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商品コード 名称 定価 仕様
-ETC ソースフォーミニ（ハロゲン） 黒 本体-

ETCS4MINIBP ETC ソース・フォーミニ ポータブル ¥54,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBC ETC ソース・フォーミニ キャノピー ¥59,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、EサイズGOBOホルダ付属。フランジ仕様。
ETCS4MINIBL ETC ソース・フォーミニ ライティングレール ¥62,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、EサイズGOBOホルダ付属。日本仕様ライティングレールプラグ仕様。

-ETC ソースフォーミニ（ハロゲン） 白 本体-
ETCS4MINIWP ETC ソース・フォーミニ ポータブル 白 ¥60,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIWC ETC ソース・フォーミニ キャノピー 白 ¥65,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、EサイズGOBOホルダ付属。フランジ仕様。
ETCS4MINIWL ETC ソース・フォーミニ ライティングレール 白 ¥68,000 ハロゲン50W（3000K）、トランス、EサイズGOBOホルダ付属。日本仕様ライティングレールプラグ仕様。

-ETC ソースフォーミニLED 黒 本体-
ETCS4MINIBLP ETC ソース・フォーミニLED ポータブル ¥72,000 80CRI。LED12W。ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLC ETC ソース・フォーミニLED キャノピー ¥77,000 80CRI。LED12W。フランジ仕様、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLL ETC ソース・フォーミニLED ライティングレール ¥80,000 80CRI。LED12W。日本仕様ライティングレールプラグ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLPG ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー ポータブル ¥81,000 90CRI。LED12W。ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLCG ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー キャノピー ¥86,000 90CRI。LED12W。フランジ仕様、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLLG ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー ライティングレール ¥89,000 90CRI。LED12W。日本仕様ライティングレールプラグ、EサイズGOBOホルダ付属。

-ETC ソースフォーミニLED 白 本体-
ETCS4MINIBLPW ETC ソース・フォーミニLED ポータブル 白 ¥77,000 80CRI。LED12W。ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLCW ETC ソース・フォーミニLED キャノピー 白 ¥82,000 80CRI。LED12W。フランジ仕様、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLLW ETC ソース・フォーミニLED ライティングレール 白 ¥85,000 80CRI。LED12W。日本仕様ライティングレールプラグ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLPGW ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー ポータブル 白 ¥86,000 90CRI。LED12W。ダボ、落下防止ワイヤ、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLCGW ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー キャノピー 白 ¥91,000 90CRI。LED12W。フランジ仕様、EサイズGOBOホルダ付属。
ETCS4MINIBLLGW ETC ソース・フォーミニLEDギャラリー ライティングレール 白 ¥94,000 90CRI。LED12W。日本仕様ライティングレールプラグ、EサイズGOBOホルダ付属。

-ETC ソースフォーミニ レンズチューブ 黒-
ETCS4MINIB19 ETC ソース・フォーミニ19°レンズチューブ ¥15,000 色差枠付属。
ETCS4MINIB26 ETC ソース・フォーミニ26°レンズチューブ ¥15,000 色差枠付属。
ETCS4MINIB36 ETC ソース・フォーミニ36°レンズチューブ ¥15,000 色差枠付属。
ETCS4MINIB50 ETC ソース・フォーミニ50°レンズチューブ ¥15,000 色差枠付属。

-ETC ソースフォーミニ レンズチューブ 白-
ETCS4MINIW19 ETC ソース・フォーミニ19°レンズチューブ 白 ¥17,000 色差枠付属。
ETCS4MINIW26 ETC ソース・フォーミニ26°レンズチューブ 白 ¥17,000 色差枠付属。
ETCS4MINIW36 ETC ソース・フォーミニ36°レンズチューブ 白 ¥17,000 色差枠付属。
ETCS4MINIW50 ETC ソース・フォーミニ50°レンズチューブ 白 ¥17,000 色差枠付属。

-ETC ソース・フォーミニ オプション-
ETCMINIPHE ETC ソース・フォーミニ用Eサイズゴボホルダ ¥2,400
ETCMINIMR16 ETC ソース・フォーミニ用ランプ EUROSTAR IR MR16 ¥4,300

ETCMINICC ETC ソース・フォーミニ用ハンガー 黒 ¥3,600
ETCS4MINICF ETC ｿｰｽ4ミニ用金属製色差枠 黒 ¥1,200
ETCS4MINIDN ETC ｿｰｽ4ミニ用ドーナツ 黒 ¥1,200
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 ETC ソース・フォーミニ（ハロゲン） /  ソース・フォーミニLED

ETCS4MINITH ETC ｿｰｽ4ミニ用トップハット 黒 ¥4,700
ETCS4MINITHS ETC ｿｰｽ4ミニ用ショートトップハット 黒 ¥4,700
ETCS4MINIHH ETC ｿｰｽ4ミニ用ハーフトップハット 黒 ¥4,700
ETCS4MINIHHS ETC ｿｰｽ4ミニ用ハーフショートトップハット 黒 ¥4,700

ETCMINICCW ETC ソース・フォーミニ用ハンガー アルミ仕上 ¥4,800
ETCS4MINICFW ETC ｿｰｽ4ミニ用金属製色差枠 白 ¥2,400
ETCS4MINIDNW ETC ｿｰｽ4ミニ用ドーナツ 白 ¥2,400
ETCS4MINITHW ETC ｿｰｽ4ミニ用トップハット 白 ¥5,800
ETCS4MINITHSW ETC ｿｰｽ4ミニ用ショートトップハット 白 ¥5,800
ETCS4MINIHHW ETC ｿｰｽ4ミニ用ハーフトップハット 白 ¥5,800
ETCS4MINIHHSW ETC ｿｰｽ4ミニ用ハーフショートトップハット 白 ¥5,800
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