新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位

(2022/11/4)

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。
1．[MU-7831] WEEFINE WF Smart Focus 1200FR＜参考上代 \ 26,800(税別) WEEFINE ＞
ﾋﾞｷﾞﾅｰから､ｺｱな⽔中ｶﾒﾗ派ﾀﾞｲﾊﾞｰまで幅広く⼈気を博した『WF Smart
Focus 1000FR』が､ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟして新登場しました!
⼿のひらに収まるｻｲｽﾞのまま､最⼤光量を 1200 ﾙｰﾒﾝに向上､さらに⼤容量
5,000mAh の新型 21700 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝﾊﾞｯﾃﾘｰ採⽤で連続照射時間も 150 分
(20%増)と⼤幅ｱｯﾌﾟ｡
好評のﾚｯﾄﾞ光や EF ﾓｰﾄﾞ(ｽﾄﾛﾎﾞ瞬間発光)機能はそのまま継承し､ﾌｫｰｶｼﾝｸﾞ
ﾗｲﾄとしてはもちろん､ﾃﾞﾘｹｰﾄなﾏｸﾛ系被写体の撮影にも威⼒を発揮します｡


多機能･ﾏﾙﾁ照射ﾗｲﾄ
最⼤光量 1200 ﾙｰﾒﾝ､照射⾓ 60°のﾜｲﾄﾞ光(3 段階調光)と光に敏感
な⽣物の撮影に役⽴つﾚｯﾄﾞ光(2 段階調光)を搭載｡豊富なｱｸｾｻﾘｰで､
ｻｰﾁ⽤から撮影⽤まで幅広く活躍します｡



ｺﾝﾊﾟｸﾄなﾀﾌﾎﾞﾃﾞｨ
⼿のひらに収まる 148mm､⽔中重量 115g のｻｲｽﾞは携帯に負担が無
く､ﾎﾞﾃﾞｨはｱﾙﾐ製で堅牢性も備えています｡



EF ﾓｰﾄﾞ搭載
ｶﾒﾗの内蔵ﾌﾗｯｼｭ光や LED 光に連動して⽩⾊瞬間光を照射する EF ﾓｰ
ﾄﾞを搭載｡瞬間光をｽﾄﾛﾎﾞ撮影のように撮影したり､⾃動消灯のﾌｫｰｶｽﾗｲ
ﾄとしても使⽤できます。

＜商品仕様＞
・最⼤光量: 1200 ﾙｰﾒﾝ ・光量調節: ﾜｲﾄﾞ光(3 段階/EF ﾓｰﾄﾞ 2 段階)/ﾚｯﾄﾞ光(2 段階)

・照射⾓:60 度(ﾜｲﾄﾞ光)/90 度(ﾚｯﾄﾞ光)

・点灯時間︓150 分(ﾜｲﾄﾞ光)/400 分（ﾚｯﾄﾞ光）

・⾊温度:5500K 耐圧⽔深:100 m ・充電時間︓5 時間 ・陸上点灯 不可
・サイズ: φ34×L148mm 195g(⽔中 115g) ・本体材質 耐腐⾷アルミ合⾦

＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞
2．[MU-7508] WF ｽﾇｰﾄﾚﾝｽﾞ WFA61

＜参考上代 \ 14,800(税別) WEEFINE ＞

3．[MU-7509] WF ﾏﾙﾁｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ WFA62＜参考上代 \ 17,800(税別) WEEFINE ＞

村上商事株式会社
税別

〒501-3843

TEL 0575-24-1717

岐⾩県関市吉⽥町１番地

FAX 0575-22-3399

WEB https://murakamishoji.com

4. [MU-7829] AOI UCS-Q1-RC ｳﾙﾄﾗｺﾝﾊﾟｸﾄｽﾄﾛﾎﾞ RC
5. [MU-7830] AOI UCS-Q1-RC ｽﾄﾛﾎﾞ 2 点ｾｯﾄ

(本体のみ)

＜参考上代 \ 59,800(税別) AOI＞

(ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬ-ｾｯﾄ)＜参考上代 \ 69,800(税別) AOI＞

※ UCS-Q1-RC ｽﾄﾛﾎﾞとﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ(FIX Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ FEBT186531S×2、FIX CH-9 ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ、FIX USB ｹｰﾌﾞﾙ AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ II)のｾｯﾄです。

OLYMPUS 製ｶﾒﾗに⾃動調光対応､複雑な操作不要で⽔中撮影が楽しめ
るｽﾄﾛﾎﾞです｡多くのﾀﾞｲﾊﾞｰが愛⽤する"TG ｼﾘｰｽﾞ"にももちろん対応!
OLYMPUS 独⾃の RC ﾌﾗｯｼｭｼｽﾃﾑに準拠した AOI の｢RC ﾓｰﾄﾞ｣が光量を
確実にｺﾝﾄﾛｰﾙします｡⼩型のﾎﾞﾃﾞｨながら､光量はｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ 22｡ﾌﾙ発光
時でも 0.85 秒でﾁｬｰｼﾞが完了するため､ｼｬｯﾀｰﾁｬﾝｽを逃さず撮影が⾏えま
す｡また撮影⽤としても機能する⼤光量の LED ﾗｲﾄを搭載しているので､接近
撮影時には LED ﾗｲﾄを光源に､ｽﾁｰﾙ撮影･ﾑｰﾋﾞｰ撮影ができます｡1 台で 2
役をこなす頼もしいｽﾄﾛﾎﾞです｡
本製品の使⽤には、別売りの指定ﾊﾞｯﾃﾘｰ(FIX Li-ion ﾊﾞｯﾃﾘｰ FEBT186531S)×2 とﾁｬｰｼﾞｬｰ(FIX CH-9 ﾃﾞｭｱﾙﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ)が必要です。

＜ｽﾄﾛﾎﾞ性能＞
・ｶﾞｲﾄﾞﾅﾝﾊﾞｰ︓22(ISO 100･m

陸上値､Full 発光時) ・⾊温度︓5000K ・ﾘｻｲｸﾙﾀｲﾑ︓0.85 秒(Full 発光)

・発光回数︓1500 回 (Full 発光)

・予備発光︓⾃動 ・ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ発光︓2 秒の点滅 ・接続⽅法︓光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ

・照射⾓︓12mm ﾚﾝｽﾞ(換算 24mm ﾚﾝｽﾞ)の画⾓をｶﾊﾞｰ (陸上値)
・ﾌﾗｯｼｭﾓｰﾄﾞ

RC ﾓｰﾄﾞ:OMDS/RC FLASH(ｸﾞﾙｰﾌﾟ A､ﾁｬﾝﾈﾙ 1) TTL ｵｰﾄ､ﾏﾆｭｱﾙ､FP TTL ｵｰﾄ､FP ﾏﾆｭｱﾙ
i-m ﾓｰﾄﾞ:TTL ｵｰﾄ､ﾏﾆｭｱﾙ､ｽﾇｰﾄ(ｸﾞﾙｰﾌﾟ A､ﾁｬﾝﾈﾙ 1) ﾏﾆｭｱﾙﾓｰﾄﾞ:1/64､1/24､1/8､1/4､1/2､1/1

＜ﾗｲﾄ性能＞
・最⼤光量︓700 ﾙｰﾒﾝ ・光量調節︓100%､50%､25%､OFF
・⾊温度︓5600K ・照射⾓︓45° ・最⼤光量連続点灯時間︓130 分
＜その他仕様＞
・材質︓ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ､ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ ・耐圧⽔深︓60m
・ｻｲｽﾞ︓W77×H131×D125mm ・重量︓550g(陸上)90g(⽔中)

6. [MU-7815] AOI UWL-03 ﾜｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ 0.73X＜参考上代 \ 39,800(税別) AOl＞
GoPro HERO 5/6/7/8/9/10 にｼﾞｬｽﾄﾌｨｯﾄする広⾓ﾚﾝｽﾞです｡
⽔中画⾓は 140°､GoPro HERO 9/10 で､Super View を使って撮影し
ても周辺画質の低下はなく､純正⽔中ﾊｳｼﾞﾝｸﾞのﾌﾗｯﾄﾎﾟｰﾄによる歪みも解消
します｡さらにぐっと近づくﾏｸﾛ撮影も OK です! 軽量･ｺﾝﾊﾟｸﾄで⾼性能｡他社に
ないﾎﾜｲﾄｶﾗｰが､⿊⼀⾊の⽔中撮影機材類の中で⼀際ｵｼｬﾚを演出!
本製品を GoPro と組み合わせて使⽤する場合は、別売りの [MU-7816] AOI-QRS-02-MB1P が必要です。

＜商品仕様＞
・ﾚﾝｽﾞ構成︓4 群 4 枚 ・倍率︓0.73X(陸上/⽔中) ・⽔中画⾓︓150°(陸上)､140°(⽔中)
・材質︓多層 AR ｺｰﾄ&ﾊｰﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ ・ﾏｳﾝﾄ︓AOI ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ 02 (QRS-02)
・ｻｲｽﾞ︓φ99 x H40mm ・重量︓331g (陸上)､170g (⽔中) ・耐圧⽔深︓60m
＜ｵﾌﾟｼｮﾝ品＞
7．[MU-7816] AOI-QRS-02-MB1P ｸｲｯｸﾘﾘｰｽｼｽﾃﾑ 02 ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ GoPro＜参考上代 \ 9,980(税別) AOI ＞
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