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商品コード 名称 定価 仕様
-ETC カラーソーススポット 黒/白 本体-

ETCCSSPOTS ETC カラーソーススポット バレル付ボディ 黒 ¥295,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCCSSPOT ETC カラーソーススポット ボディのみ 黒 ¥285,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCCSSPOTSW ETC カラーソーススポット バレル付ボディ 白 ¥320,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCCSSPOTW ETC カラーソーススポット ボディのみ 白 ¥310,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。

-ETC カラーソースPAR 黒/白 本体-
ETCCSPAR ETC カラーソースPAR 黒 ¥178,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCCSPARW ETC カラーソースPAR 白 ¥203,000 RGB＋ライム。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。

-ETC ソース・フォーLED 黒 本体-
ETCS4LEDLS ETC ソース･フォーLED ラスタープラス バレル付ボディ 黒 ¥390,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDL ETC ソース･フォーLED ラスタープラス ボディのみ 黒 ¥380,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDDS ETC ソース･フォーLED デイライト バレル付ボディ 黒 ¥390,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDD ETC ソース･フォーLED デイライト ボディのみ 黒 ¥380,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDTS ETC ソース･フォーLED タングステン バレル付ボディ 黒 ¥390,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDT ETC ソース･フォーLED タングステン ボディのみ 黒 ¥380,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDHS ETC ソース･フォーLED スタジオHD バレル付ボディ 黒 ¥390,000 6色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDHS ETC ソース･フォーLED スタジオHD ボディのみ 黒 ¥380,000 6色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。

-ETC ソース・フォーLED 白 本体-
ETCS4LEDLSW ETC ソース･フォーLED ラスタープラス バレル付ボディ 白 ¥410,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDLW ETC ソース･フォーLED ラスタープラス ボディのみ 白 ¥400,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDDSW ETC ソース･フォーLED デイライト バレル付ボディ 白 ¥410,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDDW ETC ソース･フォーLED デイライト ボディのみ 白 ¥400,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDTSW ETC ソース･フォーLED タングステン バレル付ボディ 白 ¥410,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDTW ETC ソース･フォーLED タングステン ボディのみ 白 ¥400,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDHSW ETC ソース･フォーLED スタジオHD バレル付ボディ 白 ¥410,000 6色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4LEDHSW ETC ソース･フォーLED スタジオHD ボディのみ 白 ¥400,000 6色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。

-ETC ソース・フォーLEDシリーズ2 黒 本体-
ETCS4L2LS ETC ソース･フォーLED2 ラスタープラス バレル付ボディ 黒 ¥460,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2L ETC ソース･フォーLED2 ラスタープラス ボディのみ 黒 ¥450,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2DS ETC ソース･フォーLED2 デイライトHD バレル付ボディ 黒 ¥460,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2D ETC ソース･フォーLED2 デイライトHD ボディのみ 黒 ¥450,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2TS ETC ソース･フォーLED2 タングステンHD バレル付ボディ 黒 ¥460,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2T ETC ソース･フォーLED2 タングステンHD ボディのみ 黒 ¥450,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。

-ETC ソース・フォーLEDシリーズ2 白 本体-
ETCS4L2LSW ETC ソース･フォーLED2 ラスタープラス バレル付ボディ 白 ¥480,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2LW ETC ソース･フォーLED2 ラスタープラス ボディのみ 白 ¥470,000 7色マルチカラー。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2DSW ETC ソース･フォーLED2 デイライトHD バレル付ボディ 白 ¥480,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2DW ETC ソース･フォーLED2 デイライHDト ボディのみ 白 ¥470,000 色温度5600K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2TSW ETC ソース･フォーLED2 タングステンHD バレル付ボディ 白 ¥480,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
ETCS4L2TW ETC ソース･フォーLED2 タングステンHD ボディのみ 白 ¥470,000 色温度3000K固定。ダボ、落下防止ワイヤ、平行3Pプラグ付パワコンケーブル1.5m付属。
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-ETC ソース・フォーLED レンズチューブ 黒 -
ETCS4-419LTED ETC ソース･フォー19°EDLT レンズチューブ 黒 ¥61,000 色差枠付属。
ETCS4-426LTED ETC ソース･フォー26°EDLT レンズチューブ 黒 ¥61,000 色差枠付属。
ETCS4-436LTED ETC ソース･フォー36°EDLT レンズチューブ 黒 ¥61,000 色差枠付属。
ETCS4-450LTLED ETC ソース･フォー50°S4LED専用レンズチューブ 黒 ¥71,000 色差枠付属。
ETCS4-405LT ETC ソース･フォー5°レンズチューブ 黒 ¥104,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-410LT ETC ソース･フォー10° レンズチューブ 黒 ¥79,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-414LT ETC ソース･フォー14°レンズチューブ 黒 ¥66,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-470LT ETC ソース･フォー70°レンズチューブ 黒 ¥66,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-490LT ETC ソース･フォー90°レンズチューブ 黒 ¥66,000 色差枠は付属しません。

-ETC ソース・フォーLED レンズチューブ 白 -
ETCS4-419LTEDW ETC ソース･フォー19°EDLT レンズチューブ 白 ¥70,000 色差枠付属。
ETCS4-426LTEDW ETC ソース･フォー26°EDLT レンズチューブ 白 ¥70,000 色差枠付属。
ETCS4-436LTEDW ETC ソース･フォー36°EDLT レンズチューブ 白 ¥70,000 色差枠付属。
ETCS4-450LTLEDWETC ソース･フォー50°S4LED専用レンズチューブ 白 ¥80,000 色差枠付属。
ETCS4-405LTW ETC ソース･フォー5°レンズチューブ 白 ¥119,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-410LTW ETC ソース･フォー10° レンズチューブ 白 ¥94,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-414LTW ETC ソース･フォー14°レンズチューブ  白 ¥84,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-470LTW ETC ソース･フォー70°レンズチューブ 白 ¥86,000 色差枠は付属しません。
ETCS4-490LTW ETC ソース･フォー90°レンズチューブ 白 ¥86,000 色差枠は付属しません。

-ETC ソース・フォーLED ズームレンズアッセンブリ 黒 -
ETCS4-41530LT ETC ソース･フォー15-30°ズームレンズアッセンブリ 黒 ¥109,000
ETCS4-42550LT ETC ソース･フォー25-50°ズームレンズアッセンブリ 黒 ¥109,000

-ETC ソース・フォーLED ズームレンズアッセンブリ 白 -
ETCS4-41530LTW ETC ソース･フォー15-30°ズームレンズアッセンブリ 白 ¥122,000
ETCS4-42550LTW ETC ソース･フォー25-50°ズームレンズアッセンブリ 白 ¥122,000

-ETC ソース・フォーLED オプション-
ETCS4LEDJC5 ETC ソース･フォーLED ジャンパーケーブル 5m OPEN 最大8台までのデイジーチェーン接続が可能です。
ETCS4LEDJC10 ETC ソース･フォーLED ジャンパーケーブル 10m OPEN 最大8台までのデイジーチェーン接続が可能です。
ETC-S4LEDCYC ETC ソース･フォーLED ホリゾントライト用レンズ ¥80,000
ETC-S4LEDCYCW ETC ソース･フォーLED ホリゾントライト用レンズ ¥90,000
ETC-S4LEDFRES ETC ソース･フォーLED フレネルレンズ ¥114,000

-ETC ソース・フォーLED ディフュージョン-
ETCS4LED-SFD ソフトフォーカス ディフュージョン ¥4,400
ETCS4LED-SWD14 ウォッシュディフュージョン 5° ¥19,000
ETCS4LED-SWD12 ウォッシュディフュージョン 10° ¥12,000
ETCS4LED-SWD6 ウォッシュディフュージョン 19-50° ¥6,600
ETCS4LED-SWD7 ウォッシュディフュージョン ZOOM/14/70/90/専50° ¥7,100
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-色差枠 黒-
ETCS4-400CPF 6.25"紙製色差枠 10枚組 黒 ¥3,700 19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-400CF 6.25"金属製色差枠 黒 ¥1,500 19/26/36/50用 6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-407CF 7.5"金属製色差枠 黒 ¥1,900 14/70/90用 7.5"/190mm角　S4PAR･S4ZOOMと共通
ETCS4-405CF 14"金属製色差枠 黒 ¥5,500 5用 14"/356mm角
ETCS4-410CF 12"金属製色差枠 黒 ¥4,200 10用 12"/305mm角

-色差枠 白-
ETCS4-400CFW 6.25"金属製色差枠 白 ¥3,500 6.25"/158mm角 S4jrと共通
ETCS4-407CF 7.5"金属製色差枠 白 ¥4,000 14/70/90用 7.5"/190mm角　S4PAR･S4ZOOMと共通

-GOBOホルダ-
KPS-NH01A 日本製ステンレスAサイズGOBOホルダ ¥2,100 推奨品　GOBOがズレにくい構造
KPS-NH01SA 日本製ステンレスSAサイズGOBOホルダ ¥2,100 外径90mmのAサイズに対応　GOBOがズレにくい構造
KPS-NH02B 日本製ステンレスBサイズGOBOホルダ ¥2,100 推奨品　GOBOがズレにくい構造
KPS-NH04D 日本製ガラスBサイズ（86mmφ）GOBOホルダ ¥3,100
KPS-NH06D 日本製アイリスゲート用ガラスBサイズ（86mmφ）GOBOホルダ ¥3,100 推奨品

TMB400PHA TMB ステンレスAサイズGOBOホルダ ¥2,300 取手付
TMB400PHB TMB ステンレスBサイズGOBOホルダ ¥2,300 取手付

-アイリス-
ETCS4-400RSC アイリス24枚羽根 全閉式 29,000 推奨品　24枚羽根 全閉式
ETCS4-400RS アイリス24枚羽根 非閉式 22,000 推奨品　24枚羽根 非閉式
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