新商品取扱開始のお知らせ
お取引先様各位

(2022/5/16)

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-7763] KELDAN Video 8XR CRI86 20,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \248,000(税別) KELDAN＞
●照射⾓度 ︓ ⽔中 110° / 陸上 120° ●⾊温度/ 演⾊性 ︓ 5600K / Ra86
●全光束︓ 調光時最⼤ 20000lm / 最⼩ 250lm 9 段階調光
●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 99Wh )

●耐圧⽔深︓ 200m

●⼤きさ︓ 最⼤径/Max. Ф 70mm × 235mm （突起部を除く）
●重量︓ 陸上 900g / ⽔中 330g

●ワイヤレスリモコン対応（別売り）

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合⾦/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス
●付属品 Li-ion バッテリー、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

2．[MU-7764] KELDAN Video18XR CRI86 35,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \398,000(税別) KELDAN＞
●照射⾓度 ︓ ⽔中 110° / 陸上 120° ●⾊温度/ 演⾊性 ︓ 5600K / Ra86
●全光束︓ 調光時最⼤ 35000lm / 最⼩ 440lm 9 段階調光
●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー10.8V ( 3 x 74Wh )

●耐圧⽔深︓ 200m

●⼤きさ︓ 最⼤径/Max. Ф 115mm × 360mm （突起部を除く）
●重量︓ 陸上 2500g / ⽔中 600g

●ワイヤレスリモコン対応（別売り）

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合⾦/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス
●付属品 Li-ion バッテリー× 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

3．[MU-7765] KELDAN Video24XR CRI86 45,000 ﾙｰﾒﾝ＜参考上代 \498,000(税別) KELDAN＞
●照射⾓度︓⽔中 110° / 陸上 120° ●⾊温度/ 演⾊性 ︓ 5600K / Ra86
●全光束︓ 調光時最⼤ 45000lm / 最⼩ 550lm 9 段階調光
●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 3 x 99Wh )

●耐圧⽔深︓ 200m

●⼤きさ︓ 最⼤径/Max. Ф 115mm × 420mm （突起部を除く）
●重量︓ 陸上 2900g / ⽔中 650g

●ワイヤレスリモコン対応（別売り）

●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合⾦/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス
●付属品 Li-ion バッテリー× 3 個、バッテリートレイ、AC 充電器、ボールアダプターリングクランプ

KELDAN LED ﾗｲﾄは、限りなく本物に近い「⾊」にこだわり、被写体の持つ⾊彩を忠実に映し出す、ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ動画撮影のためのﾌﾟﾛﾌｪｯｼ
ｮﾅﾙﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾄです。ﾘﾌﾚｸﾀｰ＆LED ﾓｼﾞｭｰﾙの交換に対応し、様々な撮影状況に合わせたｼｽﾃﾑ構成が可能な「Modular Lights」と、ｺﾝ
ﾊﾟｸﾄなﾎﾞﾃﾞｨにﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ撮影時に必要な機能を搭載した「Compact Lights」の 2 種ﾓﾃﾞﾙがあります。
KELDAN LED ﾗｲﾄは、耐圧⽔深 200ｍの最⾼峰ｸﾗｽの耐圧・防⽔性能に加えて、陸上でも使える⽔陸両⽤仕様です。
陸上では、おおむね 30w(⽩⾊光 3000lm 相当)以下の出⼒ﾚﾍﾞﾙでの使⽤であれば問題なく使⽤できます。なお、⾼温環境下や推奨
出⼒以上の使⽤などにより機体温度が上昇した場合は、機体保護機能が働き、機体温度が安定する出⼒ﾚﾍﾞﾙに⾃動調整されます。
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4．[MU-7766] KELDAN Video 8M＋UV ﾕﾆｯﾄ 385nm,105w＜参考上代 \220,500(税別) KELDAN＞
●照射⾓度 ︓ 90°

●最⼤光量: 385 nm LED

●⾊温度︓ ウルトラ・バイオレット

5 段階調光

●電源︓ 充電式リチウムイオンバッテリー14.4V ( 99Wh )

●耐圧⽔深︓ 200m

●⼤きさ︓ 最⼤径/Max. Ф 120mm × 290mm （突起部を除く）
●重量︓ 陸上 1100g / ⽔中 140g
●材質、処理︓ 耐蝕アルミ合⾦/ 硬質アルマイト、PC、光学ガラス/ 化学強化ガラス
●付属品 Li-Ion バッテリー、AC 充電器、９０度リフレクター、ボールアダプターリングクランプ

5．[MU-7768] KELDAN ﾊﾞｰﾝﾄﾞｱ ＜参考上代 \ 32,000(税別) KELDAN＞
Barn door for 4/8X series 専⽤
KELDAN ライトの前⾯に固定されるバーンドア。光源を囲むように 4 枚のヒンジ式ドアが付いてい
ます。ライト本体に取りつけることで、光の形状をコントロールすることができます。
4 枚の可動式⽻根により照射⾓を調整したり、配光の⼀部をカットすることで浮遊物の写り込み
を軽減し、被写体をよりクリアに映し出します。

＜世界初の超⾳波技術を応⽤した⽔中ワイヤレスリモコン＞
KELDAN Video 8XR、18XR および KELDAN Video 24XR ⽤のワイヤレスリモコン ＜参考上代 \86,000(税別) ＞
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