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AD600オールインワンタイプ アウトドアフラッシュは、高性能のリチウムバッテリー
パックを装備した非常にパワフルで携行に便利な大光量フラッシュシステムです。
AD600-TTL/AD600B-TTLは、内蔵のGODOX 2.4GHzワイヤレスＸシステムによりキヤ
ノンE-TTL II、 およびニコンi-TTLの調光システムをサポートします。
AD600-M/AD600B-M（マニュアル）は、Fullから1/256までマニュアル調光可能です。
また、X1フラッシュトリガー（別売/P13参照）により、ワイヤレス発光が可能です。

AD600B-TTL/AD600BはBowensマウントの各種アクセサリーが使用
することができます。AD600- TTLおよびAD600-M は、ともに多様な
GODOX純正アクセサリーを取り付けることができます。
AD600フラッシュシリーズは撮影操作をより簡単におこなえるように
なり、どんな複雑な照明環境下でも常に正確な露出効果を得ることが
できます。

〈日本正規版〉

TTL対応※ オールインワン型アウトドアフラッシュ

AD600-TTL/AD600B-TTLは光伝送、および2.4GHz ワイヤレスの2通りの方法
により、安定的なトランスミッション出力を実現しました。
AD600はキヤノンE-TTL IIオートフラッシュ、 ニコンi-TTLオートフラッシュ、ソ
ニーの調光システムに対応します。スレーブユニットとしてAD600-TTL 
/AD600B-TTLをGODOX TTLカメラフラッシュ、TTLアウトドアフラッシュ、TTL
スタジオフラッシュなどとともに使用することができます。

GODOX 2.4GHz ワイヤレスＸシステム内蔵！

GODOX 2.4GHzワイヤレスＸシステムを使用してTTLをコントロールまたは
GODOXワイヤレスフラッシュトリガー X1でTTL機能、フラッシュのパワーレ
ベル、サウンドビープおよびフラッシュのトリガーをワイヤレスでコントロー
ルできます。

AD600フラッッシュの本体には、
複数のトリガー方法を可能にする
ために3.5mmシンクロコードジャ
ックおよびワイヤレスコントロール
ポートが装備されています。
さらにUSBポートも装備され、こ
れはファームウェアのアップデート
時に使用します。

大きく鮮明なドットマトリックス
LCDパネルにより操作が容易にでき
ます。

10W LEDモデリングランプは光の明
るさを3段階に調整できます。

ワイヤレスリモートコントロールおよびトリガー

AD600フラッシュシリーズはすべて600WsおよびGN87（ISO 100・m、 AD-R7
標準リフレクター付き）の性能を持ち、すべての領域において5600±200Kの
安定的な色温度を維持します。
より効果的な光を創出するために25段階の出力調整（1/1 ~ 1/256）が可能で
す。TTLオートフラッシュ、フラッシュ露出補正、1/8000秒の超高速シンクロ、
先幕シンクロ、後幕シンクロ、マニュアルフラッシュ、マルチフラッシュ、C.Fn
カスタム機能等を完全サポートします。

600Ws のハイパワーと多彩な機能

600-TTL/600-M/600B-TTL/600B-M

600-TTL/600-M/600B-TTL/600-M
※AD600-M、AD600B-M は TTL 非対応近日発売予定

（AD600-TTL/AD600B-TTL）
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600/600M/600B/600BM〈日本正規版〉

AD600-TTL AD600B-TTL AD600-M AD600B-M

GODOX Bowens GODOX Bowens

スレーブユニット対応カメラ

フラッシュモード

ワイヤレススレーブモード

アクセサリーマウント

光伝送
2.4GHz無線
光伝送
2.4GHz無線
光伝送
2.4GHz無線

2.4GHz無線モード／
光伝送モード（ニコン／キヤノン互換）

－

－
－

－

－

JAN.

JAN.

JAN.

JAN.

4961360034615 

4961360034622 

4961360034639 

4961360034646 

253461

253462

253463

253464

AD600-TTL-K2C〈キヤノン用〉

AD600-TTL-K3C〈キヤノン用〉

AD600-M-K2C〈キヤノン用〉

AD600-M-K3C〈キヤノン用〉

JAN.

JAN.

JAN.

JAN.

4961360034677 

4961360034684 

4961360034691 

4961360034707 

253467

253468

253469

253470

AD600-TTL-K2N〈ニコン用〉

AD600-TTL-K3N〈ニコン用〉

AD600-M-K2N〈ニコン用〉

AD600-M-K3N〈ニコン用〉

86,000円

●GODOX WITSTRO AD600-M
　バッテリーフラッシュキットGX［日本正規版］

AD600フラッシュシリーズ専用の高性能のリチウムバッテリーパックは
大容量（11.1V/8700mAh）を有し0.01～2.5秒のリサイクルタイムで500回
のフルパワーフラッシュをおこなうことができます。
予備のリチウムバッテリー（P4「予備アクセサリー」参照）を携帯しておく
ことで、さらに長時間のフラッシュ撮影がおこなえます。

高性能で大容量のリチウムバッテリーパック

コード/253447

118,000円

各278,000円

各398,000円

各208,000円

各298,000円

●GODOX WITSTRO AD600-TTL
　バッテリーフラッシュキットGX［日本正規版］
コード/253448

JAN.4961360034479 

JAN.4961360034486

87（ISO 100・m）　※AD-R7 スタンダードリフレクター使用時
1/220～1/10000秒

600 W/s
9段階:1/256～1/1

Provided （最大100回、100Hz）
マニュアル、FEB：±3段 1/3刻み

ハイスピードシンクロ （最大1/8000秒）、 先幕および後幕シンクロ
0.01～30秒

○
○
10W
S1/S2
○

ドットマトリックスパネル

5 （A, B, C, D, E）

80m

32 （1～32）
リチウムバッテリーパック （11.1V/8700mAh）

500回
約 0.01-2.5秒

○
使用後約60分経過後自動OFF

3.5mmシンクロライン、ワイヤレスコントロールポート
5600±200K

220×245×125 mm／2.66 kg

TTL/M/Multi M/Multi

2.4GHz無線モード／
光伝送モード

AD600-TTLバッテリーフラッシュキットGK×2（リフレクター無し）、オクタボッ
クス80cm〈AD-H9〉、ライトスタンド×2、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機 
X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1

AD600-TTLバッテリーフラッシュキットGK×3（リフレクターは1個）、オクタボ
ックス80cm〈AD-H9〉、ライトスタンド×3、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機 
X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1

AD600-MバッテリーフラッシュキットGK×2（リフレクター無し）、オクタボック
ス80cm〈AD-H9〉、ライトスタンド×2、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機 
X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1

AD600-MバッテリーフラッシュキットGK×3（リフレクターは1個）、オクタボッ
クス80cm〈AD-H9〉、ライトスタンド×3、ワイヤレスフラッシュトリガー送信機 
X1TCまたはX1TN×1、キャリングバッグ×1

AD600-TTL-K2 GX 2灯キット

AD600-TTL-K3 GX 3灯キット

AD600-M-K2 GX 2灯キット

AD600-M-K3 GX 3灯キット

AD600キット（GODOXマウントのみ）

［内容］AD600-Mフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバ
ッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、リフレクター×1

［内容］AD600-TTLフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウム
バッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、リフレクター×1

86,000円

●GODOX WITSTRO AD600B-M
　バッテリーフラッシュキットBowens［日本正規版］
コード/253474

118,000円

●GODOX WITSTRO AD600B-TTL
　バッテリーフラッシュキットBowens［日本正規版］
コード/253473

JAN.4961360034745

JAN.4961360034738

［内容］AD600-Mフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウムバ
ッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、ランプカバー×1

［内容］AD600-TTLフラッシュユニット×1、フラッシュチューブ×1、リチウム
バッテリーパック×1、チャージャー×1、パワーケーブル×1、ランプカバー×1

［内容］

［内容］

［内容］

［内容］

スレーブ／OFF
3 （A, B, C）

屋内:12 ～ 15 m／屋外： 8～ 10 m

4 （1、2、3、4）

ニコンカメラ／
i-TTL/M/RPTフラッシュ対応

（マスターユニットがX1N使用など）
キヤノンEOSカメラ／

E-TTL II /M/RPTフラッシュ対応
 （マスターユニットがX1C使用など）

チャンネル

トランスミッション
範囲（約）

制御可能な
スレーブグループ

ガイドナンバー
フラッシュ閃光時間
最大パワー
パワー出力調整
マルチフラッシュ
フラッシュ調光補正（FEC）
シンクロモード
発光間隔
ファン
BEEP音
モデリングランプ（LED）
Opticalスレーブフラッシュ
フラッシュ継続時間表示
ディスプレイ
TTLワイヤレスフラッシュ機能

電源
発光回数（フル発光）
リサイクルタイム
バッテリー状況表示
パワーセーブ
シンクロトリガーモード
色温度
サイズ/重量（バッテリー含む）
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NEW

アンブレラやソフトボックス、スヌートセット、リフレクターやフィルターといったWitstro AD360/AD180用の
豊富なアクセサリーも、そのまま使用することができます。（P9 「AD360II/AD360/AD180共通アクセサリー」参照）

AD360/AD180ののADアクセサリーが共通で使用できます。

〈日本正規版〉 〈日本正規版〉

TTL対応 パワフル＆ポータブル フラッシュ

パワフル＆ポータブルフラッシュのWITSTROシリーズ、AD360の基本性
能に加え、内蔵のGODOX 2.4GHz ワイヤレス X システムにより、ニコン、
キヤノンのTTL機能に対応したAD360IIが誕生しました。
TTL調光、ハイスピードシンクロにも対応します。TTLワイヤレスフラッシ
ュトリガー「X1」を併用することで、離れた場所から無線による同調発光
も可能です。AD360II-NTTL〈ニコン用〉、AD360II-CTTL〈キヤノン用〉の2
タイプで日本電波法の認証を受けた日本正規版です。
WITSTROシリーズに採用されている電源のPB960バッテリーパックは、
フル充電時で最大約450回の発光が可能。さらに2台のフラッシュに同
時に電源を供給することができます。
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一般的なフラッシュと同等の大きさで、カメラ・レンズとともにカメラバッ
グにコンパクトに収納できます。

AD360 II の大きな LCD パネ
ルはクリアドットマトリック
ス LCD を採用。
非常に明るくみやすい設計
になっています。

カメラに取り付けて使用する場合、AD360II-Cはキヤノン EOSカメラに、
AD360II-Nはニコン デジタル一眼レフカメラにそれぞれ対応します。
AD360IIフラッシュを使用する場合、内蔵のGODOX 2.4GHz ワイヤレス X シ
ステムにより、AD360II-Cはキヤノン E-TTLIIオートフラッシュに、AD360II-Nは
ニコン i-TTLオートフラッシュに対応します。

携帯性に優れたコンパクト設計

見やすく大きな LCD パネル搭載

スタジオ品質のハイパワーフラッシュ

AD360II-CおよびAD360II-Nは、マスター＆スレーブ機能により、GODOX 
TTLカメラフラッシュ、TTLアウトドアフラッシュ、TTLスタジオフラッシュ
などと組み合わせて使用することができます。

マスター＆スレーブ機能

AD360II-CおよびAD360II-Nは、2.4GHz の無線トリガー機能を内蔵。
X1ワイヤレスフラッシュトリガー（P7、P13参照）と組み合わせることでワ
イヤレスで同調発光できます。オフカメラ時にGODOX 2.4GHz ワイヤレス
Ｘシステムを使用することでキヤノン E-TTL II または ニコン i-TTLは各カ
メラの方式に従ってスイッチが自動的に入ります。
さらにX1をカメラに取付けて使用することで最速※1/8000秒のHSS（ハイ
スピードシンクロ）が可能です。

※カメラの機能により最速スピードは異なります。

各カメラのTTL機能に自動設定

5600K ±200K以内の正確な色温
度で、マニュアルモード、S1/S2フ
ォトスレーブモード、RPTモード搭
載の高速マルチストロボ。ワイヤレ
スコントロールポート、3.5mmミニ
ピン入力端子、PC端子装備。

正確な色温度、
豊富なトリガー方式

高性能、バッテリーパック

小型で軽量なバッテリーパック。2つのフラ
ッシュに同時に電力を供給する、デュアル
アウトプット仕様。バッテリーモジュールは
取外しができ、交換可能です。

＜P14-15参照＞

GODOX 2.4GHz ワイヤレスＸシステム内蔵！
異なるカメラにも対応

ハイパワー 360Ws、22段階のパワーコントロール（1/1～1/128）により効果的
な撮影を楽しむことができます。
複雑な撮影条件にも素早く対応。屋外でもスタジオフラッシュと同等の光質
が得られます。また、クリップオンフラッシュとしてカメラに取り付けた場合、
照射角28mmをカバーします。充実したアクセサリーとの組み合わせで、手
軽に高画質なフラッシュ撮影が可能になります。
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〈日本正規版〉

ニコン DSLRカメラ キヤノン EOSカメラ

〈日本正規版〉

TTL ワイヤレスフラッシュトリガー
［別売］

2.4GHz帯を使用する無線式のラジオトリガーです。最大100m離れたス
トロボを同調発光できます。1台の送信機で1台または複数のAD360II 
TTLを同調発光でき、ホットシュー、シンクロケーブルでの同調、1/8000
秒までのハイスピードシンクロにも対応します。
さらにワイヤレスシャッターとしても使用可能です。〈日本電波法認証〉

NEW

AD360II-NTTL AD360II-CTTL

E-TTL IIオートフラッシュ／
マニュアルフラッシュ

i-TTL IIオートフラッシュ／
マニュアルフラッシュ

最大90回、100Hz

モデル名
対応カメラ
スレーブユニット対応カメラ
　

露出コントロールシステム
　
最大パワー
パワー出力調整
バウンス角度
フラッシュ閃光時間
フラッシュ調光補正（FEC）
 
シンクロモード
FEロック
マルチフラッシュ　
ワイヤレスフラッシュ機能
制御可能なスレーブグループ

　

モデリングフラッシュ
オートアシストビーム範囲（約）  
電源
発光回数（フル発光）
リサイクルタイム
パワーセーブ
シンクロトリガーモード

色温度
サイズ／重量※

<FEL>ボタンまたは< * >ボタン付き
最大100回、199Hz

中心 ： 0.6～10m/周辺 ： 0.6～5m 

光伝送

光伝送
2.4GHz無線

360W/s
8段階：1/128～1/1

上下：-15°～90°　左右：270°
1/220 ～ 1/10000秒

高速シンクロ（最大1/8000秒）、先幕シンクロおよび後幕シンクロ

マスター、スレーブ、OFF
3  （A、B、C）

4 （1、 2、 3、 4）
32 （1 ～ 32）

カメラの被写界深度プレビューボタン

GODOX PB960リチウムパワーパック
約 450回 （PB960パワーパック装着） ※撮影環境により異なります。

約0.05 ~ 4.5秒（PB960パワーパック装着）
使用後約60分経過後自動OFF

ホットシュー、3.5mmシンクロライン、
PCシンクロソケット、ワイヤレスコントロールポート

5600±200K
W75 × D95 × H220mm ／ 800g 

キヤノンEOSカメラ、 E-TTL IIオートフラッシュ
（マスターユニットがTTLワイヤレスフラッシュトリガーX1Cを使用時など）

ニコンカメラ、i-TTL
　（マスターユニットがTTLワイヤレスフラッシュトリガーX1Nを使用時など）

マスター（トランスミッター） ： 約3m
スレーブ（レシーバー） ： 屋内=12～15m／野外=8～10m

マスターユニット受信アングル ： ±40°水平方向　±30°垂直方向
70m （AD360IIをトランスミッターとして）
100m（X1をトランスミッターとして）

2.4GHz無線

トランスミッション
範囲（約） 

チャンネル

製品コード 製品名 JANコード

AD360II-N 〈ニコン/ブラック〉キット
AD360II-N 〈ニコン/オレンジ〉キット
AD360II-C 〈キヤノン/ブラック〉キット
AD360II-C 〈キヤノン/オレンジ〉キット

4961360033786

4961360033793

4961360033847

4961360033854

253378
253379
253384
253385

●GODOX WITSTRO 
　AD360II-N〈ニコン用〉単体 ［日本正規版］

各84,000円

●GODOX WITSTRO 
　AD360IIキット［日本正規版］

［AD360II-N 内容］
・AD360II-N〈ニコン用〉フラッシュ　
・フラッシュチューブ
・リフレクターフィルター
・バッテリーケーブル

コード/253471 62,000円
JAN.4961360034714

●GODOX WITSTRO 
　AD360II-C〈キヤノン用〉単体 ［日本正規版］

［AD360II-C 内容］
・AD360II-C〈キヤノン用〉フラッシュ　
・フラッシュチューブ
・リフレクターフィルター
・バッテリーケーブル

コード/253472 62,000円
JAN.4961360034721

＜P13参照＞＜P12参照＞

AD360IIフラッシュにXT16を使用すること
で、ワイヤレスフラッシュはもちろんのこと、
パワーレベルの調整、フォーカスアシストビ
ーム、サウンドビープなどもそれぞれワイヤ
レスでコントロールすることができます。
〈日本電波法認証〉

※フラッシュチューブ、リフレクターを除く

［AD360IIキット内容］
・AD360IIフラッシュ
・バッテリーパックPB960 
・フラッシュチューブ
・標準リフレクター
・リフレクターフィルター　

・バッテリーケーブル
・ACチャージャー
・ショルダーストラップ
・ミニスタンド   ・ポーチ
・オフカメラアダプター

・標準リフレクター
・オフカメラアダプター
・ミニスタンド　・ポーチ

・標準リフレクター
・オフカメラアダプター
・ミニスタンド　・ポーチ

NEW〈日本正規版〉

マニュアル、FEB: ±3 段 1/3刻み
（マニュアルFECおよびFEの組み合わせ）



パワフル＆ポータブル フラッシュ

7

〈日本正規版〉 NEW

5600K ±200K以内の正確な色温度で、
マニュアルモード、S1/S2フォトスレーブ
モード、RPTモード搭載の高速マルチスト
ロボ。ワイヤレスコントロールポート、
3.5mmミニピン入力端子、PC端子装備。

複雑な撮影条件にも素早く対応。屋外でもスタジオフラッシュと同等の
光質が得られます。また、クリップオンフラッシュとしてカメラに取り付
けた場合、照射角28mmをカバーします。充実したアクセサリーとの組
み合わせで、手軽に高画質なフラッシュ撮影が可能になります。

スタジオ品質のハイパワーフラッシュ

AD360/180フラッシュにXT16を使用すること
で、ワイヤレスフラッシュはもちろんのこと、パ
ワーレベルの調整、フォーカスアシストビーム、
サウンドビープなどもそれぞれワイヤレスでコ
ントロールすることができます。
X1送信機とXT16受信機を利用することでFull
～1/8の出力範囲で最速1/8000秒のHSS（ハイ
スピードシンクロ）同調も可能です。

WITSTRO AD180/AD360 フラッシュシステムはサイズと重量がほぼ同じ他
の一般的なフラッシュと比較して 3～7 倍のパワーを有しています。
オンフラッシュ、またはオフカメラフラッシュとして屋外撮影においてス
タジオ照明なみの上質な光を提供します。結婚式、会議、パーティー、およ
びスポーツや屋外イベントにおける撮影に最大の効果を発揮します。

ワイヤレスコントロール

正確な色温度、豊富なトリガー方式

360W/s

最大450回（PB960フル充電時）
0.05～4.5秒（PB960使用時）

AD360

253341
253354

AD360キット〈オレンジ〉
AD360キット〈ブラック〉

4961360033410

4961360033540

最大パワー
バウンス角度
電源
発光回数
リサイクルタイム
色温度
フラッシュ閃光時間
照射角
モード
端子

サイズ／重量※

上下-15°～90°　左右270°
GODOX PB960リチウムパワーパック

5600K±200K
1/300秒～1/10000秒

フルサイズ28mmレンズの画角をカバー
マニュアル、S1/S2スレーブ、RPT
ワイヤレスコントロールポート、

3.5mmミニピン、PCシンクロソケット
W70 × D90 × H205mm／550g

上下-15°～90°　左右270°
GODOX PB960リチウムパワーパック

5600K±200K
1/300秒～1/10000秒

フルサイズ28mmレンズの画角をカバー
マニュアル、S1/S2スレーブ、RPT
ワイヤレスコントロールポート、

3.5mmミニピン、PCシンクロソケット
W75 × D95 × H220mm／780g

AD180

最大パワー
バウンス角度
電源
発光回数
リサイクルタイム
色温度
フラッシュ閃光時間
照射角
モード
端子

サイズ／重量※

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

AD180キット〈オレンジ〉
AD180キット〈ブラック〉

4961360033403

4961360033533

253340
253353

各54,000円
●GODOX WITSTRO AD180キット

●GODOX WITSTRO AD180単体

［AD180内容］・AD180フラッシュ　・フラッシュチューブ

コード/253358 37,000円 JAN.4961360033588

各67,000円
●GODOX WITSTRO AD360キット

●GODOX WITSTRO AD360単体

［AD360単体内容］・AD360フラッシュ　・フラッシュチューブ

コード/253359 49,000円 JAN.4961360033595

180W/s

最大900回（PB960フル充電時）
0.05～2.6秒（PB960使用時）

　　
　　

［AD360キット内容］
・AD360フラッシュ
・標準リフレクター
・リフレクターフィルター
・バッテリーパックPB960

・バッテリーケーブル
・フラッシュチューブ
・オフカメラアダプター
・ショルダーストラップ

・ACチャージャー
・ミニスタンド
・ポーチ

［AD180キット内容］
・AD180フラッシュ
・標準リフレクター
・リフレクターフィルター
・バッテリーパックPB960

・バッテリーケーブル
・フラッシュチューブ
・オフカメラアダプター
・ショルダーストラップ

・ACチャージャー
・ミニスタンド
・ポーチ

高性能バッテリー
小型・軽量で2つのフラッシュ同時に電源供給可能な、デュアルアウト
プット仕様。バッテリーモジュールは取外して交換可能です。

＜P12-13参照＞

一般的なフラッシュと同等の大きさ
で、カメラ・レンズとともにカメラバ
ッグにコンパクトに収納。AD180は
重さ550g（AD360は780g）で携帯性
にすぐれています。

携帯性に優れたコンパクト設計

※フラッシュチューブ、リフレクターを除く

※フラッシュチューブ、リフレクターを除く

＜P14-15 参照＞



共通アクセサリー

専用アクセサリー 

FT-AD600用
フラッシュチューブ

●ゴドックス用

●ボーエンス用

●スタンダードリフレクター用

スタンダードリフレクターハニカムグリッド

WB87 AD600用
リチウムバッテリー

253455
253456
253457
253458
253459
253460
253452
253453
253242
253454
253449
253451

ハニカムグリッド〈AD-H7〉
スヌート〈AD-H1〉
ディスクリフレクター42cm〈AD-H4〉
ディスクリフレクター55cm〈AD-H5〉
オクタボックス60cm〈AD-H6〉
オクタボックス80cm〈AD-H9〉
AD600用ポータブルバッグ〈PB600〉
AD600用セミハードバッグ
スタンダードリフレクター〈AD-R7G〉
スタンダードリフレクター〈AD-R7B〉
WB87 AD600用リチウムバッテリー
FT-AD600用フラッシュチューブ

4961360034554 

4961360034561 

4961360034578 

4961360034585 

4961360034592 

4961360034608 

4961360034523 

4961360034530 

4961360032420

4961360034547 

4961360034493 

4961360034516 

製品コード 製品名 JANコード価格（税別）

1,700円
2,400円
6,000円
12,000円
7,000円
8,800円
2,000円
8,500円
1,800円
1,800円
23,000円
16,000円

光を集光し、スポット照
射に。被写体へのハイラ
イト効果を高め、小物撮
影に最適です。

ハニカムグリッド
光に指向性を与えて、ライティングをコ
ントロールすることができます。照射面
を制限してスポット効果を高めます。
（AD-R7スタンダードリフレクター用）

600-TTL/600-M

均一で柔らかい光を作ります。シ
ルバーのリフレクター面はコント
ラストを強くします。

※AD600B- TTLとAD600B-Mには、Bowensマウントの各種アクセサリーをご使用ください。

ディスクリフレクター
AD-H4/H5

スヌートAD-H1

AD-H7

AD600用
セミハードバッグ
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 サイズ：φ305mm × H115mm　重量：440g

サイズ：φ138mm　重量：60g

サイズ：φ940mm（収納サイズ：390mm）　
重量：290g

セット総重量：110g

ディスクリフレクター

アンブレラリフレクター

カラーフィルター/グリッドセット

ソフトボックスセット

サイズ：φ480mm　重量：280g

［カラーフィルター］サイズ：φ120mm　重量：20g
［ハニカムグリッド］サイズ：φ116mm　重量：20g

アンブレラを使用する際に一緒にご使用いただくと、
最適な照射角度をつくりだします。

多用途に使用できるソフトボックスセット。
ディスク、ディフューザー、ハニカムグリッ
ドを交換して使用することができます。

カラーフィルター赤・青・緑・黄の4色とハニカムグリッドのセット。

※AD-S5を発光部に取付ける場合は、AD-S6が必要です。

均一で柔らかい光を作ります。ハニカムグリッド
は光を制限し、スポット効果を高めます。中心か
ら周辺へ柔らかく緩やかなグラデーションが人気。
シルバーのリフレクター面は反射を強くします。

光を集光し、小さな照射エリアを
つくります。被写体のハイライト
の演出にご使用ください。ブラ
ックとシルバーのセット。

253342
253343
253344
253345
253346
253347
253348
253349
253350
253351
253366
253437
253368

ディスクリフレクター〈AD-S3〉
アンブレラ〈AD-S5〉
アンブレラリフレクター〈AD-S6〉
ソフトボックスセット〈AD-S7〉
スヌートセット〈AD-S9〉
カラーフィルター/グリッドセット〈AD-S11〉
伸縮式ポール〈AD-S13〉
ケーブル〈AD-S14〉
フラッシュチューブAD180用
フラッシュチューブAD360/AD360II用
PB-Yアダプター
3mシンクロケーブル3.5mmピン
プロテクション〈AD-S15〉

7,200円
2,300円
1,700円
5,500円
2,500円
2,800円
4,000円
3,200円
5,500円
11,000円
2,300円
1,700円
650円

4961360033427

4961360033434

4961360033441

4961360033458

4961360033465

4961360033472

4961360033489

4961360033496

4961360033502

4961360033519

4961360033663

4961360034370

4961360033687

アンブレラ
光を拡散させ、ソフトな光を演出する
ためのツールです。折りたたんだ状態
では39cmとコンパクトに収納できる
ので、持ち運びにも便利です。



その他撮影用品

柔らかい光を作り出す、ソフトボックスです。被写体に応じて、
サイズを60cmまたは80cmからお選びください。

PB600ポータブルバッグは、AD600本
体をジャストサイズで収納できるショル
ダータイプです。
開閉カバー式になっているので外から
のパラメーター調整および雨やほこり
から機器を保護します。

AD600用ポータブルバッグ

オクタボックスAD-H6/H9

PB600

希望小売価格（税別） JANコード

GODOXスピードライト用ソフトボックス
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プロテクション

バッテリーケーブル

伸縮式ポール

フラッシュチューブ保護用キャップ。

4段式手持ち用伸縮ポール。
最短0.5mから最長1.6mまで調整が可能です。

AD360IIまたはAD360、AD180と、PB960
を最長5mまで離して使用することができ
ます。

PB-Yアダプター

3mシンクロケーブル

AD360IIまたはAD360、AD180
にPB960の2ヶ所のポートか
ら同時に電力を供給させるた
めのアダプター。
チャージのスピードアップが
図れます。

ライトスタンド

6,500円
8,000円
9,000円

希望小売価格（税別）高さ/重量 耐荷重 JANコード

195～73cm/

250～89cm/

260～100cm/

1,060g 

1,260g 

1,960g 

～4kg 

～6kg 

～6kg 

ライトスタンドS
ライトスタンドM
ライトスタンドL

4961360034943

4961360033885

4961360033366

6,500円
7,000円
8,000円
9,000円
3,600円

4961360034752

4961360034769

4961360034776

4961360034783

4961360032437

ソフトボックスXS
ソフトボックスS
ソフトボックスM
ソフトボックスL
Sブラケット スピードライト用

40X40cm               

50X50cm         

60X60cm         

80X80cm 

［ソフトボックス内容］
 ・ソフトボックス本体
　フロントディフューザー、
　インナーディフューザー付
 ・Sブラケット
 ・グリッド
 ・専用ソフトケース

GODOXライトスタンドは、軽量
なアルミ製3段式スタンド（オス
ダボ仕様）です。（Sのダボ部に
は1/4インチネジが装備）伸縮高
により、S、M、Lサイズの3サイズ
からお選びいただけます。

GODOXのソフトボックス スピードライト用は簡単に展開で
き、収納時は非常にコンパクトにたたむことができるソフト
ボックス4サイズです。
ブラケット部にスピードライトの発光部を挟み込んで使用
するため、市販のほとんどのクリップオンストロボに使用可
能です。フロントディフューザーとインナーディフューザー
を装備、より均一な光を提供できます。

スピードライト用ソフトボックス

光に指向性を与え、立体感を演出します。

GODOX ソフトボックスは使用しないときはフラットでコンパクト。
標準で付属している専用ソフトケースにすっぽり納まり、
持ち運びにも、収納にも便利です。

グリッド標準装備

汎用性の高いSブラケットを標準装備

専用ケース付きコンパクトに持ち運びOK

Sブラケット 
スピードライト用
※ソフトボックスに付属

ソフトボックス
XS

ソフトボックス
S

ソフトボックス
M

ソフトボックス
L

GODOXソフトボックスに付属しているブラケットは、スピードライトにボーエンス/フォトフレック
スのコネクターを介し、各種ソフトボックスを装着できるブラケットです。

253494
253388
253336

253475
253476
253477
253478
253243
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パワフルリングフラッシュ

 

WITSTROAR-B4500バッテリー253446
製品コード 製品名 価格（税別） JANコード

496136003446210,000円

［AR400内容］
・ AR400パワフルリングライト
・ アンブレラブラケット
・ 折りたたみ式ライトブラケット
・ デフュージョンカバー
・ バッテリーチャージャー
・ リチウムイオンバッテリー

AR400

AR400

リング型パワフルフラッシュ
WITSTROシリーズのパワフルリングフラッシュAR400は、影のない照明を供給
し、強力なパワーで均等な光を効果的に創出します。電源はポータブルで斬新
な高性能11.1Vリチウムバッテリー〈AR-B4500〉により、フルフラッシュで450回
発光可能。
さらにXT-16（WITSTRO用）を使用することにより、ワイヤレスフラッシュはもち
ろんのこと、パワーレベルの調整、フォーカスアシストビーム、サウンドビープな
どもそれぞれワイヤレスでコントロールすることができます。
AR400リングフラッシュでライティングを身近で手軽に楽しむことができます。

AR400
AR-B4500

（リチウムイオン 11.1V/4500mA）
400Ws

36（ISO 100・m）
約450回
1/128～1/1
1/128～1/4
1/32～1/1
0.05～2.8秒
5600K±200K

1/300秒 － 1/1000秒
 3.5mm/PCシンクロコードジャック、スレイブトリガー、

テストボタン、ワイヤレス・コントロールポート
440 （0.5m）

225 × 230 × 70mm／約1,400g

モデル
バッテリー
 
最大出力
ガイドナンバー
フルフラッシュ（1/1）
M/S1/S2モード
RPTモード 
高速シンクロ
リサイクルタイム 
色温度 
フラッシュ時間 
トリガー方法 

100%LED光度（LUX） 
サイズ／重量

●GODOX WITSTRO 
　AR400リングフラッシュ
コード/253441 82,000円
JAN.4961360034417

均等な照明と多用途性
　リング型ヘッドの採用で影のない照明を可能。明るさ調整可能なLEDバルブ搭
載で安定した照明を供給、軽量・ポータブルなボディに仕上げました。

強力なパワーと多機能性
　400Wsの強力パワー出力で22段階のパワーコントロール機能付き(1/1～
1/128)。S1/S2のスレーブトリガーをサポートします。RPTストロボスコーピックフ
ラッシュ、高速シンクロなど。

高性能リチウムバッテリー使用
　AR400は高性能リチウムバッテリー(11.1V/4500mAh)採用、フルパワーで450回
以上の出力と0.05～2.8秒のリサイクルタイムを可能にします。

ワイヤレス リモートコントロール XT16＜P12参照＞
　XT-16ワイヤレス パワーコントロール フラッシュトリガー（別売）でフラッシュパ
ワー出力および他の機能を離れた場所からコントロールすることができます。

便利なアクセサリー類
　AR400には折りたたみライトブラケット、アンブレラブラケット、ディフュージョン
カバーなどが付属品として同梱されています。すべての付属品は取り付け/取り
外しが容易に行え、効果的な撮影をサポートします。



光伝送
2.4GHz無線
光伝送

2.4GHz無線
光伝送
2.4GHz無線
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TTL　Li-ion
カメラ用フラッシュ

リチウムイオンバッテリー

バッテリー用チャージャー

253444

253445

製品コード 製品名 価格（税別）

JAN.4961360034448

JAN.4961360034455

5,800円

2,800円

［V860-Ⅱ N内容］
・ V860-Ⅱ Nフラッシュ
・ リチウムイオンバッテリー
・ バッテリー用チャージャー
・ ケース
・ スタンド

［V860-ⅡC内容］
・ V860-Ⅱ Cフラッシュ
・ リチウムイオンバッテリー
・ バッテリー用チャージャー
・ ケース
・ スタンド

TTL Li-ion Camera Flash

※フルフラッシュにおいては連続30回を過ぎると過熱保護機能で発光が停止になることがあります。

●GODOX V860-ⅡC 〈キヤノン用〉

●GODOX V860-ⅡN 〈ニコン用〉

コード/253466

コード/253465

29,800円

29,800円

JAN.4961360034660

JAN.4961360034653

1.5秒高速チャージTTL対応スピードライト
VING TTLカメラフラッシュV860IIは、Godox 2.4GHzワイヤレスXシステム搭載、ガイドナンバー60（ISO100/200mm）
および20～200mmレンズ対応のズームフラッシュにより、均一な配光と安定した高出力の効果的な撮影環境を提
供します。さらにリチウムバッテリーを採用、高速充電およびポータブルで可動性、携行性に優れています。

対応カメラ

ガイドナンバー（1/1出力@200mm）
フラッシュ範囲
　
　
　
　
フラッシュ継続時間
　露出コントロールシステム
　フラッシュ露出補正（FEC）
　FEロック
　シンクロモード 
　マルチフラッシュ
　ワイヤレスフラッシュ機能 
　制御可能な
　スレーブグループ
　送信範囲（約）
 
　
　チャンネル

　スレーブ準備完了表示
　モデリングフラッシュ
オートフォーカスアシストビーム
　電源
　リサイクルタイム
　フル発光回数（最大）
　オートパワーオフ
シンクロトリガーモード
色温度
サイズ（縦×横×高）/重量

Canon EOSシリーズモデル
（E-TTLオートフラッシュ）

　

　
　

E-TTL オートおよびマニュアル

最大100回、199Hz
3 （A、BおよびC）

5 （A.B.C.D.およびE）

Nikonデジタル一眼レフカメラ
（i-TTLオートフラッシュ）　

　
　

i-TTL オートおよびマニュアル

最大90回、100Hz
　3 （A、BおよびC）

V860II C 仕様 V860II N 仕様

露
出
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ワ
イ
ヤ
レ
ス
フ
ラ
ッ
シ
ュ

電
源
部

60（m/ISO100）　190（ft/ISO100）
20～200mm （14mmワイドパネル付き）

オートズーム（フラッシュ発光範囲はレンズの焦点距離および
画像サイズに合致するように自動設定）

マニュアルズーム
スイング/チルトフラッシュヘッド（バウンスフラッシュ）：0～360°

1/300～1/20000秒

マニュアルFEB: ±3段 1/3刻み（マニュアルFECとFEBとの組み合わせ可）
FELボタンまたは*ボタン付き

ハイスピードシンクロ （1/8000秒まで）／先幕/後幕シンクロ
マスター、スレーブ、OFF

室内：12～15m　屋外：8～10m
マスターユニット受信アングル±40°（水平方向）±30°（垂直方向）

100m
4 （1、2、3、4）
32 （1～32）

2個のインジケーター点滅
カメラの被写界深度プレビューボタンで発光

効果範囲（約）　=　中心部分：0.6～10m　周囲部分：0.6～5m
11.1V / 2000mAh リチウムイオンポリマーバッテリー
 <1.5秒、フラッシュ準備完了時赤のLED表示が点灯

約650回
発光後、アイドリングより約90秒経過後自動OFF（スレーブ設定時：約60分後）

ホットシュー、2.5mmシンクロライン、ワイヤレスコントロールポート
5600±200 K

64 x 76 x 190 mm／430g（バッテリー付き：540g）

V860IIフラッシュは、高精度なリチウムイオンバッテリー
の採用により、最速1.5秒のリサイクルタイム、フル発
光回数は最大650回を実現しました。

V860IICはマスターフラッシュとしてCanon スピードラ
イト （例：600EX-RT、580EX IIなど）をTTLまたはマニ
ュアルモードでコントロールします。
また、スレーブフラッシュとしてCanonスピードライト
（例：600EX-RT、580EX IIなど）の信号およびCanon 
7D、60D、70Dなどのカメラ内蔵フラッシュの信号をワ
イヤレスで受信することができます。
V860IINはマスターフラッシュとしてNikonスピードラ
イト （例：SB-900, SB-910など）をコントロールします。
スレーブフラッシュとしてNikon スピードライト （例：
SB- 900、SB-910など）の信号およびNikonカメラ
（D7100 / D7000 / D800など）の内蔵フラッシュの信
号をワイヤレスで受信することができます。

パワフルなリチウムイオンバッテリー

V860II 採用の
リチウムイオンフラッシュ

従来のアルカリ電池
パワーフラッシュ

Godox 2.4GHzワイヤレスXシステム内蔵で100mまでの遠隔操作が可
能になります。カメラ側にX1フラッシュトリガーを使用することでTTLワ
イヤレスコントロールが可能。また、カメラ上にV860Ⅱを取りつけ、X1
フラッシュシステムに対応したほかのオフカメラフラッシュをワイヤレス
でTTL調光することも可能です。

V860IICはCanon EOSカメラ（E-TTL IIオートフラッシュ）に、V860IINは
Nikonデジタル一眼レフカメラ（ i-TTL IIオートフラッシュ）にそれぞれ対
応しています。

TTL 機能を完璧にサポート

マスター、およびスレーブフラッシュ

2.4GHz ワイヤレスXシステム内蔵 後幕シンクロ先幕シンクロハイスピード
シンクロ

フラッシュ露出補正マルチフラッシュ

バッテリー1個でアルカリ電池3組分の発光が可能です

NEW!



トランスミッター
レシーバー

電
源
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〈日本正規版〉
ワイヤレス パワーコントロール
フラッシュトリガー

　VING用受信機［日本正規版］
●GODOX XTR16Sワイヤレスフラッシュトリガー

　VING用セット［日本正規版］ 
●GODOX XT16S ワイヤレスフラッシュトリガー

　WITSTRO用受信機［日本正規版］ 
●GODOX XTR16ワイヤレスフラッシュトリガー

　WITSTRO用セット［日本正規版］ 
●GODOX XT16 ワイヤレスフラッシュトリガー

［XT16内容］
・ XT16 トランスミッター（送信機）
・ XTR16 レシーバー（受信機）

※ ※

※XT16システムはTTLには対応していません。

［XT16S内容］
・ XT16 トランスミッター（送信機）
・ XTR16S レシーバー（受信機）

ワイヤレス フラッシュトリガー

JAN.4961360033816

JAN.4961360033809

JAN.4961360033830

JAN.4961360033823

コード/253381

コード/253380

コード/253383

コード/253382

3,200円

7,400円

3,200円

7,400円GODOX WITSTROシリーズ
Quicker、Quicker D  
QT、QS、Gemini GT/GS、
DEおよびDPシリーズ
スタジオフラッシュ

GODOX Vingシリーズ対応フラッシュ

対応適合カメラ

フラッシュパワー比率
AFアシストビームON/OFF
ブザー機能ON/OFF
パワー比率表示モード
フラッシュトリガー

単3形電池 × 2本
5V（フラッシュより電源供給）

2.4 GHzワイヤレストランスミッション
100m以上 （屋外）

内蔵リモートシステム
トランスミッション範囲

トランスミッター
レシーバー
セット
レシーバーのみ

1/250秒
16

97.6×49.9×36.95 mm
55×27×9 mm

約70g
約10g

57×30×26.5mm
約80g
約20g

フラッシュコントロール 

重
量

サ
イ
ズ

最大シンクロ速度
チャンネル数

キヤノン
ニコン 
ペンタックス
オリンパス
など

NEW NEW

・ GODOX WITSTROシリーズ
・ Quicker、Quicker D  QT、
  QS、Gemini GT/GS、
・ DEおよびDPシリーズ
・ スタジオフラッシュ

・ GODOX Vingシリーズ

TTL Li-ion Camera Flash

GODOX XTシリーズはGODOX製フラッシュシステムに使用できるワイヤレスパワーコントロールフラッシュトリガーです。
XT16はGODOX WITSTRO用に、XT16SはGODOX Vingシリーズ用に開発されました。
GODOX製フラッシュのワイヤレスポートにレシーバー（受信機）を接続することで、フラッシュトリガーのみならず多様な機能、
たとえばパワー比率調整、ブザーのON/OFFコントロール、およびAFアシストビームなども使用可能になります。
XT16/XT16Sトリガーセットはトランスミッター（カメラ側に搭載）とレシーバー（フラッシュ側に搭載）で構成されています。
XTシリーズのリモートコントロールにより、GODOXのワイヤレスシステムが非常に広範囲になりました。
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〈日本正規版〉
TTLワイヤレス
フラッシュトリガー

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

キヤノン EOS一眼レフカメラ
PCシンクロソケット付きカメラ

2.4GHzワイヤレストランスミッション
単3形電池 × 2本

○
○

○±3ストップ（1/3刻み）
○

マニュアルオープン

×
○（カメラ被写界深度プレビューボタン使用）

約100m（電波状況により異なります）
 32

○（0 ~ 10ms, ユニットとして100us使用）
レシーバーは2.5シンクロポート経由で

コントロールトラスミッター経由でフラッシュの焦点距離を調整
ワイドLCDパネル、バックライトON/OFF

トランスミッター：PCコードによる入出力／レシーバー：2.5mmシンクロコード使用で出力
マイクロUSBポート使用してアップデート

設定は最終使用後2秒後に確定およびリセット後復帰

TTLオートフラッシュ
内蔵リモートシステム
電源
マニュアルフラッシュ
　 高速シンクロ 
　 フラッシュ調光補正
　 フラッシュ露出ロック
　 フォーカスアシスト
　 マルチフラッシュ
　 後幕シンクロ
　 モデリングフラッシュ

　 ワイヤレス機能

 
　 トランスミッション範囲
　 チャンネル数
シンクロディレイセット
ワイヤレスシャッター
Zoom設定
LCDパネル
出力インターフェース
ファームウェアアップデート
メモリー機能
サイズ・重量

ニコン デジタル一眼レフカメラ
PCシンクロソケット付きカメラ

T
T
L
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ワ
イ
ヤ
レ
ス
フ
ラ
ッ
シ
ュ

最大6グループ（M/A/B/C/D/E）
Ratioグル―ピングモードは3 （A/B/C）

E-TTL II

TTLモードではRatio Off
MモードではRatio （A:B C）
GRグループサポート：A-Eグループ
各フラッシュモードを個別設定

ニコン CLS
（クリエイティブライティングシステム）

対応

最大6グループ （M/A/B/C/D/E）

対応カメラ

　 制御スレーブグループ

i-TTL

○

トランスミッター：72×75×52mm / 100g
レシーバー：70×65×47mm /70g

X1RNJニコン用X1RCJ キヤノン用

X1TNJ ニコン用X1TCJ キヤノン用

X1N J ニコン用セットX1C J キヤノン用セット

各14,000円

各8,300円

各6,600円

X1RNJ ニコン用受信機
X1RCJ キヤノン用受信機

X1TNJ ニコン用送信機
X1TCJ キヤノン用送信機　

X1C J キヤノン用セット
X1N J ニコン用セット

4961360033762

4961360033755

4961360033748

4961360033731

4961360033717

4961360033724

253376
253375

253374
253373

253371
253372

●X1J TTLワイヤレスフラッシュトリガーセット
　［日本正規版］

●X1T J TTL
　ワイヤレスフラッシュトリガー
　送信機［日本正規版］

●X1R J TTL
　ワイヤレスフラッシュトリガー
　受信機［日本正規版］　

トランスミッターとレシーバーはともにバックライト付きLCDパネルを装備。見や
すく操作が便利になります。

GRグループフラッシュとワイヤレスグルーピングシステム（最大6グループ／32チャンネル）
およびフラッシュトリガー機能付き

大きく見やすい LCDパネル

ワイヤレスリモートコントロールとグルーピングシステム

■多用途に対応する機能：
　ワイヤレスシャッターレリーズ
■入出力用PCシンクロソケット：
　出力用2.5mmシンクロケーブル

その他の機能

ワイヤレス
シャッターレリーズ

ワイヤレス
スタジオフラッシュトリガー

無線 2.4GHzワイヤレス
トランスミッター内蔵

ワイヤレス
スピードライトトリガー

TTLワイヤレスフラッシュトリガーXICは、キヤノン EOSカメラシリーズに、XINはニコン DSLRカメラシリーズに
それぞれ対応します。X1はマルチチャンネルトリガーを装備し、安定した信号伝達および精度の高いリアクシ
ョンを特長とし、カメラシャッター、スピードライトの同調、またはカメラ用フラッシュトリガーとして使用で
きます。大型ストロボやモノブロックストロボも発光させることができます。

TTL 機能を完全にサポート

ワイヤレストランスミッション
2.4GHz無線を使用したワイヤレス撮影には、送信エリアを拡げ、
障害物の影響も受けにくい大きなメリットがあります。太陽光下
での日中シンクロ撮影などに威力を発揮します。

E-TTL II（X1C）、i-TTL（X1N）オートフラッシュ、1/8000秒の高速シンクロ、フラッシュ調
光補正、フラッシュ露出ロック、モデリングフラッシュ機能などをサポートします。

TTLワイヤレス フラッシュトリガー



交換式バッテリーモジュールにより快適な連続使用

バッテリー残容量表示

スマートなボディで身体にフィット
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AC電源のない場所で、100V仕様のPCや編集機器、ストロボ、撮影用ライトを使用することのできるイン
バーター方式のAC100Vポータブルパワーパック。安定した波形の電源を供給します。テレビや冷蔵庫、扇
風機等の家庭用電化製品にも使用することができ、災害時の非常用電源としても利用できます。

連続最長100時間まで使用可能、
100Wのハロゲンランプを約80分使用可能
◆電源供給可能時間 750W…約10分

500W…約15分
250W…約30分

■約 1秒の超高速チャージ
■バッテリー容量 11.1V/4500mA の大容量
■発光可能回数はフルパワーで最大約 1800 回
■交換可能なリチウム電池バッテリーモジュール
■専用充電器（100-240V）付で海外でも使用可能
■充電時間約 4時間

大容量のリチウム電池採用でキヤノン 580EX IIの発光回数を1,800回に増加。
さらに2カ所からそれぞれ独立して電力を供給するため、2つのフラッシュを同時に
使用することができます。

スピードライト用バッテリーパック

インバーター ポータブルACパワーパック

適応機種PBケーブル

〈オレンジ〉
〈ブラック〉

LP-800x 

バッテリーモジュールが取外しでき、交換可能
なため連続で使用することができます。バッテ
リーモジュールを交換することで熱の問題を
解決、抗熱素材のナイロンプラスチックを採
用して高度の安全性と信頼性を保証します。
また、MCU（機構制御装置）によりソフトウエア
並びにハードウエア保護を同列に行います。

バッテリーの残容量を4段階でLED表示します。
一目で残容量が確認できるので、バッテリー交換のタ
イミングを把握することができます。

ボディの厚みがたった49mm。背面にベルトクリップが
装備されており、ベルトに挟んでも邪魔にならずス
マートに使用することができます。またショルダースト
ラップも付属しています。

バッテリーボックス→

コントロール  →
ボックス

■高い安定性と安全性を兼ね備えたリン酸鉄リチウムイオン電
池　（LiFePO4）採用、12000mAh の大容量ながらサイクルライ
フが長く、環境に優しいバッテリー。
■バッテリーボックスとコントロールボックスが取外し可能！
　バッテリー交換が簡単！
■充電用 USB ポート（3 口）で iPhone、iPad などの充電も可能に。
■更に長くなった連続使用時間。
　〈Normal モードの場合〉

■ストロボ（300W/s）1台を約 800 回、2 台を約 400 回発光可能。
■最大で 2400W/s のストロボをチャージ可能
　（高速チャージモデルを除く）
■約 3 時間でフル充電。 LED で充電状態を表示。

※600W/s のストロボ 3台に
　同時に電源供給が可能です。

キヤノン用〈PB-Cx〉
ニコン用〈PB-Nx〉
ゴドックス用〈PB-Gx〉

キヤノン430EZ、540EZ、550EX、580EX、580EX II、600EX-RTその他、入力端子が同じ形状のストロボ
ニコンSB28、SB28DX、SB80DX、SB800、SB900、SB910その他、入力端子が同じ形状のストロボ
ゴドックスWITSTRO AD180、AD360、AD360 II-C、AD360 II-N

フラッシュに合わせたバッテリーケーブルを使用してください。
バッテリーケーブルはスパイラル形状で必要に応じて伸縮します。（55～120cm）

バッテリーケーブル

キヤノン用 ニコン 用 ゴドックス用

4500mAの交換用バッテリーモジュール。
オレンジとブラックの2色から選べます。

交換用バッテリーBT4500



750W（最大800W、3分連続）
1400W

100V/60Hz
11-15.5V

AC100V平行コンセント×3　
USBポート×3
LiFePO4
12000mAh
-10℃～45℃

約3時間（5Aチャージャー使用時）
190×250×290mm

6.8kg

出力
ピーク出力
出力電圧
入力
コンセント数

バッテリー
容量
作動温度範囲
充電時間
サイズ（W×D×H）
重量

11.1V/4500mA
約4時間
約1秒

W133.5 × D49.2 × H159mm
540g

リチウムバッテリー
充電時間
フルチャージ
サイズ
重量
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スピードライト用
バッテリー

スピードライト用
バッテリー

253239
253435

253362
253363
253364
253365

プロパックPB960〈ブラック〉
プロパックPB960〈オレンジ〉

4961360033625

4961360033632

4961360033649

4961360033656

4961360032390

4961360034356

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

製品コード 製品名 JANコード

プロパック PB960 仕様

キヤノン用〈オレンジ〉
ニコン用〈オレンジ〉
キヤノン用〈ブラック〉
ニコン用〈ブラック〉

PB- ストラップ ACチャージャー

（各）22,000円

（各）2,500円

（各）10,000円

（各）20,000円

PB-Cx キヤノン用
PB-Nx ニコン用
PB-Gx ゴドックス用

253411
253412
253360

4961360034110

4961360034127

4961360033601

LP-800x 

LP-800x 

USBポート

AC100V平行
コンセント

253436
253355

BT4500〈オレンジ〉
BT4500〈ブラック〉

4961360034363

4961360033557

253414
253367

PB-ストラップ
PB960用ACチャージャー

1,200円
2,900円

4961360034141

4961360033670

［LP800X内容］

価格（税別）

製品コード 製品名 JANコード

・コントロールボックス
・バッテリーボックス
・専用ソフトケース
・ACチャージャー
・チャージャー
・電源ケーブル

［PB960内容］

［PB960ケーブルキット内容］

・PB960本体　・ACチャージャー　・PB-ストラップ付

・PB960本体 ・PB960バッテリーケーブル ・PB-ストラップ付  ・ACチャージャー

ゴドックス バッテリー

サイズ（W×D×H）：190×250×125mm／重量：3.7kg

130,000円
●GODOX LP800Xインバーター
コード/253238 JAN.4961360032383

51,000円
●LP-B12A LP800X用バッテリー
コード/253240
JAN.4961360032406

●交換用バッテリーBT4500

●GODOX プロパックPB960

●プロパックPB960ケーブルキット

●プロパックPB960用バッテリーケーブル

●各種アクセサリー

キヤノン用 ニコン 用 ゴドックス用

※ACと USB は同時に使用することはできません。



●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2017年2月現在のものです。

※GODOX社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
　定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※（株）ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器のすべては、日本電波法認証を取得しています。

5600K±300K 
デイライトカラー

W103×H127×D29mm / 125g
W43×H90×D44mm / 60g 
W26×H60×D73mm

色温度

253235
253236
253237

TL-C
TL-N
TL-S

キヤノン用
ニコン用
ソニー用

4961360032352

4961360032369

4961360032376

製品コード 製品名 JANコード

各2,900円

●GODOX RING 48J マクロ LED リングライト
コード/253233 10,000円 JAN.4961360032338

＜セット内容＞
・マクロLEDリングライト本体 1 個
・バッテリーパック×１個
・レンズアダプターリング×８枚
　（37/46/49/52/55/58/62/67mm） 

SA-K6 は、小型スピードライトに装着して、よりよい照明効果が得られ
るためのアクセサリーが 6 点セットになっています。
このセットを使うことで、ソフトな光から光束を絞ったダイレクト光ま
で自由に作り出すことができます。またカラーフィルターを使うことで、
色彩効果を得ることができます。スピードライトホルダーはアンブレラ
（別売）を使った本格的なライティングも可能です。

●GODOXスピードライト用アクセサリーキットSA-K6
コード/253234 6,800円 JAN.4961360032345

＜セット内容＞
・ソフトボックス SB1520
・スヌートSN3030
・ハニカムグリッド HC-01
・ミニリフレクター MRF-01
・カラーフィルターセット CF-07
・スピードライトホルダー E Holder

注：画像カメラは製品に含まれません

スピードライト用 TTL ケーブルは、スピードライトをカメラ
から離して使用するためのケーブルです。
ケーブルはカールコードで、必要に応じて伸縮します。また
スピードライト装着側のソケットには 1/4 インチ三脚ネジ
穴を装備しており、三脚にスピードライトを固定できます。
さらにボディ側のソケットにもスピードライト装着用シュ
ーを装備しています。

●GODOXスピードライト用TTLケーブル

長さ：カールコード50cm　重量：127g

注：画像のスピードライトは製品に含まれません

リングライト部
バッテリーパック部
AC アダプター

注意： 使用するアダプターリングの口径が大きい場合、レンズ
の広角側で画面の周辺にリングライト自体が写り込む可能性
があります。（50mm以下） テスト撮影した上で、ご利用下さい。

サイズ/重量

DSLR カメラ用 マクロリングLEDライト

小型スピードライト用アクセサリーキット

スピードライト用TTLケーブル

GODOX RING48J マクロ LEDリングライトは、48 個の LED 球をリング状に配置した、DSLR カメラ用のマ
クロリングライトです。ストロボと違い定常光のため見たとおりのまま撮影することができ、レンズ光軸
の外側からライティングするので、基本的に影の無い撮影ができます（3～100cm の距離で使用可能）。
この RING48J には、LED ライトをレンズの前に取り付けるためのアダプターリングが 37～67mm（日本限
定版のみ、ミラーレスカメラにも利用できる 37、46mm 付属）計 8 枚に加え、AC アダプターも同梱してい
ます（単三電池も使用可能）。LED の明るさは、ISO400、1/60 秒、距離 100mmで、実測 F8.0 1/2。
さらに、リング全点灯の他、右側のみ点灯、左側のみ点灯を選択することができるので、どちらかを点灯さ
せることで意図的に影のある撮影も可能。
内蔵ストロボで撮影するよりも発色が良く、コントラストの高い画像を撮影することができます。


