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──このカタログについて──
撮影例（P.2-15）のQRコードより
撮影時のセッティング及び各デー
タがWEBサイトにてご確認いた
だけます。QRコードをお読みい
ただけない場合は、下記URLより
お進みください。
撮影例紹介サイトTOP：
http://omnivas.jp/
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照射範囲をコントロール
するバーンドアにグリッ
ドとカラーフィルター４
枚が付属。

DII-BD
DIIシリーズ/MARS-3用バーンドア
（グリッド・カラーフィルター付）
4,320円

スポット光を得るための
必須アイテム。集光効果
を高めるグリッド付属。
中心光量－1段。

DII-CS
DIIシリーズ/MARS-3用
コニカルスヌート（グリッド付）
1,900円

500Wsの出力と、1.0秒の高速リチャージを誇るモノブ
ロックストロボです。ファッションフォトなどのモデル撮
影やアパレル系の商材撮影には、大光量で軽快に使えるス
トロボが必要不可欠。DM-5は大きめの被写体もカバーで
きる大光量と、撮影の呼吸を乱さない高速なリサイクリン
グタイムが特徴で、オプションのリモコンを併用すること
で、ハイスピードシンクロや多灯撮影時のグループ管理も
可能。汎用性の高いBowensマウント採用により、多種多
様なアクセサリーの入手も容易です。

DM-5
JINBEI 
500Ws スタジオモノブロックストロボ
48,600円

■DM-5　基本スペック
最大出力 500Ws［GN64（別売18cmレフ使用時）］
調光範囲 full-1/64（7.0-1.0、0.1ステップ刻み）
リサイクリングタイム 1.0秒/フルパワー
実測平均色温度 約5800K
閃光時間（ｔ＝0.5） 1/2,000秒（最小出力時）
スレーブ 光スレーブ（ON/OFF）
モデリングランプ 10W LED（照度1000ルクス＠1m）
冷却ファン 内蔵
スタンド接続部 16mmメスダボ
マウント／対応アンブレラ JINBEI/Bowens互換マウント／芯径8mm
サイズ 270×130×195mm（突起部、リフレクター含まず）
重量 1.6kg

関連商品

この製品の
情報を見る

JINBEIオリジナルのＤマ
ウント専用リフレクター。
アンブレラホール有り。
中心光量+1段。

DII-REF
DIIシリーズ/MARS-3用
リフレクター
1,900円

照射角は約70度、中心
光量＋0.5段。付属のシ
ルキーディフューザー装
着時は－1段。

DII-REF-70D
DIIシリーズ/MARS-3用
マグナムリフレクター
6,480円

雨傘のように展開可能な
オクタゴン。付属のディ
フューザーに加え、別売
りでグリッドもご用意。

EOB-60
DIIシリーズ/MARS-3用
イージーオクタゴンボックス
7,560円

関連商品

ファッションフォトの大
定番、オパライト＆グ
リッドが付属する500Ws
のストロボセット。

DM-5-FP1B
ファッションフォト
1灯キット Basic
73,130円 Bowens/JINBEIマウント

の直径18cmレフ。別売
の『18cm用ハニカムグ
リッド４種』が使用可能。
中心光量＋1.3段。

REF-18
ポータブルリフレクター
2,800円

『REF-18 ポータブルリ
フレクター』で使用可能
なハニカムグリッド。
10/20/30/40°の４枚
セット。

HC-REF18
ハニカムグリッド４種
8,400円

Bowens/JINBEIマウント
のロングフォーカスレ
フ。45度の照射角で集
光性能を高め、中心光量
は＋3段。

REF-45DEG
ロングフォーカスリフレクター
6,400円

Bowens/JINBEIマウント
のワイド形レフ。光の向
きをコントロールすると
同時に光量ロスを防止。
中心光量＋0.3段。

REF-120D
120°ワイドリフレクター
2,800円

DM-5専用の発光管（フ
ラッシュチューブ）。お客
様ご自身にて交換可能。

FT-DM5
DM-5専用発光管
11,100円

【お届け内容】
DM-5本体：1個
（フラッシュチューブ装着済）：1個
専用保護キャップ：1個
ACケーブル（4m）：1本
シンクロケーブル：1本

【お届け内容】
DII-200本体：1個
（フラッシュチューブ装着済）：1個
モデリングランプ：1個
ACケーブル（4m）：1本　シンクロケーブル：1本

アンブレラホール
（Φ8mm）

スタンドロックネジ

電源

電源ソケット

テスト発光ボタン／
充電完了表示

モデリング／
充電完了音ボタン

無線ボタンフォトスレーブ

シンクロ端子

調整ボタン

設定ボタン

ハンドル

ヘッドティルトノブ

発光管
LEDモデリング

アクセサリ
マウント

撮影例はP.0（目次対面）、
P.2-3をご覧ください。

この製品の
情報を見る
撮影例はP.4-5を
ご覧ください。

アンブレラは高品位な「アンブ
レラP r oシリーズ（P.22）」の
白色/銀色/透過タイプよりお選
びいただけます。

DM-5-UM1S
500Ws スタジオモノブロックストロボ 
アンブレラセット
56,950円～

ソフトボックスは展開1 0秒の
「イージーソフトボックスシリー
ズ（P.23）」よりお選びください。

DM-5-SB1S
500Ws スタジオモノブロックストロボ

 ソフトボックスセット
64,150円～

２万円を切る低価格モデルながら、最大出力時でもリサイクリングタ
イムが約1.5秒と、コストパフォーマンスに非常に優れたストロボで
す。ノンストレスでテンポの良い撮影を実現し、豊富なアクセサリー
を活用することで、本ストロボ１灯のみでもバストアップの人物写真
はもちろん、多灯撮影なら全身フォトも可能なので、ヘアサロンや
フォトスタジオでのモデル撮影の現場で数多く採用されています。
小型軽量のストロボやサブ機を探しているプロカメラマンのほか、ス
トロボ入門者にもおすすめしている製品です。

DII-200
JINBEI  イージーストロボ デリカシー200Ws
19,980円

■DII-200　基本スペック
最大出力 200ws［GN22（アクセサリー無し時）］
調光範囲 full-1/32（ダイヤル式無断階調光）
リサイクリングタイム 約1.5秒/フルパワー
実測平均色温度 約5500K
閃光時間（t＝0.5） 1/1,600秒（最小出力時）
スレーブ 光スレーブ（ON/OFF）
モデリングランプ ハロゲン50Wランプ
冷却ファン 無し
スタンド接続部 16mmメス
マウント／対応アンブレラ JINBEI Dシリーズ／芯径8mm
サイズ／本体重量 124mm×175mm（突起部含まず）／725ｇ

DII-200-UM1S
イージーストロボ　
デリカシー200Ws
アンブレラ基本セット
25,920円

DII-200-SB1S
イージーストロボ　
デリカシー200Ws
ソフトボックス基本セット
28,080円

直径100cmの白色アンブ
レラと伸長220cmのスタ
ンドが付属します。光を
広げたいモデル撮影など
に。

ソフトボックスは50×70cmの角
形タイプ、または直径60cmのオ
クタゴンタイプからお選びくださ
い。共にダブルディフューザータ
イプなので、ソフトな光で向きを
コントロールしやすく、角型は物
撮りに、オクタゴンは人物撮りに
おすすめです。伸長220cmのス
タンドも付属します。

DII-200-UM1TS/SB1TS
イージーストロボ デリカシー200Ws
トップライト撮影 
アンブレラ/ソフトボックスセット
33,480円/35,640円
アクセサリーはアンブレ
ラ、またはソフトボックス
よりお選びください。

発光チューブ・
モデリングラン
プのセルフメン
テナンスOK。

発光チューブ・
モデリングラン
プのセルフメン
テナンスOK。

発光チューブ・
モデリングラン
プのセルフメン
テナンスOK。被写体に合わせて選べる豊富なアクセサリー。

オプション品のリモコン（TR-A9）
で無線でのシンクロが可能。
オプション品のリモコン（TR-A9）
で無線でのシンクロが可能。
オプション品のリモコン（TR-A9）
で無線でのシンクロが可能。

シンプル操作の
背面パネル。無
断階の調光ダイ
ヤルによりfu l l
～1/32まで、ス
ピーディーに出
力を決定。

シンプル操作の
背面パネル。無
断階の調光ダイ
ヤルによりfu l l
～1/32まで、ス
ピーディーに出
力を決定。

DII-200用のフラッシュ
チューブ。交換用のモデ
リングランプもご提供可
能（1,920円）。

FT-DII200
DII-200用
フラッシュチューブ
5,700円

グリッドはオプションです

16  モノブロックストロボ DM-5 モノブロックストロボ DII-200  17



専用Li-ion
バッテリー

JINBEIオリジナルのＤマ
ウント専用リフレクター。
アンブレラホール有り。
中心光量+1段。

DII-REF
DIIシリーズ/MARS-3用
リフレクター
1,900円

50×70cmの角形と直径
60cmのオクタゴン形を
ご用意。共にダブルディ
フューザー仕様。

SB-DE5070/DE60
DIIシリーズ/MARS-3用
ソフトボックス/オクタボックス
4,860円

ご要望の多かった小型のバッテリーゼネタイプが登場です。250Wsの１灯出
力で、高いコストパフォーマンスとポータビリティを実現しました。TTLや
ハイスピードシンクロ（HSS）機能により、徹底的にワンマンオペレートを
サポートします。また、エントリー向けモノブロックストロボ『DII-200』と
マウントを共有しているため、廉価かつ豊富なアクセサリが利用可能となり
ました。
　※TTL、HSSはCanon/Nikon/Sony（MIシュー）/Fuji各社専用のリモコン
「TR-Q6」が必要です（P.21もご参照ください）。

MARS-3
250W/S TTL/HSS  ポータブルバッテリーストロボ
108,000円

■MARS-3　基本スペック
最大出力 250Ws［GN40（別売レフ使用）］
調光範囲 full-1/256（9.0-1.0、0.1ステップ刻み）
リサイクリングタイム 1.3秒/フルパワー
発光可能回数 約300回/フルパワー（バッテリー新品時）
バッテリー 14.8V 2500mAh（約1.3時間で満充電）
実測平均色温度 約5,900K
最短閃光時間（ｔ＝0.5） 1/19,000秒（メーカー公称値、フリーズモード・最低出力時）
スレーブ 光スレーブ（ON/OFF）
モデリングランプ 10W LED
冷却ファン 無し
スタンド接続部 16mmメスダボ
マウント／対応アンブレラ JINBEI Dシリーズ／芯径8mm
電源部サイズ 165（L）×67（W）×195（H）mm（突起部除く）
電源部重量 1.46kg（バッテリー込）
ヘッドサイズ Φ105×145（H）mm（突起部除く）
ヘッド部重量 0.7kg（ケーブル込）

JINBEIのフラッグシップバッテリーストロボで
す。600Wの大光量とフル出力で約450回発光
可能な大容量バッテリーを備え、TTLやハイ
スピードシンクロ（HSS）等の先進機能も導
入。コストパフォーマンスと基本性能を高い
水準でまとめました。ジェネタイプとは異な
る「一体型」のため、ケーブルの取り回し等
の煩わしさがありません。
　※TTL、HSSはCanon/Nikon/Sony（MIシュー）
/Fuji各社専用のリモコン「TR-Q6」が必要で
す（P.21もご参照ください）。

HD-610
JINBEI
600W/S TTL/HSSバッテリーモノストロボ
135,000円

■HD-610　基本スペック
最大出力 600Ws［GN72（別売18cmレフ使用時）］
調光範囲 full-1/256（9.0-1.0、0.1ステップ刻み）
リサイクリングタイム 2.3秒/フルパワー
発光可能回数 約450回/フルパワー（バッテリー新品時）
バッテリー 14.8V 6000mAh（約2.7時間で満充電）
実測平均色温度 約5,400K
最短閃光時間（ｔ＝0.5） 1/19,000秒（メーカー公称値、フリーズモード・最低出力時）
スレーブ 光スレーブ（ON/OFF）
モデリングランプ 20W LED
冷却ファン 内蔵
スタンド接続部 16mmメスダボ
マウント／対応アンブレラ JINBEI/Bowens互換マウント／芯径8mm
サイズ 355×117×195mm（突起部、リフレクター含まず）
重量 3.0kg（バッテリー込）

関連商品

【お届け内容】
MARS-3 電源部本体：1個
MARS-3 専用フラッシュヘッド：1個
（フラッシュチューブ装着済み） 
MARS-3 専用バッテリー：1個
専用充電器：1個
電源部専用保護カバー：1個
ヘッド専用保護カバー：1個
電源部専用ストラップ：1個
専用キャリングバッグ：1個

関連商品

この製品の
情報を見る 撮影例は裏表紙、

P.6-7をご覧ください。

【お届け内容】
HD-610 本体：1個（フラッシュチューブ装着済み） 　ガラスドーム：1個
HD-610専用バッテリー：1個　　専用充電器：1個　　
専用保護キャップ：1個　　専用キャリングバッグ：1個

ハイパワーかつHSSやTTL、LEDモデリングといったトレンドも取り入れたバッテリーストロ
ボ『HD-610』。廉価で多彩なアクセサリーが入手可能なJINBEI（Bowens互換）マウントなの
で、写真表現を追求するカメラマンにもおすすめです。

調整ダイヤル

電源/
モデリング

カラー LCD

メニュー
ボタン

ハンドル

テスト発光
ボタン

ファンクション
ボタン

アクセサリマウント

発光管

スタンド
ロックネジ

アンブレラ
ホール

LED
モデリング

専用Li-ionバッテリー

ガラスドーム
シンクロ端子/
フォトスレーブ

ヘッドティルトネジ

Bowens/JINBEIマウント
の直径18cmレフです。
別売の『18cm用ハニカ
ムグリッド４種』が使用
可能。

REF-18
ポータブルリフレクター
2,800円

『REF-18 ポータブルリ
フレクター』で使用可能
なハニカムグリッド。
10/20/30/40°の４枚
セット。

HC-REF18
ハニカムグリッド４種
8,400円

調光ダイヤル

カラー LCD

ファンクションボタン

テスト発光ボタン
フラッシュヘッドソケット

電源/
モデリング

シンクロ端子
（側面）

MARS-3のヘッドをカメ
ラ横にセット。高さ方向
は20-27cmの範囲内で調
整可能。

L-20SB
フラッシュ用
サイドブラケット
7,150円 MARS-3専用品。バッテ

リー本体に残量表示機能
を備え、撮影前および撮
影中の充電ワークフロー
を改善。

BT-MARS3
MARS-3専用バッテリー
16,200円

最大４Aまでの出力が可
能な余裕のスペック。
AC電源にも劣らない急
速充電が可能。

HD-1705
BT-HD610/BT-MARS3用
カーチャージャー
7,560円Bowens/JINBEIマウント

のロングフォーカスレ
フ。45度の照射角で集
光性能を高め、中心光量
は＋3段。

REF-45DEG
ロングフォーカスリフレクター
6,400円

HD-610専用品。バッテ
リー本体に残量表示機能
を備え、撮影前や撮影中
の充電ワークフローを最
適化。

BT-HD610
HD-610専用バッテリー
24,300円

この製品の
情報を見る 撮影例は裏表紙、

P.8-9をご覧ください。
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ラ
、
ソ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス
は
オ
プ
シ
ョ
ン
品
と
な
り
ま
す
）

雨傘のように展開可能な
オクタゴン。付属のディ
フューザーに加え、別売
りでグリッドもご用意。

EOB-60
DIIシリーズ/MARS-3用
イージーオクタゴンボックス
7,560円

グリッドはオプションです

HD-610専用の発光管
（フラッシュチューブ）
です。お客様ご自身にて
交換可能。

FT-HD610
HD-610専用発光管
13,260円

MARS-3専用の発光管
（フラッシュチューブ）
です。お客様ご自身にて
交換可能。

FT-MARS3
MARS-3専用発光管
11,100円

この写真の
詳細を見る
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※1：ＡＣアダプターにより充電しながらの撮影が可能
※2：別途、リモコン『TR-Q6』が必要　　※3：別途、対応リモコンが必要
※4：2018年5月以前に入荷した『DM-5』は、リモコン『TR-Q6』のFujiカメラ用に非対応です。Fujiカメラにて『DM-5』をご使用されるお客様はご注文前にお問合わせください。 ※1：2018年5月以前に入荷した『DM-5』は、リモコン『TR-Q6』のFujiカメラ用に非対応です。Fujiカメラにて『DM-5』をご使用されるお客様はご注文前にお問合わせください。

シャッターシンクロのみのシ
ンプル構造。無線受信機を内
蔵していないDII-200に最適
です。スレーブ同調が困難な
環境で複数のストロボを発
光させるための受信機単体
（TR-A9-R、3,240円）もご用意
しております。

Canon/Nikon機において、
独自制御のハイスピードシン
クロ（H S S）に対応します
（一部非対応のカメラ有り）。
EF-150等のLEDライトでも多
灯制御が可能となります。

見やすい高精細液晶を採用
し、１グループ１画面のシン
プル表示。ストロボの出力が
手元でサクサクと操作できま
す。1.0-9.0までの調光範囲を
持っており、0.1ステップで調
光、ボタンの長押しで1EV毎
の調光も可能です。

HD - 610やMA R S - 3での
TTL/HSS駆動には必須のリ
モコン。最大３グループまで
の多灯ライティングが管理可
能です。Canon/Nikon/Sony
（MIシュー）/Fujifilmよりお使
いのカメラメーカーに応じて
選択して下さい。

△
※2018年5月現在、アプ
リの利用は国内動作保
証対象外
※iOS、Android用の無
料アプリが必要

特長・コメント

対応LEDライト ×

対応ストロボ DII-200

スマホ管理

機能

ＨＳＳ

ＴＴＬ

グループ設定

チャンネル設定

モデリング
ON/OFF

×

×

×

×

◯

×

価格 6,240円

商品名 JINBEI
無線送受信機

型番 TR-A9

EF-100＊
EF-150-V
EF-200-V
　＊TRSモード時

DM3-400＊
HD-600＊
DM3-400-V
HD-600-V 
DM-5
HD-610
MARS-3
　＊TRSモード時

×

◯
※Canon/Nikonのみ
※HD-610、MARS-3は
本体側でのHSS設定が

必要

×

×

◯

◯

12,960円

JINBEI
Vプロトコル対応リモコン

TR-A6

×

DM3-400-V
HD-600-V 
DM-5
HD-610
MARS-3

×

×

×

◯
※DM3-400-V、
HD-600-Vは非対応

◯

◯

6,780円

JINBEI
汎用型マルチトリガー

TR-V6

×

DM-5 ※1
HD-610
MARS-3

◯
※Canon/Nikon/
Sony（MIシュー）/Fuji

◯
※Canon/Nikon/
Sony（MIシュー）/Fuji
※DM-5は非対応

◯

◯

◯

16,200円

JINBEI
TTL/HSS スマートトリガー

TR-Q6

型番

メーカー

製品名

商品の詳細情報

当店販売価格

AC電源 or
バッテリー

最大出力

調光範囲

リサイクリング
タイム

（最大出力時）

チャージ完了音

クーリング
ファン

アクセサリー
マウント

対応アンブレラ
芯径

TTL対応／
対応メーカー

HSS対応／
対応メーカー

バッテリー
充電時間

バッテリー時
発行可能回数
（最大出力時）
メーカー公称値

バッテリータイプ
容量

対応リモコン

重量／サイズ 0.7kg ／
Φ124×175mm

1.6kg ／
Φ130×270mm

3kg ／
Φ117×355mm

0.7kg ／
Φ105×145mm
（ヘッドのみ）

3.0kg ／
Φ140×310mm

0.7kg ／
Φ100×103mm
（ヘッドのみ）

DII-200

イージーストロボ
デリカシー

P.17

19,980円

AC電源

200Ws

1/1 ─ 1/32

約1.5秒

完了音なし
LEDランプ点灯

×

Ｄシリーズ専用

8mm

×

×

─

─

─

TR-A9

DM-5

500Wsスタジオ
モノブロックストロボ

P.16

48,600円

AC電源

500Ws

1/1 ─ 1/64

約1.0秒

ON/OFF可能

◯

JINBEI/Bowens S

8mm

×

◯ ※2／
Canon、Nikon、Sony、

Fuji ※4

─

─

─

TR-A6
TR-V6
TR-Q6 ※4

HD-610

バッテリー
モノストロボ

P.18

135,000円

バッテリー

600Ws

1/1 ─ 1/256

約2.3秒

ON/OFF可能

◯

JINBEI/Bowens S

8mm

◯ ※2／
Canon、Nikon、
Sony、Fuji

◯ ※2／
Canon、Nikon、
Sony、Fuji

約2.7時間

約450回

リチウムイオン
6000mAh

TR-A6
TR-V6
TR-Q6

MARS-3

ポータブル
バッテリーストロボ

P.19

108,000円

バッテリー

250Ws

1/1 ─ 1/256

約1.3秒

ON/OFF可能

◯

Ｄシリーズ専用

8mm

◯ ※2／
Canon、Nikon、
Sony、Fuji

◯ ※2／
Canon、Nikon、
Sony、Fuji

約1.3時間

約300回

リチウムイオン
2500mAh

TR-A6
TR-V6
TR-Q6

901028

B1X 500 AirTTL

サイトをご覧ください

定価 278,640円

バッテリー

500Ws

1/1 ─ 1/256

約1.9秒

ON/OFF可能

◯

Profoto

8mm

◯ ※3／
Canon、Nikon、Sony、
Olympus、Fuji

◯ ※3／
Canon、Nikon、Sony、
Olympus、Fuji

約2時間

約325回

リチウムイオン
3000mAh

901032
901031
901039
901040
901045

901109

B2 250 AirTTL

サイトをご覧ください

定価 267,840円

AC電源 ※1
バッテリー
両用

250Ws

1/1 ─ 1/256

約1.4秒

ON/OFF可能

◯

Profoto

8mm

◯ ※3／
Canon、Nikon、Sony、
Olympus、Fuji

◯ ※3／
Canon、Nikon、Sony、
Olympus、Fuji

約1時間

約215回

リチウムイオン
2160mAh

901032
901031
901039
901040
901045

ラジオスレーブ（リモコン）比較表取扱いストロボ比較表

サイトで詳細を見る

サイトで詳細を見る
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関連商品

真円に近い照射面と深い
内部構造が特徴。USシ
リーズ同様、複数社のス
トロボに装着可能。

DSB-90
折畳式ディープソフトボッ
クス  Φ90cm
21,600円

照射範囲をより限定的に
したい撮影には必須のグ
リッド。ソフトボックス
にはベルクロで装着。

USG-70100  etc.
USシリーズ・DSB-90用
グリッド 各種
5,700円～ B o w e n s / J I N B E I 、

COME T、P r o f o t o、
Elinchrom、Multiblitz
（大・小）をご用意。ア
クセ側直径150mm。

SR-CM  etc.
インナースピードリング 各種
3,540円～

アンブレラのように開く
スピードライト用ボック
ス。ティルティングブラ
ケット『A-2』と組合せ
て使用。

UB-60
アンブレラボックス単体
2,980円

Bowens/JINBEIマウント
のアクセサリーをスピー
ドライトで使用可能。
※DB-50には使用不可

ET-1
Bowens/JINBEIマウント
アクセサリーアダプター
5,400円

関連商品

気軽に使える軽量タイプ
のスタンダードな白色ア
ンブレラ。芯径は8mm
なので、ほとんどのスト
ロボに使用可能。

UM-100W
100cm 撮影用アンブレラ
3,240円

お使いのアンブレラが傘
トレタイプに変身。対応
アンブレラの直径：
70-85cm or 95-110cm。

UD-80/110
アンブレラ用ディフューズ
カバー Sサイズ／Lサイズ
2,460円／3,100円

アンブレラPro Deep専用
ディフューザーカバー。
傘トレ効果で更に柔らか
い光に。

UMPD-D105/D130
アンブレラPro Deep用
ディフューザーカバー
5,160円／7,320円 Bowens/JINBEIマウント

の直径18cmレフ。別売
の『18cm用ハニカムグ
リッド４種』が使用可能。
中心光量＋1.3段。

REF-18
18cm ポータブルリフレクター
2,800円

クリップオンストロボで
軽量アンブレラをセット
する際に活躍する便利ア
イテム。

A-2
クリップオンストロボ用
ティルティングブラケット
3,000円 JINBEI社製の長物用バッ

グ。しっかりとしたファ
ブリックを使用し、小さ
く折りたためるソフト
ケース。

LSB-FE22426
JINBEI ライトスタンドバッグL
3,780円

この製品の
情報を見る

展開方法を動画で
ご覧いただけます

発光面サイズ：70x100cm
収納時長さ：82cm
総重量：1,225ｇ

US-70100
イージーソフトボックス 
70×100cm
17,280円

発光面サイズ：30x140cm
収納時長さ：86cm
総重量：1,150ｇ

US-30140
イージーソフトボックス 
30×140cm
19,440円

発光面サイズ：直径120cm
収納時長さ：86cm
総重量：1,745ｇ

US-120
イージーオクタゴンボックス 
120cm
21,600円

発光面サイズ：直径150cm
収納時長さ：98cm
総重量：1,985ｇ

US-150
イージーオクタゴンボックス 
150cm
24,840円

US-150
イージーオクタゴンボックス 
150cm
24,840円

グリッドは
別売です

ディフューザー未装着ディフューザー未装着 インナーディフューザー装着時インナーディフューザー装着時

インナーディフューザー＆
アウターディフューザー装着時
インナーディフューザー＆
アウターディフューザー装着時

グリッド装着時（ディフューザー
の上からも装着可能です）
グリッド装着時（ディフューザー
の上からも装着可能です）

ユーザー自身にてストロボ各社の
マウントに変更可能
ユーザー自身にてストロボ各社の
マウントに変更可能

お届け内容（リング1種付属）お届け内容（リング1種付属）

 1 2
 3 4

ソフトボックスを押し広げるソフトボックスを押し広げる ストロボに装着するストロボに装着する

ストロボとの接続を確認するストロボとの接続を確認する マジックテープで隙間を閉じるマジックテープで隙間を閉じる

イージーソフトボックスインナー&アウター
ディフューザー
標準装備

全サイズ
専用グリッド対応
（オプション）

US-120
US-150US-70100 US-30140

秒展開10カサのような
ワンタッチ方式

対応マウント：
コメット、ボーエンズ、
ジンベイ、エリンクローム、
マルチブリッズ、プロフォト

＜比較写真の撮影条件＞
ストロボ光量：150Ws
ＳＳ：1/125秒
ｆ値：8.0
ISO：100
ＷＢ：5600K

展開時：直径105×深さ38cm
収納時：長さ77×直径8cm
重量：約780ｇ

UMPD-105W
アンブレラPro Mサイズ
Deep【白】
12,420円

展開時：直径130×深さ47cm
収納時：長さ88×直径8cm
重量：約1,100ｇ

UMPD-130W
アンブレラPro Ｌサイズ
Deep【白】
15,660円

展開時：直径105×深さ38cm
収納時：長さ77×直径8cm
重量：約620ｇ

UMPD-105S
アンブレラPro Mサイズ
Deep【銀】
10,800円

展開時：直径130×深さ47cm
収納時：長さ88×直径8cm
重量：約900ｇ

UMPD-130S
アンブレラPro Ｌサイズ
Deep【銀】
13,500円

展開時：直径100×深さ27cm
収納時：長さ60×直径7cm
重量：約420ｇ

UMP-100TR
アンブレラPro Mサイズ
【透過】
6,480円

展開時：直径100×深さ37cm
収納時：長さ70×直径7cm
重量：約560ｇ／450ｇ

UMP-100W／S
アンブレラPro  Ｍサイズ
【白色 または 銀色】
6,480円

展開時：直径180×深さ55cm
収納時：長さ115×直径8cm
重量：約1,370ｇ／1,110ｇ

UMP-180W／S
アンブレラPro  XLサイズ
【白色 または 銀色】
13,500円

展開時：直径150×深さ40cm
収納時：長さ90×直径7cm
重量：約1,090ｇ／920ｇ

UMP-150W／S
アンブレラPro  Ｌサイズ
【白色 または 銀色】
10,800円

※アンブレラPro シリーズ
（ノーマル）は白/銀とも
に同価格となります。

アンブレラProシリーズ
16本のリブ（骨組み）を採用したことで、

限りなく円に近い形状の［アンブレラProシリーズ］。
生き生きとした「丸」のキャッチライトを瞳に映しだし、

自然で柔らかな影を生みだします。

アンブレラPro Deep シリーズアンブレラPro シリーズ（ノーマル） アンブレラPro 透過タイプ

DIIシリーズ/MARS-3専
用ボックス。『EOB-60』
にはオプションでグリッ
ドもご用意。

SB-DE5070/DE60
DIIシリーズ/MARS-3用
ソフトボックス各種
4,860円～

■アンブレラの効果比較

▶https://goo.gl/HK1H6P
※上記ＱＲコードまたはURLにて、
以下の比較画像データおよび撮影
時の詳細をご覧いただけます。

UMP-100W UMP-100S UMPD-105W UMPD-105S

UMP-150W UMP-150S UMPD-130W UMPD-130S

UMP-100TR

こ
の
製
品
の

情
報
を
見
る

撮
影
デ
ー
タ
を

Ｗｅ
ｂ
で
見
る
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関連商品

この製品の
情報を見る

スポットライトのような
エッジの効いた硬い光を
創りだすQZ-50W専用グ
リッド。

HC-QZ50
ハニカムグリッド
（QZ-50W用）
7,280円

BD-80専用グリッド。装
着することで、柔らかく
も指向性のあるライティ
ングを実現。

BD-80-G
折畳式 80cm オパ・ビュー
ティーディッシュ用グリッド
5,400円

関連商品

撮影例はP.10を
ご覧ください。

ビューティーフォトの大定番、オパライト（ビューティーディッシュ）の
白、直径50cmサイズです。銀反射面に比べてとっても柔らかい、しっとり
とした光が特徴の白オパ。付属のディフューザーをかぶせると、光軸上で１
段ほどの光量増に加え色温度が高くなり、硬めの面光源のような光を作れま
す。別売りのハニカムグリッドでスポットライト的な演出も可能。スピード
リングを変更することで、各社のストロボで使用することができます。

QZ-50W
50cm オパ・ビューティーディッシュ（白）
19,980円

この製品の
情報を見る

この製品の
情報を見る

この製品の
情報を見る

この製品の
情報を見る

DB-50
スタジオディフューザーボール 直径50cm
15,120円
JINBEI社製、直径50cmの真ん丸ディフューザーボール
です。ストロボやLEDライトの光を空間全てを満たす
ような柔らかい光に変えてくれます。
※JINBEI/Bowensのスピードリング固定となっている
ためマウント交換は出来ません。

DLB-65
折畳式ディフューザーランタンボックス Φ65cm
16,200円
ストロボやLEDライトの硬い光を、包み込むような「ふんわり
光質」に仕上げるアクセサリー。折りたたみ式構造のため、ロ
ケ先への持ち運びも可能です。JINBEI/Bowensのスピードリン
グを装着してお届けしますが、外径140mmのインナースピード
リング（弊社取扱無し）をご用意いただくことで、他社製スト
ロボ（Cometなど）にも適合します。

BD-80
折畳式 
80cm オパ・ビューティーディッシュ
【白色 または 銀色】
13,500円

JINBEI社製、直径80cmの折畳式ビューティーディッシュです。ユニーク
な組立方法で折り畳み式を実現しました。ビューティディッシュ（オパ
ライト）の特徴である、光軸上の反射板も装備しています。ディフュー
ザーは標準で付属。別売で専用グリッドもご用意しています。
※JINBEI/Bowensのスピードリング固定となっているため、マウントの
交換は出来ません。

【商品スペック】
マウント：インナースピードリングの変更により５種のマウントに対応
発光面サイズ：直径50cm　本体お皿部の深さ：約16cm
反射面：白色　総重量：約1.1kg 【商品スペック】マウント：JINBEI/Bowens（変更不可）　直径：50cm　重量：1.6kg

【商品スペック】
マウント：JINBEI/Bowens（変更不可）
サイズ（直径×深さ）：約80×20cm
重量：約1.0kg

【商品スペック】
マウント：JINBEI/Bowens
収納時サイズ：約830×Φ180mm
組立時サイズ：約560×Φ650mm
総重量：約1.5kg

照射範囲をコントロール
するバーンドアにグリッ
ドとカラーフィルター４
枚が付属。

DII-BD
DIIシリーズ/MARS-3用バーンドア
（グリッド・カラーフィルター付）
4,320円

スポット光を得るための
必須アイテム。集光効果
を高めるグリッド付属。
中心光量－1段。

DII-CS
DIIシリーズ/MARS-3用
コニカルスヌート
1,900円

Bowens/JINBEIマウント
のアクセサリーをスピー
ドライトで使用可能。
※DB-50には使用不可

ET-1
Bowens/JINBEIマウント
アクセサリーアダプター
5,400円

■EF-150-V　基本スペック
色温度実測値 6100K±100K
平均演色評価数（Ra） 95（最大出力時において）
照度実測値 約5000lx
実測設定参考 SS1/60秒、ISO400、F11+1/2（18cmリフレクター
 使用、発光面から1m、入射光測定）
調光範囲 10％～100％（５％刻み）
公称LED寿命 10万時間（利用環境により異なる）
無線 2.4GHｚ Vプロトコル対応受信機内蔵
マウント JINBEI/Bowens
サイズ 275×133×213mm（突起部含まず）
重量 約2.2kg

EF-150-V
JINBEI　150WスタジオLEDライト（デイライト）
69,800円
150Wの大光量とRa95の高演色性を誇るスタジオLEDライトで
す。１枚モノの大型LEDモジュールを採用したことで、ダイ
オード集積タイプにありがちな「球の影やムラ」が発生しま
せん。出力はパーセンテージ表示なら10～100％まで５％刻み
で調光可能。JINBEI社の無線システムに対応しているので、リ
モコン「TR-A6」により手元での出力調整と確認が可能となり
ます。更には静音ファンの採用で更に快適な撮影環境を実現
しました。JINBEI/Bowensマウントなので、弊社または他社様
取扱いのバラエティ豊かなアクセサリーが装着可能です。

お届け内容

LEDライト EF-150との使用例

ディフューザー
ランタンボックス

各種リフレクター

【カメラ側設定】
ISO100・85mm・f/1.8・1/180秒

【ライト側設定】
EF-150-V＋DB-50 ディフューザーボール／

モデル右、やや上方から

傘のように組み立てられ
る展開10秒のイージー
ソフトボックス。４サイ
ズをラインナップ。

US-70100 etc.
イージーソフトボックス
シリーズ
17,280円～ Bowens/JINBEIマウント

の直径18cmレフ。別売
の『18cm用ハニカムグ
リッド４種』が使用可能。
中心光量＋1.3段。

REF-18
ポータブルリフレクター
2,800円

『EF-150-V』に使用可能
なJINBEI社リモコン。手
元での出力調整が可能と
なり、より快適な撮影環
境を構築。

TR-A6
Vプロトコル対応リモコン
12,960円

イージーソフトボックス
シリーズ

ディフューザーボックス装
着
可
能
ア
ク
セ
サ
リ
ー
例

Bowens/JINBEIマウント
のロングフォーカスレ
フ。45度の照射角で集
光性能を高め、中心光量
は＋3段。

REF-45DEG
ロングフォーカスリフレクター
6,400円

Bowens/JINBEIマウント
のワイド形レフ。光の向
きをコントロールすると
同時に光量ロスを防止。
中心光量＋0.3段。

REF-120D
120°ワイドリフレクター
2,800円

【お届け内容】
LED-150-V本体：1台
電源ケーブル：1本
18cmリフレクター：1個

B o w e n s / J I N B E I 、
COME T、P r o f o t o、
Elinchrom、Multiblitz
（大・小）をご用意。ア
クセ側直径150mm。

SR-CM  etc.
インナースピードリング 各種
3,540円～

REF-45DEGなど、直径
30cm程の金属リフレク
ターに使用可能な布ディ
フューザー。

DF-REF30
リフレクター用シルキー
ディフューザー（直径30cm）
1,890円
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関連商品

※DC仕様時、『CAME-TV ズーミングLEDスタ
ジオライト』は専用バッテリー（CT-F960）
にて駆動します。一部、保護回路を搭載して
いない純正NP-F970/960及び互換バッテリー
等の大容量タイプでも駆動可能な場合があり
ます。

カラーフィルター24種
とフィルターホルダー、
グリッド、ディフューズ
キャップのセット。

CT-SNAPKIT-F55
マグネット式
モディファイヤーキット
21,600円

100％の出力で30分以内
の発光が可能。NP-F960
型と互換端子用の充電器
が利用可能。

CT-F960
ズーミングLEDライト専用
バッテリー
6,800円

Ｃ型クランプを装備した
V-マウントバッテリープ
レート。ライトスタンド
に固定も可能。

CT-VM06
Ｃ型クランプ付 Vマウント
プレート［D-TAP端子有］
16,200円

関連商品

タブレットやスマホによ
る俯瞰撮影に特化した撮
影ボックス。大中小の３
サイズセット。

SS300KIT
撮影ボックス　
ステディースタンド300キット
9,990円

商品撮影用のディフュー
ズ撮影ボックス。樹脂製
の専用防水背景シートが
７種付属。

TS400
撮影ボックス  Lサイズ
テーブルトップスタジオ
19,980円

ディフューザーとしても
使える黒・銀・白・金の
折り畳み式リフレクター。
ほかサイズも有り。

REF-SQL
折り畳み式5in1リフレク
ター  102×153cm
10,800円

■EF-60A　基本スペック
色温度実測値 6300K±100K
平均演色評価数（Ra） 95（最大出力時において）
照度実測値 約2800lx
実測設定参考 約F5.6（1/60、ISO400、1m地点、リフレクター無）
調光範囲 10％～100％（ダイヤル式無断階調光）
公称LED寿命 10万時間（利用環境により異なる）
マウント EF-60A専用
サイズ Φ150×165mm（突起部含まず）
重量 約600ｇ

EF-60A
JINBEI 60W LEDライト本体（デイライト）
29,700円
平均演色評価数（Ra）95を誇る、自然光に近い光源が自慢の撮影
専用LEDライトです。静音冷却ファンを内蔵しつつも、省エネと
小型軽量化を実現しました。その結果、これまでの重量のある高
出力蛍光灯タイプでは難しかった、トップライト撮影の構築も容
易に行えます。また蛍光灯ライトと違い電球が割れる心配もない
ので、機材に不慣れな人も安心安全にご利用いただけます。専用
ソフトボックス、専用リフレクターを装着可能ですので、料理や
商品撮影、バストアップの人物撮影など幅広くご活用下さい。

■CT-F55W　基本スペック
色温度実測値 5600K±300K
演色評価指数 Ra96（Sekonic C-700実測）
照度実測値 約11800lx
実測設定参考 約F16（1/60、ISO400、1m地点、@スポット）
調光範囲 10％～100％（５％刻み）
マウント CT-F55W専用
サイズ Φ90×200mm（突起部含まず）
重量 約980ｇ

CT-F55W
CAME-TV ズーミングLEDスタジオライト 55W（デイライト）
54,000円
DSLRのリグやスタビライザーでおなじみの「CAME-TV」
が、クラス最高レベルのコストパフォーマンスを誇るLEDビ
デオライトを発表しました。ハロゲン350W相当の高輝度か
つ高演色（Ra96）な１チップLED、牛乳パック程度の小型軽
量なボディ、単体でズーミングが可能な独自機構に加え、
ACはもちろんDC駆動にも対応（※）。更に第三者機関によ
るLEDチップの性能評価を行う徹底ぶりです。手に取った瞬
間に分かる「仕上がりの良さ」がライティングへのモチ
ベーションを高めます。

この製品の
情報を見る

New item!

未装着時に比べ約1.2段
の光量増（f4 .0→f6 .3）。
オプションのディフュー
ザーを装着可能。

REF-EF60
EF-60A用 
標準リフレクター
4,860円

未装着時に比べ約0.3段
の光量増（f4 .0→f4 .5）。
コンパクトかつ軽量なリ
フレクター。

REF-EF60S
EF-60A用 
小型リフレクター
3,250円

【お届け内容】
本体：1個　　専用ヨーク：1個
専用バーンドア：1個
専用硬質フィルター：各1枚
（ソフト、ミルキーホワイト、アンバー）
D-TAPケーブル：1本　専用ACアダプター：1個
専用ソフトケース：1個

ズーム時ワイド時

フィルター：アンバー
3626K

フィルター：ミルキーホワイト
5136K

フィルター：ソフト
5487K

お届け内容
EF-60SET-8080/90
JINBEI 60W LEDライト
ソフトボックスセット
36,720円
ソフトボックスは80cm四方
の角形タイプ、直径90cmの
オクタゴンタイプからお選び
ください。

商品撮影・料理撮影の基本となる
「トップライト」をLEDライトで
構築できます。アクセサリーは角
形タイプ、オクタゴンタイプから
お選びください。

EF-60TS
JINBEI 60W LEDライト 
トップライトセット
43,200円

▲EF-60TS（トップライトセット）での撮影例

ライトスタンドに接続で
きるキャスター３個セッ
ト。スムーズなソフトプ
ラ製車輪を採用。

JB11-036
スタンドキャスターセット
ポール径22/25mm
各4,320円

REF - E F 60など、直径
30cm程の金属リフレク
ターに使用可能な布ディ
フューザー。

DF-REF30
リフレクター用シルキー
ディフューザー（直径30cm）
1,890円

撮影例はP.11-12
をご覧ください。

【お届け内容】
EF-60A 本体：1台
専用ACアダプター：1個

この製品の
情報を見る
撮影例はP.13を
ご覧ください。

ズーミングLEDスタジオ
ライトに軽量なBowens
マウントのアクセサリー
が接続可能に。

CT-BW30
ズーミングLEDライト専用
Bowensマウントアダプター
5,400円

伸長91～220cmの使い
勝手の良い、スタンダー
ドなタイプのアルミ製ラ
イトスタンド。

JB-220
JINBEI ライトスタンドM
（220cm）
5,400円
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Light Blasterの関連商品

フィルムやスライドを固
定するカートリッジが標
準で1個付属。+2,500円
でNikon用レンズアダプ
ターがセットに。

LB-BLS
ライトブラスター 本体
16,200円

左記のライトブラスター
本体にバック、ウイング、
エフェクトのフィルムキッ
ト３種（63枚）が付属。

LB-3FS
ライトブラスター 
スターターセット
21,600円

モノブロックなど、スタ
ジオストロボでライトブ
ラスターを使用するため
の専用アダプター。

LB-BSA
ライトブラスター専用 
スタジオストロボアダプター
21,600円

ニコンＦマウントのレン
ズをキャノンEFマウン
トであるライトブラス
ターに取付け可能。

MA-BCLN
Nikon用レンズマウント
アダプター
4,080円

スペアカートリッジを使
用することで、スピー
ディでストレスフリーな
撮影が可能に。

LB-CTR
ライトブラスター スペア
カートリッジ３個／５個
1,500円/2,100円 小型で使い勝手の良い自

由雲台。1/4インチオス
ネジ、またはカメラのア
クセサリーシューに接続
可能。

SWV-S
金属製ミニ自由雲台
2,460円

シルエットの投影に特化させたエッジ
の際立つアルミ製スライド。フィルム
と組み合わせることで「マスク」のよ
うに使用することも可能。10枚セット。

LB-CKPRO1
プロGoboキット v1
8,940円

硬質アクリルに特殊加工を施し、細か
い造形をGoboキットのようにエッジー
に描写出来ます。Light Blasterのメー
カー公認、弊社完全オリジナル製品。
Made in Okinawaの新しいスライドシ
リーズ。各10枚セット。

LB-SL01-06
シルエットスライドシリーズ No.01～06
5,160円

Light Blaster 専用フィルム・スライド

「背景」シリーズ。宇宙、自然、風景
をメインとした、ダイナミックかつ非
日常感にも溢れたフィルムキット。専
用フィルムシリーズとしては１番の人
気商品。21枚セット。

LB-CKBG
フィルムキット  バック
3,000円

「翼」シリーズ。ケイティD.リッチ
フィールドによって美しくデザインさ
れた、ディティールの違いも楽しめる
「翼」だけのスペシャルセット。21
枚セット。

LB-CKWN
フィルムキット  ウイング
3,000円

「エフェクト」シリーズ。様々なパ
ターンに加え、「翼」や「背景」を含
むため、ファーストステップに最適な
入門向けセット。21枚セット。

LB-CKFX
フィルムキット  エフェクト
3,000円

LB-BLS
ライトブラスター Light Blaster 本体
16,200円
『ライトブラスター』はクリップオン
ストロボとレンズを組み合わせること
で「新体験」な背景が得られるプロ
ジェクターキットです。本体内部に仕
込んだ専用フィルムやお持ちの35mm
フィルム、また自作の素材を背景に投
影することで、今までに経験し得な
かった新たな写真表現が得られます。
ぜひ作例をご覧ください。

こ
の
製
品
の

情
報
を
見
る

※レンズ、スピードライトは付属しません
※撮影例はP.14をご覧ください。

※スピードライトは付属しません
※撮影例はP.15をご覧ください。

The SpinLight 360
スピンライト 360

●▲■ ●▲■ ●▲ ●▲■ ●▲■ ●▲

※単品販売のみ ※単品販売のみ ●

リングモジュール クリアゲルセット 6インチバウンスカードセット 4インチバウンスカードセット クリアドーム ホワイトドーム

ホワイトドーム使用ホワイトドーム使用

※単品販売のみ

ハーフドームグリッドセット

●▲

ホワイトスヌート ブラックスヌート ポシェットバッグ

※「クリアゲルセット」、「ポシェットバッグ」以外は単品販売も行なっています

SL360-PORT　スピンライト360 
ポートレートキット
17,280円
下記の▲がセットに含まれます

SL360-EVENT　スピンライト360 
イベントライトキット
10,800円
下記の■がセットに含まれます

クルクルと360度回転する「リング
モジュール」に各種アクセサリーを
装着することにより、様々な光質が
楽しめるスピードライトツールで
す。スピードライトとリングモ
ジュールを追加でご用意いただくこ
とで、複数のアクセサリーを同時に
使用することも可能。グリッドやカ
ラーゲルによるユニークかつクリエ
イティブなライティングをお楽しみ
ください。

SL360-
スピンライト360シリーズ
10,800円～

SL360-2KB　スピンライト360 
Off Camera 2Head Kit w/Bag
29,700円
下記の●がセットに含まれます
※リングモジュールは２点付属

カラーゲルコレクション

●

使用前 使用後

ホワイトドーム使用ホワイトドーム使用

こ
の
製
品
で
の

撮
影
例
を
見
る

この製品の
情報を見る

　

スライドデザイン例▼▶
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関連商品

お持ちのライトスタンド
が背景サポートに変身。
長さ119～294cmの背景
紙等に使用可能。

BS-300
背景サポート用
サイドバー【汎用】
10,800円 スタンドの足元に設置す

ることで、不安定になり
がちな撮影時のライト
セッティングをより安全
にサポート。

SDBG
撮影用砂袋
3,280円

ライトスタンドに接続で
きるキャスター３個セッ
ト。ソフトプラスチック
製の車輪により、滑らか
な移動を実現。

JB11-036
スタンドキャスターセット
4,320円

300cm幅の１辺に施さ
れた袋縫い加工に、背景
サポートのバーを通して
使用。

BC-36BL
コットン製 背景布　黒色
（300×600cm）袋加工済み
12,960円

使い勝手の良い大きさの
白色背景布。黒色と同様
に、300cm側の１辺に
袋縫い加工有り。

BC-36W
コットン製 背景布　白色
（300×600cm）袋加工済み
11,000円

【商品スペック】
スタンド先端部：16mmメス
（16mmオスダボ付属）
伸長：1,270～3,700mm
収納時長さ：1,120mm
本体重量：3,235ｇ
エアクッション内蔵

MZ-3800FP
JINBEI 大型ライトスタンド（370cm）
13,500円

【商品スペック】
スタンド先端部：16mmオス
伸長：910～2,200mm
収納時長さ：800mm
本体重量：1,580ｇ

JB-220
JINBEI ライトスタンドM（220cm）
5,400円

【商品スペック】
スタンド先端部：16mmメス
（16mmオスダボ付属）
伸長：150mm、450～660mm
総重量：1,150ｇ
※ストロボは付属しません

L-600F
JINBEI バックグランド
ライトスタンド
6,480円 【商品スペック】

スタンド先端部：16mmオス
伸長：470～750mm/150mm固定
総重量：3,630ｇ/3,270ｇ
DDJ-70はスプリング内蔵
※ストロボは付属しません

DDJ-70/20
JINBEI スタジオ用 
バックライトスタンド 
70cm/20cm（キャスター付）
6,480円/5,400円

【商品スペック】
灯体接続部：15mmオス
最高地上高：220cm
搭載可能重量：10kg以下

JB16-2003
JINBEI キャスター付 
ハンドルライトスタンド
21,600円

【商品スペック】
ブーム先端部：16mmメス
（16mmオスダボ付属）
伸長：1,070～1,950mm
総重量：1,500ｇ
適合ライトスタンドのポール径：
Φ20mm / Φ25mm
適合ライトスタンド：MZ-3800FP
※ライトスタンドは付属しません

L-1116B
JINBEI マルチブーム
7,560円

【商品スペック】
ブーム先端部：16mmオス
伸長：950～2,000mm
総重量：1,000ｇ
※ライトスタンドは付属し
ません

L-FB
Linco フュージョンブーム
（リフレクターホルダー兼用）
7,560円

BS-S
LINCO バックグランドサポート Sサイズ バッグ付
5,980円

【商品スペック】
スタンド伸長：900～2,150mm
サイドバー伸長：75cm・150cm・225cm・300cm
総重量（バッグ込）：約3.3kg
専用バッグ付属

※COMET、PROPETの灯体は17mmのオス仕様のため、本ページに記載のスタンドには適合しません。

↑収納時 DDJ-70

※写真はPD-2424です

DDJ-20

折り畳み式  5 in 1 リフレクター

REF-105J
折り畳み式 5 in 1リフレクター 
直径105cm
7,020円

REF-SQL
折り畳み式 5 in 1リフレクター 
102×153cm
10,800円

レフホルダー、スタンドは付属しませんレフホルダー、スタンドは付属しません レフホルダーは付属しませんレフホルダーは付属しません

黒色 REF-105Jのお届け内容

金色

白色

銀色

CK-GH01
JINBEI 
スタンドグリップヘッド
5,400円
非常に堅牢な金属製のグ
リップヘッド。Φ19mm、
16mm、9mm、3mmの
アームや灯体を固定。

【商品スペック】
スタンド先端部：16mmオス
伸長：870～2,100mm
収納時長さ：570mm
本体重量：1,510ｇ

L-2100A
JINBEI 堅牢フォールディング
（折畳み式）ライトスタンド
6,480円

↓収納時

以前よりご要望の多かった大型のパネル紗幕。
240cm四方の『PD-2424』と150x210cmの
『PD-1521』をご用意しました。ストロボの硬
い光や屋外ロケ時の強烈な日差しを、大きな紗
幕で拡散して和らげる効果が得られます。設置
にはスタンド『JF-238A』とグリップヘッド
『CK-GH01』をご利用ください。

PD-2424/1521
スタジオパネル紗幕 2400/1521
67,500円/48,600円

バッグ・ケース

LC-80
キャスター付長物キットケース 
80cm
15,660円

LC-107
キャスター付
長物キットケース 
107cm
29,700円

キャスター付長物キットケース：「セミハードで、長物を収納できて、キャスター
が付いている。しかも安い」。そんなカメラマンの現場の要望に応えた撮影機材
ケースです。仕切りはマジックテープで固定するタイプなので自由にレイアウト
を変えることが可能。機材一式を丸ごと収納して保管や持ち運びができる使い勝
手の良さが魅力です。内寸高さ80cmと107cmの２サイズからお選びください。

LSB-FE22426
JINBEI
ライトスタンドバッグL
3,780円

【商品スペック】
外寸（長幅高）：122×44×33cm
内寸（長幅高）：107×33×27cm
内容量：約95L
重量：約8.2Kg
最大収納重量：約8kg以内

【商品スペック】
外寸（縦横深）：90×33×34cm
内寸（縦横深）：80×30×30cm
内容量：約72L
重量：約5.3Kg
最大収納重量：約5kg以内

スタンド・ブーム
の情報を見る

ケース・バッグ
の情報を見る

LSB-3178
LINCO

ライトスタンドバッグ
5,700円

　　　    【商品スペック】
　　 全長：約102cm
　 全幅：約17cm
重量：約395ｇ

【商品スペック】
全長：約115cm　全幅：約54cm
収納部：3部屋（マチ無）
重量：約600ｇ

LSB-SJ200
JINBEI 
ライトスタンドバッグM
3,540円

L-72
JINBEI 
ポータブルキットバッグ
6,480円

【商品スペック】
全長：約80cm
径：約18cm

重量：約165ｇ

【商品スペック】
外寸（縦横深）：
74×25×27cm
重量：約1,870ｇ

付属品：
下敷き 2枚
仕切り 3枚

【商品スペック】
パネルサイズ：約240cm四方/約150x210cm
※上記写真のスタンド『JF-238A』、グリップヘッド
『CK-GH01』は付属しません。

REF-80J
折り畳み式 5 in 1リフレクター 
直径80cm
5,940円

レフホルダー、スタンドは付属しませんレフホルダー、スタンドは付属しません

１枚で５通りに使える折り
畳み式レフです。料理撮影
や小物撮影のテントレセッ
ティングにも最適。リフ本
体はディフューザー（透過
タイプ）になっており、付
属するファスナー開閉式の
リバーシブルカバーを使用
することで、反射面の色・
タイプを変更します。カ
バーの表裏は黒／銀ペアと
白／金ペアとなります。

スタジオパネル紗幕

JF-238A
JINBEI キャスター
コンボスタンド
24,300円
【商品スペック】
灯体接続部：
16mmオス/29mmメス
伸長：1,310～2,380mm
収納時長さ：1,310mm
本体重量：7,000ｇ

アームは付属
しません
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レンタル
スタジオ

沖縄出張撮影
ミグスイ

撮影機材
宅配レンタル

機材屋
オムニバス

合同会社OMNIVAS（オムニバス）
〒904-0022　
沖縄県沖縄市園田3-8-26　1 階
電話：050-5577-4704（電話受付：10時-13時、15時-17時）
FAX：098-933-0180
代表メール：info@omnivas.jp
営業：平日 10時～18時
休業日：土日祝日、年末年始

【通信販売事業】
世界各国から厳選したオリジナリティ溢れる撮影機材をご紹介して
います。メーカーとの専属契約でプロ・アマ納得の［高品質機材］
を［適正価格］でご案内。技術者在籍でフォロー体制も万全です。
撮影に関する疑問もお気軽にお問合せください。
http://store.omnivas.jp/

【撮影機材  宅配レンタル事業】
短期間、単発の撮影を予定されている方へ、また商品購入前に実機
に触れてみたいという方へ、撮影機材を宅配にてお貸し出しする
サービスです。JINBEI社やProfoto社のモノブロックストロボ、
バッテリーストロボ、LEDライトのほか、沖縄県内のお客様にはひ
な壇や大型スタンドのレンタル品もご用意しております。
http://store.omnivas.jp/?mode=grp&gid=1450154

【沖縄出張撮影・カメラマン派遣事業】
旅行で沖縄にいらっしゃるご家族やカップルさんのほか、企業や学
校など団体様向けの出張撮影サービスです。お伺いするカメラマン
は経験と専門機材を有するプロの面々からお選びいただけます。沖
縄独自の文化と自然を背景に、思い出のシーンを切り取ります。
http://mygusui.com/

【レンタルスタジオ事業】
どなたでもお使いいただける、幅６m×高さ３mのシンプルな白ホ
リゾントのレンタルスタジオです。沖縄県沖縄市の国道330号沿い
なのでアクセスも容易。平日の日中利用であれば「最低利用時間設
定無し」で１時間あたり税込3,000円にてご利用いただけます（夜
間、土日祝は料金が異なります）。弊社取扱のストロボやLEDライ
ト、蛍光灯ライトも０円からお使いいただけます。
http://omnivas.jp/studio-rental/

合同会社OMNIVAS（オムニバス）
〒904-0022　
沖縄県沖縄市園田3-8-26　1 階
電話：050-5577-4704（電話受付：10時-13時、15時-17時）
FAX：098-933-0180
代表メール：info@omnivas.jp
営業：平日 10時～18時
休業日：土日祝日、年末年始

【通信販売事業】
世界各国から厳選したオリジナリティ溢れる撮影機材をご紹介して
います。メーカーとの専属契約でプロ・アマ納得の［高品質機材］
を［適正価格］でご案内。技術者在籍でフォロー体制も万全です。
撮影に関する疑問もお気軽にお問合せください。
http://store.omnivas.jp/

【撮影機材  宅配レンタル事業】
短期間、単発の撮影を予定されている方へ、また商品購入前に実機
に触れてみたいという方へ、撮影機材を宅配にてお貸し出しする
サービスです。JINBEI社やProfoto社のモノブロックストロボ、
バッテリーストロボ、LEDライトのほか、沖縄県内のお客様にはひ
な壇や大型スタンドのレンタル品もご用意しております。
http://store.omnivas.jp/?mode=grp&gid=1450154

【沖縄出張撮影・カメラマン派遣事業】
旅行で沖縄にいらっしゃるご家族やカップルさんのほか、企業や学
校など団体様向けの出張撮影サービスです。お伺いするカメラマン
は経験と専門機材を有するプロの面々からお選びいただけます。沖
縄独自の文化と自然を背景に、思い出のシーンを切り取ります。
http://mygusui.com/

【レンタルスタジオ事業】
どなたでもお使いいただける、幅６m×高さ３mのシンプルな白ホ
リゾントのレンタルスタジオです。沖縄県沖縄市の国道330号沿い
なのでアクセスも容易。平日の日中利用であれば「最低利用時間設
定無し」で１時間あたり税込3,000円にてご利用いただけます（夜
間、土日祝は料金が異なります）。弊社取扱のストロボやLEDライ
ト、蛍光灯ライトも０円からお使いいただけます。
http://omnivas.jp/studio-rental/

会社情報

取扱ブランド

インナースピードリング（アクセサリー側外径 150mm）

その他アクセサリー

SR-BW
ボーエンズS / ジンベイ
3,540円

SR-CM
コメットCX・Twinkle系
3,540円

SR-EC
エリンクローム
3,540円

SR-MB-B
マルチブリッズ・大
4,080円

SR-MB-S
マルチブリッズ・小
4,080円

SR-PF
プロフォト
5,160円

CL-ARM
超堅牢クランクモニターアーム
11,880円

L-20SB
フラッシュ用サイドブラケット
7,150円

CL-CLMP
超堅牢スモールクランプ
3,000円

QH-C01
パワークランプ
2,980円

A-2
クリップオンストロボ用
ティルティングブラケット
3,000円

JB11-001
両ネジ オスダボ （16mmメスダ
ボ用、1/4" - 3/8"ネジ仕上げ）
1,380円

SWV-S
金属製ミニ自由雲台
2,460円

ET-1
Jinbei/Bowens Sマウント
アクセサリーアダプター
5,400円

CK-GH01
JINBEI スタンドグリップヘッド
5,400円

SDBG
JINBEI　撮影用砂袋
3,280円

JB11-036
JINBEI スタンドキャスターセット
4,320円

luxi-all
Luxi ライトメータードーム 
for ALL（マルチデバイス対応）
4,620円

MA-BCLN
レンズマウントアダプターNikon用　 
（レンズ側：ニコンF／ボディ側：CanonEF）
4,080円

ST-3X
3股ホットシューアダプター
3,000円

お試しレンタル撮影用
機材
リーズナブルな料金設定！２泊３日使いたい放題！延長利用ももちろんOK！
お試し後の同製品ご注文でレ

ンタル料返金！業務利用・延長レンタルもも
ちろんＯＫ！

使い方・撮り方のお悩みはお
電話でサポート！　「興味はあるけど実物を見ないと信用できない、業務で実際に使ってみたい」という方へ

宅配レンタル撮影用
機材

リーズナブルな料金設定！
２泊３日使いたい放題！
延長レンタルもOKです！

ご使用の場所までレンタル機
材をお届け！

業務利用・延長レンタルもも
ちろんＯＫ！

ご返却後の同製品ご注文でレ
ンタル料返金！

「単発の撮影」や「出張ロケ」、「試しに機材を使ってみたい」という方へ

Profoto B1・B2／JINBEI 各種モノブロックストロボ・バッテリーストロボ／LEDライト

レンタル品の
情報を見る

BS-300
背景サポート用サイドバー【汎用】
10,800円

事業内容

<Special Thanks>

    
-Model-

Rino(TOP/09)

Yuuki(00/02/03/12)

Yurie(04)

Richi(05)

Ma-sa(06/13)

Kazuki aka Manzu(07)

Ruchiya(08)

Eko(11)

Yutaka(13)

Karen(14)

Hinano(15)

Haruna(28)

    
-Photographer-

Shinobu Nakaima(TOP)

Yurika Une(10)

Chihiro Nishihira(Other)

    
-Costume-

 EMI-NA :
emina038.shopselect.net

Candy Buppie :
www.candy-buppie.com

Villaplace Selectshop :
www.villaplace-selectshop.com

アームは付属
しません
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