマスクスカート付
ボーエンズマウントに装着可能

\12,700

Space Light
120d/300d 用
72x46cm/ サイドリフレクター・スカート付
360°方向にソフトライト 
ボーエンズマウント対応

\6,300

ライティングアクセサリー
商品名 製品説明 販売価格（税別）

アプチャーバーンドア

ライトドーム 2

ライトドームミニ 2

ランタン

スペースライト

スポットライト アクセサリー

Spotlight Mount Set (19°)
４つの内蔵カッターで光をカットして照射可能、
付属のゴボマスク（3 種）で模様投影も※ゴボ：B サイズ
前面にフィルターホルダー付。
19°レンズはより照射範囲も絞って強い光が得られます。

\63,000

Spotlight Mount Set (26°)
\63,000

Spotlight Mount Set (36°)
\63,000

交換用レンズ単品
19°/26°/36°

スポットライトマウント用
交換用レンズ単品

\32,800

Spotlight Mount IRIS Only
スポットライトマウント用
アイリスで照射する円の大きさ
を自在に変えられます。

\12,500

Fresnel 2x
直径 15cm フレネルレンズ（デュアルガラスレンズ製）
回転式 照射角度：12°～ 40°
ボーエンズマウント対応
Aputure Barndoors も装着可能

\15,100

商品名 製品説明 販売価格（税別）

スポットマウント 19°レンズセット

スポットマウント 26°レンズセット

スポットマウント 36°レンズセット

スポットマウント用アイリス

フレネル 2ｘ

（1 本価格）

明るい 180W のデイライト光 (5500K)
( タングステン 1000W 相当 )
高演色 : CRI 96+/TLCI 97+
5 つのエフェクト効果内蔵 (2.4GHz)

収納バッグ、リフレクター、リモコン付
V マウント対応 (x1)　

パネル型 LED　120W　最大 30,300 Lux @ 0.5m
（1000W タングステン相当）バーンドア付
高演色 : TLCI 95+　色温度の調整可能（3200 ～ 5500K)
ビームアングル 45°　DMX512
ヒートシンク付、無音のファンレスデザイン。

フレネルレンズ搭載小型 LED　30W　　バーンドア付
色温度が変えられるバイカラー（3200 ～ 6500K）
照射角度 20°～ 80°
AC 又は DC D-Tap ・ Sony NP-F ・ USB Input

世界初ボーエンズマウントのスポットライトアクセサリー

レンズ角度３種類から
お選び頂けます。

（単品レンズを追加購入し
交換も可能）

４つの内蔵カッターで光をカットして照射可能、
付属のゴボマスク（3 種）で模様投影も※ゴボ：B サイズ
前面にフィルターホルダー付。

４つの内蔵カッターで光をカットして照射可能、
付属のゴボマスク（3 種）で模様投影も※ゴボ：B サイズ
前面にフィルターホルダー付。
36°レンズは距離 3m で照射すると 180cm の円を作れます。

アプチャー製品　価格表

価格や仕様は予告なく変更になる場合があります。消費税はご購入時点での税率が適用されます。

LED　- Light Storm シリーズ -
商品名 製品説明

製品の詳細はアガイ商事 web site または
アプチャー製品カタログ（英語版）をご覧下さい。

販売価格（税別）

ライトストーム
LS C300dⅡ （V-mount)

明るい 350W のデイライト光 (5500K)
( タングステン 2200W 相当 )
高演色 : CRI 96+/TLCI 97+
リモコン , アプリで遠隔操作 (2.4GHz)
8 つのエフェクト効果内蔵。DMX512

収納バッグ、リフレクター、リモコン、
電源部のスタンド取付クランプ付
V マウント対応 (x2)　Sidus Link App Control アプリ対応

\139,000

ライトストーム
LS C120dⅡ （V-mount) \94,300

LS - mini 20 d
（単色）

フレネルレンズ搭載小型 LED　30W　　バーンドア付
最大 40,000 Lux @0.5m (LS-mini20d)　色温度 7500K
照射角度 20°～ 80°
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