Aputure製品

価格表

2022/11

ライトストームシリーズ
商品コード

商品名

付属品

販売価格(税込)

灯体 ,AC アダプター / ケーブル ,
バーンドア, ボーエンズアダプター ,
D タップケーブル ,
L バッテリーホルダー , ケース

¥69,080

APLS60d

LS 60d

デイライト単色 (5600K)

APLS60x

LS 60x

バイカラー (2700-6500K)

APX0119A2W

LS C120d II デイライト単色 (5500K)

APV0129A2F

LS C300d II デイライト単色 (5600K)

ヘッドケーブル 3m

APC0159A2B

LS 300x

バイカラー (2700-6500K)

ヘッドケーブル 3m

APLS600dST

LS 600d

デイライト単色 (5600K)

ヘッドケーブル 3m

APLS600dPro

LS 600d Pro デイライト単色 (5600K)

ヘッドケーブル 3m

APLS600xPro

LS 600x Pro バイカラー (2700-6500K)

ヘッドケーブル 7.5m

¥360,800

APLS600cPro

LS 600c Pro マルチカラー (RGBWW)

ヘッドケーブル 7.5m

¥451,990

¥92,400

LS 1200d Pro デイライト単色 (5600K)

APLS1200d

¥76,780

灯体 , リフレクター ,
コントロールボックス ,
リモコン ,AC ケーブル ,
灯体接続ケーブル ,
コントローラー固定クランプ ,
キャリーケース

灯体 , コントロールボックス ,
リフレクター３種（15°, 30°, 45°）,
灯体接続ケーブル ,AC ケーブル ,
コントローラー固定クランプ ,
キャリーケース , リフレクターケース

¥168,300
¥179,300
¥253,660
¥330,000

¥580,800

ライティングアクセサリー
APLDSE
APN0122D6S
APM0122D6X
APLD150
APSOFT6090
APSOFT30120
APSOFT4545
APOCT120
APSB35
APJ0155A3E
APlantern90
APB047DD6J
APJ0118A31/2/3
APJ0118A3A/B/C
APJ0118A3D
AP10GOBOkit
APSLMZ
APE0120A3A
APR0117D6N
APF10
APF10barndoor
APT2Cgrid
APT4Cgrid

ライトドーム SE φ85×45cm ディフューザー 1.5 / 2.5, インナーディフューザー , ソフトグリッド , ケース付

¥17,490

ライトドームミニ II φ55×29cm ソフトカウンターリフレクター（銀 ・ 金）, ソフトグリッド , フィルターホルダー付

¥21,670

ライトドーム II φ89×65cm ディフューザー（1/2 ・ 1）, ソフトカウンターリフレクター , ソフトグリッド , フィルターホルダー付

¥37,180

ライトドーム 150 φ150×80cm ディフューザー（1.5 ・ 2.5）, ソフトグリッド付

¥47,190

ライトボックス 60×90 ディフューザー（1.5 ・ 2.5）, インナーディフューザー , ソフトグリッド付

¥11,000

ライトボックス 30×120 ディフューザー（1.5 ・ 2.5）, インナーディフューザー , ソフトグリッド付

¥11,550

ライトボックス 45×45 ディフューザー（1.5 ・ 2.5）, ソフトグリッド付

\11,990

オクタドーム 120 ディフューザー（1.5 ・ 2.5）, ソフトグリッド付

¥20,460

LS60 ソフトボックス 35×35cm

¥10,670

ランタン φ66cm スカート付

¥16,940

ランタン 90 φ90cm スカート付

¥23,980

スペースライト

¥9,240

スポットライトマウントセット (19° ・ 26° ・ 36°からお選びください ) ハードケース , ゴボホルダー , ゴボ 3 種 , クリーニングキット付

¥83,820

スポットライトマウント用交換レンズ (19° ・ 26° ・ 36°からお選びください ) 専用ソフトケース付

¥43,670

スポットライトマウント用アイリス（絞り）

¥16,610

ゴボ 10 枚セット （B サイズ ・ スポットライトマウント用）

¥11,000

スポットライトミニズーム (15-30° ・ LS60 シリーズ専用 ) ゴボ 15 枚 , アイリス , 専用ソフトケース付

¥87,780

フレネル 2x 専用ソフトケース付

¥20,130

アプチャーバーンドア 4 枚羽 専用リフレクター（内側黒）,30°ハニカムグリッド , フィルターホルダー付

¥10,010

F10 フレネル（LS 600 / 1200 用）

¥39,380

F10 バーンドア（LS 600 / 1200 用）

¥23,980

amaran T2c 用グリッド

\8,800

amaran T4c 用グリッド

\13,200

アクセサリー
APSLBridge

Sidus Link ブリッジ（Bluetooth 非対応機種用）

¥16,280

AP2BPSV

2-Bay パワーステーション (V マウントバッテリー用 )

¥33,000

AP815900000010

ランプケーブル (LS 300 シリーズ用 ・ 3m)

APP0126A31

ランプケーブル (LS 600 シリーズ用 ・ 7.5m)

\17,490

AP812900000019

クイックリリースクランプ (LS 300 / 600 / 1200 / NOVA / 2-Bay パワーステーション用 )

\13,420

AP812900000025

AC ケーブル (LS 300 / 600 / 1200 / NOVA シリーズ用 )

\12,870

APB0152A30

D タップ電源ケーブル (amaran P60 シリーズ用 )

\2,640

APA0209PJ3

D タップ電源ケーブル (amaran COB60 シリーズ用 )

\2,090

APcob60grip

ハンドヘルドグリップ (amaran COB60 シリーズ用 )

XXXME25

交換用 25mm オスダボ (LS 1200 / NOVA シリーズ用 )

XXXKT25-17

交換用 17mm / 25mm 兼用オスダボ (LS 600 シリーズ / NOVA P300c 用 )

専用アプリ

Sidus Link（サイダス・リンク）

\8,360

\7,150
\13,200
\6,050

Sidus Link アプリを使用することで、Bluetooth 接続した手元の iPhone や Android 端末から
遠く離れたライトの設定を変更することができます。iPhone 用・Android 用は無料でご利用いただけます。
こちらのマークがついている製品が Sidus Link アプリに対応しています。

小型ライトシリーズ
商品コード

商品名

販売価格(税込)

APMT-Pro

MT Pro マルチカラーチューブ LED

APAL-MC

AL-MC マルチカラー LED 1 灯

APAL-MC4kit

AL-MC 4 灯キット

APAL-MC12kit

AL-MC 12 灯キット

APsiliconrubber

MC 用シリコンディフューザー

45°ファブリックグリッド , 充電ケーブル , ミニ三脚 , 専用ケース付

シリコンディフューザー , 充電ケーブル , マジックテープ , アクセサリーポーチ付

アクセサリーケース x1, 充電兼用ハードケース x1, マジックテープ x2, ボールヘッド x2, シリコンディフューザー x2 付
充電兼用ハードケース x1, マジックテープ x8, ボールヘッド x4, シリコンディフューザー x4,USB ケーブル x2,D タップケーブル x1 付

￥39,600
¥18,370
¥96,800
¥272,800
\1,540
\2,090

AP614200040000 MC 用ボールヘッド ネジアダプター付
APB7C

アクセント B7c マルチカラー LED 電球（E26 / 27 口金）

APB7C8kit

アクセント B7c 8 灯キット（充電兼用ケース付）

APAL-MW

AL-MW 防水ライト デイライト単色 (5600K)

¥12,540
¥140,800
¥33,770

amaran シリーズ
AP100d

amaran 100d デイライト単色 (5600K)

¥36,300

AP100X

amaran 100x バイカラー (2700-6500K)

¥45,100

AP200d

amaran 200d

¥53,680

AP200X

amaran 200x バイカラー (2700-6500K)

APP60X

amaran P60x バイカラー (2700-6500K)

APP60X3kit

amaran P60x 3 灯キット

APP60C

amaran P60c

APP60C3kit

amaran P60c 3 灯キット

APcob60d

amaran COB 60d

APcob60x

amaran COB 60x バイカラー (2700-6500K)

¥35,970

APT2C

amaran T2c 2 フィートチューブライト マルチカラー RGBWW

¥36,960

APT4C

amaran T4c 4 フィートチューブライト マルチカラー RGBWW

APF21C

amaran F21c 2×1 フレキシブル マルチカラー RGBWW

¥107,690

APF22C

amaran F22c 2×2 フレキシブル マルチカラー RGBWW

¥155,870

APF21X

amaran F21x 2×1 フレキシブル バイカラー (2500-7500K)

¥72,270

APF22X

amaran F22x 2×2 フレキシブル バイカラー (2500-7500K)

¥121,770

デイライト単色 (5600K)

¥62,480
¥45,210
¥126,500
¥62,480

マルチカラー RGBWW

¥174,680
¥30,360

デイライト単色 (5600K)

¥60,170

NOVA シリーズ
APNova300

NOVA P300c マルチカラー LED 1 灯

¥305,800

APNova300kit

NOVA P300c マルチカラー LED ハードケースキット

¥345,400

APNova600

NOVA P600c マルチカラー LED 1 灯

¥587,400

APNova600kit

NOVA P600c マルチカラー LED ハードケースキット

¥642,400

APNovaSFTB

NOVA P300c 用ソフトボックス 50×70 cm 40°グリッド付

¥25,740

APNovaBD

NOVA P300c 用バーンドア

¥30,580

APNOVA600MG

NOVA P600c 用メタルグリッド (45°)

¥12,100

APNOVA600BD

NOVA P600c 用バーンドア

¥36,740

APNOVA600DHY

NOVA P600c 用デュアルヘッドヨーク

¥63,800

APNOVA600POY

NOVA P600c 用ポールオペレートヨーク

¥63,800

APNOVA600SB

NOVA P600c 用ソフトボックス 60×90 cm 45°グリッド付

¥25,080

APNOVA600SL

NOVA P600c 用スペースライト

¥36,520

APNOVA600RC

NOVA P600c 用レインシールド

¥26,840

国内正規流通品をご使用ください

国内正規流通品には、アガイ商事にてACプラグ変換とスタンド取付用ダボ（��mm径）をお付けしています（一部商品を除く）
国内正規流通品でない製品は、日本国内で修理・保証対応できない場合があります。ご注意ください。

プロライン製品について

マークのついた「プロライン」製品については、オンラインショップでの販売はございません。
正規販売店へお問合せの上、お買い求めください。

日本総代理店 アガイ商事株式会社
〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16 アガイビル
フリーダイヤル 0120-862-886
TEL:03-5954-7577 FAX:03-5954-7578
Email: info@agai-jp.com Web: www.agai-jp.com

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。

ア ガ イ 商 事 web si t e
(A put ure)
2211

