新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
メーカー新商品(ｲﾉﾝ)の発表に伴い、下記商品の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。
1．[MU-7289] INON D-200 ｽﾄﾛﾎﾞ ＜参考上代 \ 56,800＞
広角、軽量、ｽｰﾊﾟｰﾐﾄﾞﾙﾚﾝｼﾞ水中ｽﾄﾛﾎﾞ
Z-330 の最新機能を踏襲し、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰを 20、接続方式を光ｹｰﾌﾞﾙに特化。
光学設計されたﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞを採用し、拡散板などで光量を減衰させることな
く、水中照射角度を 110 度に拡大。高性能・多機能と、水中最軽量の扱い
やすさが、優れたﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを実現します。
＜商品仕様＞
光束:ｽﾄﾛﾎﾞ GN 20 / ﾗｲﾄ 220 ﾙｰﾒﾝ
色温度:ｽﾄﾛﾎﾞ 5500K /ﾗｲﾄ 5300K〜6000K
照射角:ｽﾄﾛﾎﾞ 110×110 度/ ﾗｲﾄ 30 度
調光方式:S-TTL 自動調光/ TTL 自動調光/ ﾏﾆｭｱﾙ調光
接続方式:光接続（光 D ｹｰﾌﾞﾙ､ ﾜｲﾔﾚｽ）
点灯時間:ｽﾄﾛﾎﾞ約 350 回 / ﾗｲﾄ 195 分(ｱﾙｶﾘ)
電源:単 3×4 本

耐水:100m

サイズ:102 x 131 x 125 mm

577g

なお、その他、各メーカーの最新商品やオプション品など、当社カタログに掲載のない商品もお取扱い
いたします。交換パーツなどもお取り寄せしますので、納期・価格などはお問い合わせください。
村上商事株式会社
〒501-3843 岐阜県関市吉田町１番地
TEL 0575-24-1717

FAX 0575-22-3399

ホームページ https://murakamishoji.com

INON LIGHT 〜水中撮影の必需品。S-TTL ｵｰﾄ調光を搭載した水中ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄ〜
コード

NEW!!

MU-3719

[水中ﾗｲﾄ / ｽﾄﾛﾎﾞ]

MU-3521

MU-7289

MU-7176

INON Z-330

INON D-200

INON S2000

ｽﾄﾛﾎﾞ

ｽﾄﾛﾎﾞ

ｽﾄﾛﾎﾞ

参考上代

\ 69,800

\ 59,800

\ 38,000

\ 30,800

光束

ｽﾄﾛﾎﾞ GN 33 / ﾗｲﾄ 220 ﾙｰﾒﾝ

ｽﾄﾛﾎﾞ GN 20 / ﾗｲﾄ 220 ﾙｰﾒﾝ

ｽﾄﾛﾎﾞ GN 20

Full 1300 ﾙｰﾒﾝ Low 350 ﾙｰﾒﾝ

色温度

ｽﾄﾛﾎﾞ 5500K /ﾗｲﾄ 5300K〜6000K

ｽﾄﾛﾎﾞ 5500K /ﾗｲﾄ 5300K〜6000K

ｽﾄﾛﾎﾞ 5500K

5000K

照射角

ｽﾄﾛﾎﾞ 110×110 度/ ﾗｲﾄ 30 度

ｽﾄﾛﾎﾞ 110×110 度/ ﾗｲﾄ 30 度

ｽﾄﾛﾎﾞ 105×95 度(拡散板 110 度)

100 度

INON LF1300-EWf

商品

調光方式

S-TTL 自動調光/ TTL 自動調光/ ﾏﾆｭｱﾙ調光

S-TTL 自動調光/ TTL 自動調光/ ﾏﾆｭｱﾙ調光

S-TTL 自動調光/ TTL 自動調光/ ﾏﾆｭｱﾙ調光

─

接続方式

光接続(光 D ｹｰﾌﾞﾙ､ ﾜｲﾔﾚｽ)/電気接続(ｼﾝｸﾛｺｰﾄﾞ)

光接続（光 D ｹｰﾌﾞﾙ､ ﾜｲﾔﾚｽ）

光接続（光 D ｹｰﾌﾞﾙ､光 D ｽﾚｰﾌﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾜｲﾔﾚｽ）

─

点灯時間

ｽﾄﾛﾎﾞ約 200 回 / ﾗｲﾄ 180 分(ｱﾙｶﾘ)

ｽﾄﾛﾎﾞ約 350 回 / ﾗｲﾄ 195 分(ｱﾙｶﾘ)

ｽﾄﾛﾎﾞ約 430 回(ｱﾙｶﾘ)

20 分〜85 分(ｱﾙｶﾘ)

電源

単 3×4 本

単 3×4 本

単 3×4 本

単 3×3 本

耐圧水深

100m

100m

100m

120m

サイズ

102 x 131 x 125 mm

102 x 131 x 125 mm

64 x 83.1 x 106.5 mm

52.1 x 128.8 mm

重量

637g (水中 48g)

577g

295g (水中 69g)

268g (水中 109g)

備考

広角、強力、ﾌﾗｯｸﾞｼｯﾌﾟ水中ｽﾄﾛﾎﾞ

広角、軽量、ｽｰﾊﾟｰﾐﾄﾞﾙﾚﾝｼﾞ水中ｽﾄﾛﾎﾞ

最小、最強、水中ｽﾄﾛﾎﾞ

超ﾜｲﾄﾞﾋﾞｰﾑﾎﾟｹｯﾄ防水ﾗｲﾄ

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞﾃﾞｨに、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 33 の大光量、高性

Z-330 の最新機能を踏襲し、ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰを 20、

ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 20、拡散板装着で円形配光 110 度拡

ｼｬｯﾀｰ連動自動消灯機能搭載、最大光量 1300 ﾙｰ

能と多機能を凝縮。光学設計されたﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞを

接続方式を光ｹｰﾌﾞﾙに特化。光学設計されたﾄﾞｰ

散板なしでも 105 度×95 度の広角照射、

ﾒﾝ、2 段階の光量切替｡光学設計されたﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ

採用し、拡散板などで光量を減衰させることな

ﾑﾚﾝｽﾞを採用し、拡散板などで光量を減衰させ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ対応高精度 S-TTL ｵｰﾄ調光、12 段階ﾏ

の採用により、
水中での照射角は超ﾜｲﾄﾞ 100 度。

く、大光量と水中照射角度 110 度を両立。ﾃﾞｼﾞ

ることなく、水中照射角度を 110 度に拡大。高

ﾆｭｱﾙ調光など、充実の基本性能を超ｺﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞﾃﾞ

広角撮影をｶﾊﾞｰする手のひらｻｲｽﾞの防水型 LED

ﾀﾙｶﾒﾗ、ﾌｨﾙﾑ式ｶﾒﾗ、光接続、電気接続、あらゆ

性能・多機能と、水中最軽量の扱いやすさが、

ｨに凝縮。抜群の機動力を発揮します。

ﾗｲﾄです。
「ｼｬｯﾀｰ連動自動消灯機能」を搭載し、

るｶﾒﾗｼｽﾃﾑに圧倒的なｽﾍﾟｯｸでお応えします。

優れたﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを実現します。

撮影補助用ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄにも最適です。

村上商事株式会社 TEL 0575-24-1717 FAX 0575-22-3399 WEB https://murakamishoji.com

