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。
なお、販売開始は、2019 年 7 月下旬を予定しています。商品入荷次第、順次納品させていただく予定です。
1．[MU-7401] ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ TG-6 ＜参考上代 \ 53,000 OLIMPUS ＞
水深 15m 防水、耐落下衝撃 2.1m、耐荷重 100kgf、耐低温-10 度のﾀﾌ性能。ﾚ
ﾝｽﾞ交換式ｶﾒﾗを意識した操作性,GPS/気圧/温度/方位/加速度ｾﾝｻｰを組み合わせ
た「ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰｼｽﾃﾑ」を搭載するｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗ「TG-5」後継機。
高精細な 104 万ﾄﾞｯﾄ液晶ﾓﾆﾀを搭載し、水中ﾏｸﾛ撮影機能を強化。
＜商品仕様＞
動画解像度 4K30/1080p60
写真解像度 12MP[F2.0]
手振れ補正 あり 耐圧水深

15 m

サイズ︓113 × 66 × 31.9 mm 250 g

2．[MU-7402] PT-059 防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ＜参考上代 \ 33,000 OLIMPUS ＞
耐圧水深 45m を実現した、TG-6 専用防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰです。
ｶﾒﾗのｺﾝﾄﾛｰﾙﾀﾞｲﾔﾙを操作し、露出補正などを行えます。本体前面はﾌﾞﾗｯｸなので不要
な写り込みを防ぎます。外部ﾌﾗｯｼｭを 2 灯使用しての撮影にも対応しています。
＜商品仕様＞
耐圧水深 45m

対応機種 TG-6

サイズ︓157 ×122 ×81 mm 484g

3．OLIMPUS TG-6 取扱商品一覧
コード

商品名

上代

MU-7401

OLIMPUS TG-6 カメラ

￥53,000

MU-7402

OLIMPUS PT-059 防水プロテクター

￥33,000

MU-7410

OLIMPUS TG-6 2 点セット（カメラ＆PT-059 プロテクター）

￥86,000

MU-7411

OLIMPUS TG-6 3 点セット（カメラ＆PT-059＆SD カード 16 ㎇）

￥87,500

下代

掛率

お客様ページで
ご確認ください。
(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは価格表最終頁をご確認ください)

以上
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水中ｶﾒﾗ/ﾋﾞﾃﾞｵ 〜優れた防水性能＆高画質。海中でも撮りたい一瞬を逃さない防水ｶﾒﾗ〜
コード

MU-7356

NEW!!

MU-7394/7395(PRO) NEW!!

MU-7294

[水中ｶﾒﾗ / ﾚﾝｽﾞ]

NEW!!

MU-7401

NEW!!

TOVATEC MERA(ﾒﾗ)

WEEFINE WF ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

GoPro HD HERO7

ｺﾝﾊﾟｸﾄﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ

ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ

/PRO(水圧･温度ｾﾝｻｰあり)

ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ

OLIMPUS TG-6

参考上代

\ 43,800

\ 39,800/\ 49,800(PRO)

\ 49,800

￥ 53,000

動画解像度

1080p60

Bluetooth 接続の専用ｱﾌﾟﾘ｢Dive+｣と内部の

4K60/1080p240

4K30/1080p60

写真解像度

4MP

ｱｼﾞｬｽﾀｰ機構により,iPhone,Android 両 OS の

12MP

12MP[F2.0]

手振れ補正

あり

あり

あり

光束

(W)1000 ﾙｰﾒﾝ 120 度/(S)1000 ﾙｰﾒﾝ 12 度

(長さ 158mm 以下,幅 83mm 以下,厚さ 9mm 以下の

─

─

点灯時間

ﾗｲﾄ&ﾋﾞﾃﾞｵ 1.5 時間 /ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ 8 時間

iPhone(iOS10.x 以降)および Android(ver.4.3 以降)端末)

─

─

耐圧水深

60 m

80 m

10 m

15 m

サイズ

64 × 193 mm

205 × 105 × 61mm

62.3 × 44.9 × 33 mm

113 × 66 × 31.9 mm

重量

502 g

860g

116 g

250 g

撮りたい瞬間を逃さない。ﾀﾞｲﾊﾞｰに新しい体験を

専用ｱﾌﾟﾘ｢Dive+｣とﾊｳｼﾞﾝｸﾞ内部のｱｼﾞｬｽﾀｰ機

GoPro HERO7 の新機能︓ﾊｲﾊﾟｰｽﾑｰｽﾞ,ﾀｲﾑﾜｰ

水深 15m 防水、耐落下衝撃 2.1m、耐荷重

提供する新提案。1080p/60fps の本格ﾌﾙ HD

構により,幅広いﾓﾃﾞﾙのｽﾏｰﾄﾌｫﾝに対応するﾊｳｼﾞﾝ

ﾌﾟ,ﾗｲﾌﾞｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ,縦向き撮影,ﾌｫﾄﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ,ｽ

100kgf、耐低温-10 度のﾀﾌ性能。ﾚﾝｽﾞ交換式ｶﾒ

動画撮影のﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗとﾜｲﾄﾞ/ｽﾎﾟｯﾄに切替可能

ｸﾞ。また,ｽﾏｰﾄﾊｳｼﾞﾝｸﾞ専用設計のｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝ

ｰﾊﾟｰﾌｫﾄ,ｼｮｰﾄﾋﾞﾃﾞｵ撮影

ﾗを意識した操作性,GPS/気圧/温度/方位/加速

な 1000 ﾙｰﾒﾝのﾀﾞｲﾌﾞﾗｲﾄとが一体になった「一台

ｽﾞをｵﾌﾟｼｮﾝで用意。超広角撮影からﾏｸﾛ撮影ま

その他の機能:4k60,12MP.ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ,ﾌﾛﾝﾄ

度ｾﾝｻｰを組み合わせた「ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝｻｰｼｽﾃﾑ」を搭載す

2 役」ｶﾒﾗ一体型ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄ登場です。

で,従来のｽﾏｰﾄﾌｫﾝﾊｳｼﾞﾝｸﾞの常識を超えた本格

LCD ｽｸﾘｰﾝ,自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ,Quik Stories,

るｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾒﾗ「TG-5」後継機。高精細な 104 万ﾄﾞｯ

動画解像度:1920×1080p 60fps MP4

的な水中撮影を可能にします。

GoPro Plus,5GHZ Wifi,音声ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾄ液晶ﾓﾆﾀを搭載し、水中ﾏｸﾛ撮影機能を強化。

写真解像度:400 万画素 JPG 手振れ補正

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞

ｽﾄﾚｰｼﾞ:microSD[2GB-64GB] 約 10 分〜5 時間

[MU-7396] WF ﾜｲﾄﾞﾚﾝｽﾞ WFL07 Cell \39,800

[MU-4095] GoPro ﾀﾞｲﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ \6,000

[MU-7402] PT-059 防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀ- ￥33,000

点灯時間︓ﾗｲﾄのみ 2.5〜6 時間

[MU-7397] WF ﾏｸﾛﾚﾝｽﾞ WFL03+12 \28,800

[MU-6780] UKPro ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ \39,800

[MU-7410] TG-6 ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ ｾｯﾄ \ 86,000

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗのみ 8 時間 ﾗｲﾄ&ﾋﾞﾃﾞｵ 1.5 時間

[MU-7398] WF ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ SH \6,800

[MU-1983] OCTOMASK \15,000

[MU-7411] TG-6 ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ&SD ｶｰﾄﾞｾｯﾄ \87,500

商品

備考

＜2019/6/26＞

幅広いﾓﾃﾞﾙのｽﾏｰﾄﾌｫﾝで利用可能。
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