
7商品の仕様は、改良などのために通知せずに一部変更する場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

Mirror-Ball-Spot( ライティングレール）※ライトコントロール付のレールにはご使用できません

■ライティングレール式

  65W ピンスポット自動カラーホイル付　

　NHP-5661P　　　　￥39,800（税抜）

■ライティングレール式

　65W ピンスポット

  NHP-5662P　　　　￥29,800（税抜）

・ランプ： ハロゲン球

　　　　　JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)

　　　　　寿命 1500 時間（NRS-1217U）付

・レンズ： D76　平凸レンズ

・寸　法： W155 L245 H254 質量：1.1 ㎏

・仕上色：アイボリー

・動　作：カラーホイル回転（定速）　

　　　　　1分間 2.0/2.4 回転

・電　源：ライティングプラグ付

・付属品： 小円カッター2枚　φ8  ・12 

　　　　　（NRS-1813P）

        　防落ワイヤー

※調光はできません

・ランプ： ハロゲン球

　　　　　JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)

　　　　　寿命 1500 時間（NRS-1217U）付

・レンズ： D50　平凸レンズ

・寸　法： W122 L190 H254 質量：0.8 ㎏

・仕上色：アイボリー

・電　源：ライティングプラグ付

・付属品： 小円カッター2枚 　φ8  ・12 

　　　　　　（NRS-1813P）

        　防落ワイヤー

　　　　　カラーフィルタ（赤・緑・青）　　　　　

■ライティングレール式

　10W ハイパワー LED エコピンスポット

　NLE-9662K/W　( ブラック /ホワイト )

　　　　　　　\ OPEN PRICE

・光　源 : LED10W/5500K・Ra83　

　　　　　寿命 25,000 時間

・レンズ： D60（F100）・D25 ロッドレンズ

・寸　法： W152 L178 H223 質量：1.1 ㎏

・仕上色：ブラック / ホワイト

・電　源：ライティングプラグ付

・付属品：防落ワイヤー

　　　　　円カッター 2 枚 (NRS-1818)

          

※調光はできません

■自動カラーホイル

　NRS-1673K/W( ブラック /ホワイト )

　　　　　　　　　　\ OPEN PRICE

・カ ラ ー： 3 色（BYR）

・質　　量： 0.3 ㎏

・動　　作： 定速 1分間 2.0/2.4 回転（50/60Hz）

・電源コード：  0.3m 平行プラグ付

・対応機種：  NLE-9652K/W ・NLE-9662K/W  

■ライティングレール式

　30W ハイパワー LED エコピンスポットライト

                                （ファン付）

  NLE-9626K/W　( ブラック /ホワイト )　　　　　　

           　\ OPEN PRICE

・光　源： LED30W/4000K/Ra97 

　　　　     寿命 25,000 時間

・レンズ： D76(F6)・D50・D56 非球面

・寸　法： W195 L324 H306 質量：2.8 ㎏

・仕上色：ブラック /ホワイト

※ファンモータにより多少音がします

・電源コード： ライティングプラグ付

・付　属　品： 防落ワイヤー 円カッターセット（NRS-1810）

※　カラーフィルタ別売

　　（75 × 75 サイズにカットしてください）

※　調光はできません

カ ラ ー：3色（BYR）

質　　量：0.3 ㎏

動　　作：定速 1分間 2.0/2.4 回転（50/60Hz）

電源コード： 0.3m 平行プラグ付

対応機種：NLE-9625K/W 9626K/W  9627K/W 9628K/W

★広角タイプもございます

  NLE-9628K/W　
　　　(ブラック /ホワイト )　　　　

           　\ OPEN PRICE

■自動カラーホイル

　NRS-1672K/W( ブラック /ホワイト )

　　　　　　　　　　\ OPEN PRICE
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Mirror-Ball-Spot( ハロゲン）

内蔵カラー種板

■　65W ピンスポット　自動カラーホイル付

    NHP-5561P
           ￥35,800（税抜）

・ランプ：ハロゲン球

        JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)

          寿命 1500 時間（NRS-1217U）付

・レンズ：D76　平凸レンズ

・寸  法：W155 L245 H218 質量：1.1㎏

・仕上色：アイボリー

・動  作：カラーホイル回転（定速）

          1分間2.0/2.4回転（50/60 Ｈｚ）

・電  源：0.4m 平行プラグ付

・付属品：取付台（NRS-1505W）

          小円カッター 4 枚φ8  ・12 ・16・20

          （NRS-1813）　　　　　　　　　

                  ※調光はできません

■　65W ピンスポット　    

    NHP-5562P
             ￥23,800（税抜）

・ランプ：ハロゲン球

        JDR-110V-65W LN/KUV-H(E-11)

          寿命 1500 時間（NRS-1217U）付

・レンズ：D50　平凸レンズ

・寸  法：W122 L190 H218 質量：0.8㎏

・仕上色：アイボリー

・電  源： 0.4m 平行プラグ付

・付属品： 取付台（NRS-1505W）

          小円カッター 4枚

　　　　　φ8  ・12 ・16・20（NRS-1813）

　　　　　カラーフィルタ（赤・緑・青）

・ランプ： ハロゲン球

        JDR-105V-200W LM/GX (GX-5.3)

          寿命 800 時間（NRS-1139）付

・レンズ： D50　平凸レンズ

・寸  法： W170 L224 H251 質量：1.8 ㎏

・仕上色：ブラック /アイボリー

・電  源： 0.8m 平行プラグ付

・付属品： 取付台（NRS-1505K/W）

          円カッターセット（NRS-1810）

          カラーフィルタ（赤・緑・青）

※調光はできません

■  200W レインボーピンスポット

    NEF-7661P
             \78,000（税抜）

・ランプ： ハロゲン球 

　　　　  JDR-105V-200W LM/GX(GX-5.3)　

　　　　　寿命 800 時間（NRS-1139）付

・レンズ： D50 平凸レンズ

・寸  法： W170 L282 H297 質量 3.0 ㎏

・仕上色： アイボリー

・動  作：カラー種板回転（定速）

          1分間2.0/2.4回転（50/60 Ｈｚ）

・電  源： 0.9m 平行プラグ付

・付属品： 取付台（NRS-1505W）

          円カッターセット（NRS-1810）

有効距離　2～ 4 m　　               

■  300W ハロゲンピンスポット（狭角）

    NHP-5472K/W  （ブラック /アイボリー）　

             \64,000（税抜）

・ランプ： ハロゲン球 

　　　　  JCV-100V-300W GS (E-11)　

　　　　　寿命 1500 時間（NRS-1125N）付

・レンズ： D89-F6　平凸レンズ

・寸  法： W175 L408 H320 質量 3.4 ㎏

・仕上色： ブラック /アイボリー

・電  源： 1.0m 平行プラグ付

・付属品： 取付台（NRS-1507K/1507W）

          耐熱円カッターセット

　　　　　（NRS-1811）

          シート枠

          カラーフィルタ

　　　　　（赤・緑・青・ｵﾚﾝｼﾞ・ﾋﾟﾝｸ）

カ ラ ー：3色（BYR）

質　　量：0.5 ㎏

動　　作：定速 1分間 2.0/2.4 回転

　　　　　　（50/60Hz）

電源コード： 0.5m 平行プラグ付

対応機種：NHP-5430K/W

■自動カラーホイル

  NRS-1680K/W(ブラック/アイボリー)

            \16,000( 税抜 )

■  200W ピンスポット (ファン付 )

    NHP-5430K/W ( ブラック /アイボリー )

   　　　　　　　\37,000（税抜）

※調光はできません



オプション（別売）
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Mirror-Ball-Spot(LED）

■  10W ハイパワー LED
        エコピンスポット
　  NLE-9652K/W　
   ( ブラック /ホワイト )

　　　　　　　\ OPEN PRICE

・光　　　源 : L E D 10W/5500K・Ra83　

　　　　    　寿命 25,000 時間

・レ  ン  ズ： D60（F100）・D25 ロッドレンズ

・寸　  　法： W152 L178 H192 質量：1.2 ㎏

・仕  上  色：ブラック / ホワイト

・電源コード： 0.7m 平行プラグ付

・付　属　品： 取付台（NRS-1507K/S）

              専用カッターセット 2 枚（NRS-1818）

※調光はできません

■自動カラーホイル

  NRS-1673K/W(ブラック/ホワイト)

            \ OPEN PRICE

・カ ラ ー： 3 色（BYR）

・質　　量： 0.3 ㎏

・動　　作： 定速 1分間 2.0/2.4 回転（50/60Hz）

・電源コード：   0.3m 平行プラグ付

・対応機種： NLE-9652K/W ・NLE-9662K/W  

カ ラ ー：3色（BYR）

質　　量：0.3 ㎏

動　　作：定速 1分間 2.0/2.4 回転

                         （50/60Hz）

電源コード： 0.3m 平行プラグ付

対応機種：NLE-9625K/W 9626K/W  

            NLE-9627K/W 9628K/W

■  30W ハイパワー LED
        エコピンスポット (ファン付 )

　  NLE-9625K/W　
   ( ブラック /ホワイト )

　　　　　　　\ OPEN PRICE

・光　　　源 : L E D  3 0 W / 4 0 0 0 K / R a 9 7  　

　　　　　　　寿命 25,000 時間

・レ  ン  ズ： D76(F6)・D50・D56 非球面

・寸　    法： W195 L324 H275 質量：2.9 ㎏

・仕  上  色： ブラック / ホワイト

・電源コード： 0.7m 平行プラグ付

・付　属　品： 取付台（NRS-1507K/S）

         　　 円カッターセット（NRS-1810）

※ カラーフィルタ別売

 

※ ファンモータにより多少音がします

　 調光はできません

■  80W LED 吊下ピンスポット（ファン付）

　  NLE-9672K
　　　　　　　\ OPEN PRICE

・光　　　源：L E D 80W/5000K/Ra92　

　　　　　　　寿命 25,000 時間　　　　　　　

・レ　ン　ズ： D101-F8・D56 非球面 /平凸レンズ

・寸　　　法： W185 L410 H310

・質　　　量： 5.5 ㎏

・仕　上　色：ブラック

・電源コード：1m　平行プラグ付

・付　属　品 :シート枠 145 mm 角

　　　　　　　カラーフィルタ（赤・緑・青・ｵﾚﾝｼ ・゙ﾋﾟﾝｸ）

　　　　　　  円カッターセット（NRS-1810）　

照度表 （LED 80W） 5000K Ra92

距離 （m） 3m 5m

　照　度 (lx) 2800 1000

　照射径 （φ）

カッターφ  8 120 240

カッターφ 12 200 400

カッターφ 16 280 560

カッターφ 20 350 690

カッターなし 700 1100

LED80W

レンズ
D101-F8・D56　非球面 / 平凸レンズ

※ファンモータにより多少音がします

　調光はできません

★広角タイプもございます
　NLE-9627K/W　
　　　(ブラック /ホワイト )　　　　
           　\ OPEN PRICE

■  フィルムロゴシート
    NRS-1741
　　    (1 種類× 12 枚 )

    NRS-1742
　　    (2 種類× 6枚 )

    NRS-1743
　　    (3 種類× 4枚 )

　　\ OPEN PRICE　

シートサイズ：5 7 ㎜角
対 応 機 種：NLE-9625K/W・9626K/W  
　　　　　　　NLE-9627K/W・9628K/W

■自動カラーホイル

  NRS-1672K/W(ブラック/ホワイト)

            \ OPEN PRICE

※　照射イメージです
※　ご使用頻度により退色（色ヌケ）致します

フィルムシートにお好きなロゴをプリントして照射できます。
ご提供いただく画像データにより、別途加工料金が必要な場合があります。

詳しくは
お問い合わせください


