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フレキシブルＬＥＤライト
ＶＡＲＩＡＢＬＥ−２９
フレキシブルに曲がるLEDライト
(車内や柱などに仕込み可能)

付属品：ソフトバッグ・
コントロールユニット(兼ACアダプター)

色温度可変・光量調整可能・連結可能
入力電圧：DC12~20V
消費電力：40Ｗ
色温度：3200K〜5600K可変
(デジタル数値を表示)

演色性：RA93以上
防水性：IP67

(コネクタ部は含まず、
ケーブルまで
水に浸かる程度までの耐水性能)

定価￥65,000（税抜)

※ オプション品

ＶＡＲＩＡＢＬＥ−２９−ＳＥＴーＶ
付属品：
・ソフトバッグ
・パワータップケーブル
・コントロールユニット付Vマウントブラケット
Vマウントブラケット

ライト部：
高さ290×全幅290×奥行 LEDシートパネル3mm(＋11mm)
重量100g

Ｖマウント駆動用ブラケット付属
(コントロールユニット付ブラケット)

ACN-16.8V-3.5A
ACアダプター

(VARIABLE-29-SET-V
VARIABLE-29-SET-BPU
用)
高さ116×全幅50
×奥行32mm 重量237g

(底部は17mmメス受仕様)

※AC駆動する場合
オプションACN-16.8V-3.5Aを
Vマウントブラケットに接続して
点灯して下さい
ライト部：
高さ290×全幅290×
奥行 LEDシートパネル3ｍｍ(＋11mm)
重量100g
Ｖマウントブラッケット部：
高さ420×全幅60×奥行46mm 重量657g

定価￥65,000（税抜)

VARIABLE-29-SET-BPU
ＢＰＵマウント駆動用ブラケット付属

(仕様は左記VARIABLE-29-SET-Vと同)
BPUマウントブラケット 付属品：

・ソフトバッグ
・パワータップケーブル
・コントロールユニット付
BPUマウントブラケット

定価￥9,000（税抜)

ACN-16.8V-3.5A
ディフュージョンボックス

(VARIABLE-29全機種対応)
収納袋付属

ライト部：
高さ290×全幅290×奥行 LEDシート3ｍｍ(＋11mm)
重量100g
BPUマウントブラッケット部：
高さ420×全幅60×奥行57mm 重量675g

定価￥9,500（税抜)

定価￥65,000（税抜)

コンパクトＬＥＤライトキット
ＬＥＤＫＩＴ−Ｊ−５００
キット構成：
Ｊ-500(ライト) ×３灯

（ＡＣアダプター付属)

キット定価￥220,000（税抜)
キャスター付ケース寸法：高さ600×全幅430×奥行 260mm
重量6.8kg
(ライト等キット内容含む重量 約14.8kg)

定価￥55,000（税抜)

Ｊ-500仕様：
光量：スポット時5400ルクス(1m)/フラット時2258ルクス(1m)

ADAPTER-SONY(L)-Ｊ-500
×３個

×３

CASE-KIT-J-500×１個
（樹脂ケース)

間に入れる事でSONY(L)バッテリー
で駆動する事ができます

定価：オープン

5001B 折脚スタンド SHOE-J-500×３個
（カメラシュー)
×３

(光量調整は10-100%で可能)

色温度：5600Ｋ
演色性：Ra95
入力電圧：DC11~18V

(底1/4メス)

定価：オープン

(ACアダプター駆動・SONY(L)バッテリー×２でも駆動可能)

J-500寸法：高さ90×全幅80×奥行225mm 重量825g

ADAPTER-SONY(L)-J-500装着時寸法：高さ90全幅80×奥行300mm 重量985g

(キャスター付)

定価：オープン

定価￥12,000
（税抜) ×３

１
２

ＤＶバッテリー用２連同時充電器
ＳＣＸ−６００−●

SCX-600-FIX-●

デジタル数値表示機能付２連充電器
プレート可変タイプ

デジタル数値表示機能付２連充電器
固定プレートタイプ

充電電流：１Ａ(ボタンを押すと1.5A充電モード)

充電電流：１Ａ
(ボタンを押すと1.5A充電モード)

型番末尾：

寸法：H40*W125*D112mm 290g(プレート含む)

(プレートの変更はできません)

(プレートを変えて、各メーカーのバッテリーが充電可能)
寸法：H40*W125*D112mm 285g(プレート含む)

-BP828 (Canon BP828/820用)
-BP950G (Canon BP950G/970G用)
-LPE6 (Canon LP-E6用)
-VBG260 (Panasonic VBG260/VBG6用)

ボタン

定価各16,000(税抜)

リチウムマンガンバッテリー
ＧＢＴ０１２

(Cineroid)

定価各15,000(税抜)

ＳＯＮＹ

消費電力10W以上の小型ライトに有効
(容量はNEP BL-F550A相当)

クランプ金具

Ｌシリーズ用

ＧＢＴ０１３

負荷に強いリチウムマンガンを使用

型番末尾：
-BPU (SONY BPU60/U30/U90用)
-SONY(L) (SONY F970/F770/F550用)

(Ｖマウント受け付)

ＮＣＬＡＭＰ−Ｖ１

(Cineroid)

負荷に強いリチウムマンガン

クランプ+Vマウント受

(容量はNEP BL-F770A相当)

Vマウントバッテリーを
三脚やスタンドに固定

7.4V 2.2Ah 16Wh

7.4V 4.4Ah 32Wh

高さ71×全幅39×奥行21mm 重量100g

高さ71×全幅39×奥行40mm 重量190g

定価￥7,000（税抜)

するための金具

定価￥9,000（税抜）

定価￥10,500（税抜)

ＬＰ−Ｅ６マウント用ケーブル
※下記XP-DV-CHは類似商品ですが、
用途が違います(カメラ用) ご注意ください

ＸＰ−ＤＶ−ＬＰＥ６

COUPLER-LPE6-2

※下記COUPLER-LPE6は
類似商品ですが、
用途が違います(カメラ用)
背面マウント用
ご注意くださいＶ−ＣＨ
マルチ電源コンバートプレート
COUPLER-LPE6
PV-DCmultiシリーズで使用
定価4,000（税抜）
・Blackmagic VideoAssist
・Small HD
・Zacuto
等

ＸＰ−ＤＶ−ＣＨ

背面マウント用

モニター等でマウントする場合
・Blackmagic VideoAssist
・Small HD
・Zacuto
等

Canon EOS5D/7D等カメラ差し込み用
入力電圧：DC11〜17V
出力電圧：DC8.4V

入力電圧：DC11〜17V
出力電圧：DC8.4V
定価￥18,000（税抜）

Canon LP-E6用

定価￥16,000（税抜）

定価￥5,000（税抜）

マルチ電源コンバートプレート
XLR4P入力

パワータップ

ＰＶ−ＤＣｍｕｌｔｉ−６

ヒロセ4P ×3

１本のバッテリーで様々な出力が可能

USBも、DVカメラも、
その他機器にも電源供給可能
(カメラとバッテリーの間に挟んで使用可能)

XLR4P出力 ×2

入力：Vマウントバッテリー or XLR4P(オス) DC12V~18V
出力：●USB5V ×4個(合計2A ×2)
●ヒロセ4P:8.4V 2A ×3個(兼 スルー出力 ×3)
●XLR4P:スルー出力×２個
●パワータップ：スルー出力 ×１個

定価￥49,800（税抜)

高さ138×全幅44×奥行92mm 重量350g

マルチ電源コンバートプレート
ＰＶ-ＤＣｍｕｌｔｉ-７Ａ
PV-DCmulti-4Aの15㎜ロッド金具なし仕様

ATMOS

SAMURAI BRADE用マウント金具
ＰＶ−ＴＳ−ＳＡＭＵＲＡＩＢＲＡＤＥ
GP-TS

衝撃の薄さを実現

PVSAMURAIBRADE

●出力
・DC5V (USB) 2A
・DC7.2V 2A ・DC8.4V 3A
・DC12V 2Ａ ・19V 2A
USB出力

２

USB ×4

側面マウント用

カメラにSAMURAIBRADEを
マウントできるセット

(DC5V以外はパワータップ出力)

※総合Ｐ7のオプションケーブルについて
末尾に-PVM7Aを付けてご注文ください
(定価はプラス￥1,000+税となります)

定価￥35,000(税抜)

CABLESAMURAIBRADE

セット定価￥45,000（税抜)

SONY用

３パラケーブル

Panasonic用

レインカバー

XLR4P(MLB)-BPL×3

ＳＡ−ＰＸＷＺ１５０

1本のバッテリーで
3台のミキサー駆動等に

PXW-Z150/Z100/FDR-AX1用

定価￥22,000（税抜）

レインカバー

Ｃａｎｏｎ用

レインカバー
ＣＡ−ＸＣ１５
XC15/XC10用

Ｐ−ＵＸ９０
AG-UX90/AG-AC90用

ＳＡ−ＨＸＲＮＸ５Ｒ
HXR-NX5R/NX3用

定価￥13,000（税抜）

定価￥18,000（税抜）

定価￥22,000（税抜）

XLR4P(オス)Ｌ字→
2.1φプラグ(センターマイナス)

定価￥7,500（税抜）

※ＬＥＤ照射用透明窓付

ケーブル用ソフトバッグ
ＢＡＧ−ＣＡＢＬＥ−５０ｍ
直 径 ６ ０ c m × １ ５ ｃ ｍ タイプ

イ ン ト レ(撮影台)

ＢＡＧ−ＣＡＢＬＥ−1５０ｍ

直 径 ６ ０ c m × １ 8 ｃ ｍタイプ

( 1 0 0 ｍ ケ ーブ ル / 1 5 0 m ケ ーブ ル 推 奨 )
持ち手付

( 5 0 ｍ ケ ーブ ル / 1 0 0 m ケ ーブ ル 推 奨 )
持ち手付

ケーブルクランプは
５か所にあり

ＣＡＭＳＴＥＰ１２０

(OXTRUMP)

弊社INTOLE-E1のサイズアップタイプ
高さ100cm・天板120*120cm
(タクシーのトランクには入りません)

垂直耐荷重

4００ｋｇ

天板３枚

外枠２枚

↘

↙

折りたたみ脚

収納バッグ

外寸： 高さ600×全幅600×奥行150mm

定価￥35,000（税抜）

外寸： 高さ600×全幅600×奥行180mm

重量約1.9kg

重量約2kg 定価￥40,000（税抜）

外寸： 高さ1000×全幅1200×奥行1200mm 重量約20kg

定価￥120,000（税抜）

一眼レンズ・シネレ ン ズ 用バ ッ グ
ＳＢＬＥＮＳ−ＡＣ１ー●(色)

ＥＣＬＥＮＳ−●

肩掛ストラップのAIR PADを使用したレンズバッグ
AIR PAD

外径寸法：

直径 130×高さH130mm
色 : (B)黒 or (O)オリーブ

レンズを守るしっかりとしたクッションを採用
レンズサイズにあわせて、６サイズ用意
ショルダーストラップ付属

定価6,900(税抜)

上段左から:
・ECLENS-23 定価6,500(税抜)
(内寸径110mm,内寸高230mm)
・ECLENS-19 定価5,500(税抜)
(内寸径110mm,内寸高190mm)
・ECLENS-16 定価4,400(税抜)
(内寸径105mm,内寸高160mm)

下段左から:
・ECLENS-15 (内寸径85mm,内寸高150mm)
・ECLENS-13 (内寸径85mm,内寸高130mm)
・ECLENS-9 (内寸径80mm,内寸高95mm)

ベルトループ付

定価3,700(税抜)
定価3,200(税抜)
定価2,900(税抜)

ＥＡＳＹ ＷＲＡＰ ＣＬＯＴＨ

プチプチ緩衝材にテープで梱包の必要がなくなります…この布は巻くだけ!!
BLACK(B)

EASY-PCLOTH-(SIZE)-(COLOR)

サイズ :
S : 280mm × 280mm
定価2,100(税抜)

一般的なベルクロ

M :350mm × 350mm
CAMOUFLAGE(C)

定価3,000(税抜)

L : 470mm × 470mm

定価4,000(税抜)

色:
(B)黒
(C)迷彩色

EASY WRAPはベルクロの
1/100〜1/200のナノ繊維

XL : 710mm × 710mm

➡

➡

定価7,750(税抜)

テープなしでくっつく!

３
２

ＡＩＲ ＣＥＬＬ ( 肩掛けストラップ・クッション等 )
ＳＴＲＡＰ−ＮＥＰ２

ＳＴＲＡＰ−ＳＯＮＹＥＮＧ−２
SHOULDERPAD-NEP2付き
SONY社ENGカメラ用ストラップ

肩への負荷を軽減する肩掛けストラップ
AIR CELLを採用
（既存のカメラバッグ等で御使用下さい）

AIR CELL

定価￥11,000（税抜)
使用例：

定価￥4,000（税抜)

ソフトバッグに

STRAP-PanasonicENG-2

ＳＨＯＵＬＤＥＲ ＰＡＤ−ＮＥＰ２
AIR CELL

使用できるストラップは
←60mmまで→

肩への負荷を軽減するパッド部品のみ
AIR CELLを採用
（既存のストラップ等にはめて御使用下さい）
使用例：

SHOULDERPAD-NEP2付き
Panasonic社ENGカメラ用ストラップ

ＥＮＧカメラに
ビジネスバッグに
定価￥9,000（税抜)

(裏)

(表)

定価￥2,000（税抜)

ＣＵＳＩＯＮ−ＮＥＰ１
AIR CELL

持ち運びできるクッション！

使用例：

(弊社レインカバー程度サイズ)
付属収納袋
(310ｍm*240ｍm)

➡
サイズ：
460ｍm*415ｍm

報道待機時の
椅子がわりに

箱馬用マットとして

➡

付属のポンプで空気を入れる

オフィスチェアに

機材のクッションとして

定価￥8,000（税抜)

ガンマイク・ミニマイク用ウィンドジャマー
ＷＪ−ＳＨＯＴ−Ｌ

ＷＪ−ＳＨＯＴ−Ｍ

適合マイク直径：31~44mm

適合マイク直径：25~38mm

内径長さ：150mm
定価5,000(税抜)

内径長さ：85mm
定価4,000(税抜)

ＷＪ−ＳＨＯＴ−Ｓ
適合マイク直径：22~34mm

内径長さ：60mm
定価3,500(税抜)

４
TEL:03-3263-6741 FAX:03-3265-1297

キャスター付ＥＮＧカメラ用ソフトバッグ
ＳＢＰＨ−４Ｂ

キャスター・バックパック・肩掛の３ＷＡＹ

一般的なＥＮＧカメラが適合
ビューファー部はクボミがあり、
スリム構造

外寸： 高さ360×全幅730×奥行230+ビューファー75mm
内寸： 高さ310×全幅680×奥行190mm 重量約4.5kg
定価￥35,000（税抜）

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階
h ttp ://www.n ep in c.co .jp
in fo @n ep in c.co .jp

