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低価格ビームショーレーザー (ESシリーズ、EMシリーズ）低価格ビームショーレーザー (ESシリーズ、EMシリーズ）低価格ビームショーレーザー (ESシリーズ、EMシリーズ）低価格ビームショーレーザー (ESシリーズ、EMシリーズ）

G-80ES / B-500ES / R-200ES (シングルカラー）G-80ES / B-500ES / R-200ES (シングルカラー）G-80ES / B-500ES / R-200ES (シングルカラー）G-80ES / B-500ES / R-200ES (シングルカラー）

  低価格レーザーの決定版  低価格レーザーの決定版  低価格レーザーの決定版  低価格レーザーの決定版

★☆80mw光学式グリーンレーザー☆★★☆80mw光学式グリーンレーザー☆★★☆80mw光学式グリーンレーザー☆★★☆80mw光学式グリーンレーザー☆★

★☆500mw光学式ブルーレーザー☆★★☆500mw光学式ブルーレーザー☆★★☆500mw光学式ブルーレーザー☆★★☆500mw光学式ブルーレーザー☆★

★☆200mw光学式レッドレーザー☆★★☆200mw光学式レッドレーザー☆★★☆200mw光学式レッドレーザー☆★★☆200mw光学式レッドレーザー☆★

DMX、音調、自動で動作します。 　　　★画像はスモークマシーンを併用しています。

ドットビームでの演出も可能、自動操作時もかっこいいパターンばかりで演出してくれます

DMX操作時はあらかじめプログラムされた127個のGOBOと

9種類のエフェクトを、複数個組み合わせることが出来、数多くのパターン演出可能です

ビームを見せて演出をする場合、タバコの煙やホコリっぽい所でも、ビームは出ますが、

出来ればスモークマシーンをお使いください。出来ればスモークマシーンをお使いください。出来ればスモークマシーンをお使いください。出来ればスモークマシーンをお使いください。

レーザービームの世界がすぐに実現できます。レーザービームの世界がすぐに実現できます。レーザービームの世界がすぐに実現できます。レーザービームの世界がすぐに実現できます。

クラブなど、比較的暗いスペースで使用する場合、

キャパ50～150ぐらいまで効果を発揮するでしょう。



低価格でありながら光学式スキャナーを搭載しております。低価格でありながら光学式スキャナーを搭載しております。低価格でありながら光学式スキャナーを搭載しております。低価格でありながら光学式スキャナーを搭載しております。

そのためにはっきりした模様を照射します。そのためにはっきりした模様を照射します。そのためにはっきりした模様を照射します。そのためにはっきりした模様を照射します。

スモークを出して円形を照射すると、トンネルの中に居るような効果となります。スモークを出して円形を照射すると、トンネルの中に居るような効果となります。スモークを出して円形を照射すると、トンネルの中に居るような効果となります。スモークを出して円形を照射すると、トンネルの中に居るような効果となります。

これは有る程度正確な形で円形を照射しないと出来ません。これは有る程度正確な形で円形を照射しないと出来ません。これは有る程度正確な形で円形を照射しないと出来ません。これは有る程度正確な形で円形を照射しないと出来ません。

　　　★画像はスモークマシーンを併用しています。

--controlled by DMX 14ch/SOUND ACT/AUTO

--optical scan system speed 15KHz

--Green 532nm/80mw（class 3B）/Blue 445nm/500mw（class 4）

　　Red　650nm/200mw(class 3B)

--100～240V/50-60Hz 80W

--31 x 24 x 16 cm

--2.3 kg

made in China

RGY-300ESRGY-300ESRGY-300ESRGY-300ES

★☆低価格　光学式スキャナー3カラーレーザーライト　300mw☆★★☆低価格　光学式スキャナー3カラーレーザーライト　300mw☆★★☆低価格　光学式スキャナー3カラーレーザーライト　300mw☆★★☆低価格　光学式スキャナー3カラーレーザーライト　300mw☆★

RGY 3カラーレーザーライトの新製品が登場RGY 3カラーレーザーライトの新製品が登場RGY 3カラーレーザーライトの新製品が登場RGY 3カラーレーザーライトの新製品が登場

使用レーザーは、Red 650nm/200mw, Green 532nm/100mw

そしてレッドとグリーンをミックスしイエローを照射

光学式スキャナーを搭載してはっきりしたビーム照射、

ゆっくりした動きも可能です

　　　★画像はスモークマシーンを併用しています。

クラブで完全暗転、スモーク併用ですと、キャパ100～300までぐらいが適当でしょうクラブで完全暗転、スモーク併用ですと、キャパ100～300までぐらいが適当でしょうクラブで完全暗転、スモーク併用ですと、キャパ100～300までぐらいが適当でしょうクラブで完全暗転、スモーク併用ですと、キャパ100～300までぐらいが適当でしょう

操作は音調＋自動、またはDMXです。（ILDA非対応）操作は音調＋自動、またはDMXです。（ILDA非対応）操作は音調＋自動、またはDMXです。（ILDA非対応）操作は音調＋自動、またはDMXです。（ILDA非対応）

DMXでもカラーセレクトチャンネルがあり、単色での演出も可能です。DMXでもカラーセレクトチャンネルがあり、単色での演出も可能です。DMXでもカラーセレクトチャンネルがあり、単色での演出も可能です。DMXでもカラーセレクトチャンネルがあり、単色での演出も可能です。

--controlled by DMX 12ch/AUTO/SOUND ACT

--optical scan system　speed 15KHz 

--Red 650nm/200mw, Green 532nm/100mw（class 3B）

--100～240V/50-60Hz 90W

--30 x 25 x 13 cm

--2.3 kg

made in China



W-400ESW-400ESW-400ESW-400ES

★☆超小型 RGB 7カラーレーザーライト　400mw　DMX、ILDA対応　☆★★☆超小型 RGB 7カラーレーザーライト　400mw　DMX、ILDA対応　☆★★☆超小型 RGB 7カラーレーザーライト　400mw　DMX、ILDA対応　☆★★☆超小型 RGB 7カラーレーザーライト　400mw　DMX、ILDA対応　☆★

RGB 7カラーレーザーライトの新製品が入荷！RGB 7カラーレーザーライトの新製品が入荷！RGB 7カラーレーザーライトの新製品が入荷！RGB 7カラーレーザーライトの新製品が入荷！

超小型で低価格、
そしてILDA操作にも対応した
RGB 7カラーレーザーが登場しました。

サイズは23×21×18cmと超小型！サイズは23×21×18cmと超小型！サイズは23×21×18cmと超小型！サイズは23×21×18cmと超小型！

重量はわずか2.2Kg。重量はわずか2.2Kg。重量はわずか2.2Kg。重量はわずか2.2Kg。

カバンの中にも入るサイズ感、持ち運びに便利。カバンの中にも入るサイズ感、持ち運びに便利。カバンの中にも入るサイズ感、持ち運びに便利。カバンの中にも入るサイズ感、持ち運びに便利。

また常設用にも設置場所に困りません！また常設用にも設置場所に困りません！また常設用にも設置場所に困りません！また常設用にも設置場所に困りません！

500ml のペットボトルと比べてもこんな感じ。500ml のペットボトルと比べてもこんな感じ。500ml のペットボトルと比べてもこんな感じ。500ml のペットボトルと比べてもこんな感じ。

レッド、グリーン、ブルーをミックスし計7色のビームで演出。

そして光学式スキャナー搭載しております。

　　　★画像はスモークマシーンを併用しています。

RGBで400mwと、それほどハイパワーでは有りませんので、小型のクラブなどにぴったり。

クラブで完全暗転スモーク併用ですと、キャパ50～100人ぐらいが適当でしょう。

もちろんプライベートパーティなどにも良いです。

色の混じりも良く、ミックスしたカラーもきれいです。

もちろん自動や音調で動きます。

DMXにも対応していますが、このサイズ、価格ではなかなか無いILDA操作にも対応しています。

スキャナーは15Kと少々低速ですが、ILDAソフトを使えば、飽きの来ないビーム演出可能です。

--controlled by DMX 12ch/AUTO/SOUND ACT

--optical scan system　speed 15KHz 

--Red 638nm/150mw, Green 532nm/50mw, Blue 445nm/200mw（class 3B）

--100～240V/50-60Hz 60W

--23 x 21 x 18 cm

--2.2 kg

            made in China



RGB-2000ESS/RGB-1000ESSRGB-2000ESS/RGB-1000ESSRGB-2000ESS/RGB-1000ESSRGB-2000ESS/RGB-1000ESS

★☆低価格　ハイパワー2W/1W　フルカラーレーザーライト☆★★☆低価格　ハイパワー2W/1W　フルカラーレーザーライト☆★★☆低価格　ハイパワー2W/1W　フルカラーレーザーライト☆★★☆低価格　ハイパワー2W/1W　フルカラーレーザーライト☆★

　　　　　　　　　　　　

2W BLACK BODY 1W BLUE BODY

2000mw/1000mwとハイパワーなレーザーライト ニューモデル。

レッド グリーン ブルー　ILDAコントロール時それぞれ明るさ調整が可能。

そのために無限のカラー演出が可能です。

特に2W はカラーバランスが抜群に良く、完全なホワイトを照射、

高級プロ用機種にも劣らない美しいレーザー演出可能です。

音調、自動、DMX、そしてILDAでの操作も可能

20K光学式スキャナーを搭載してゆっくりした動きもスムーズです。 ★　RGB-2000ESSで照射したホワイト

DMXでもカラーセレクトチャンネルがあり、単色での演出も可能です。

ILDAで使用時はカラーグラデーション、明るさのグラデーションも可能です。

★ビーム画像はスモークマシーンを併用しています。

クラブで完全暗転スモーク併用ですと、2Wでキャパ500～1000人と大箱でも使えるでしょう。

1Wですとキャパ300～600人ぐらいの中箱で効果的に使用できます。

スキャナーは20Kとグラフィック演出には低めですがこのような複雑では無いアニメーション単体ですと

ILDAコントローラーを使い文字、ロゴ、簡単なアニメーションも照射出来ます。

明るさ調整可能ですので奥行き感も表現が出来、演出の幅が広がります。

★ロゴや文字、アニメーションを照射するにはILDAソフトが必要です。

 こちらのアニメーションはQuickShowを使って照射しています。

--optical scan system　speed 20KHz 

--Red 635nm/500mw, Green 520nm/500mw, Blue 445nm/1000mw（class 4）　RGB-2000ESS

--Red 638nm/250mw, Green 520nm/150mw, Blue 445nm/600mw（class 4）　RGB-1000ESS

--100～240V/50-60Hz 100W

‐‐27 x 17.5 x 16 cm　　3.5 kg

‐‐made in China



G-50EM/R-100EM G-50EM/R-100EM G-50EM/R-100EM G-50EM/R-100EM 

★☆ステッピングモーター式　★☆ステッピングモーター式　★☆ステッピングモーター式　★☆ステッピングモーター式　

　　　　　　超低価格50mwグリーンレーザーライト、100mwレッドレーザーライト　☆★　　　　　　超低価格50mwグリーンレーザーライト、100mwレッドレーザーライト　☆★　　　　　　超低価格50mwグリーンレーザーライト、100mwレッドレーザーライト　☆★　　　　　　超低価格50mwグリーンレーザーライト、100mwレッドレーザーライト　☆★

　　低価格で派手な演出には最適　　低価格で派手な演出には最適　　低価格で派手な演出には最適　　低価格で派手な演出には最適

　　　光学式スキャナーではなく、ステーピングモーターを使用しているため

　　　動きが遅く、逆にビームの動きは派手に、そして明るく見えます。

　　操作いらず、自動または音調で動きますので本体購入後すぐに使えます。

　　またDMXでもコントロール可能です。

　　とにかく派手なレーザー演出が欲しいって方にピッタリ！！　　とにかく派手なレーザー演出が欲しいって方にピッタリ！！　　とにかく派手なレーザー演出が欲しいって方にピッタリ！！　　とにかく派手なレーザー演出が欲しいって方にピッタリ！！

★画像はスモークマシーンを併用しています。

クラブなど比較的暗いスペースで使用する場合、キャパ50～200ぐらいまで効果を発揮するでしょう。クラブなど比較的暗いスペースで使用する場合、キャパ50～200ぐらいまで効果を発揮するでしょう。クラブなど比較的暗いスペースで使用する場合、キャパ50～200ぐらいまで効果を発揮するでしょう。クラブなど比較的暗いスペースで使用する場合、キャパ50～200ぐらいまで効果を発揮するでしょう。

また、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにもおすすめです。また、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにもおすすめです。また、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにもおすすめです。また、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにもおすすめです。

ビームを見せて演出をする場合、タバコの煙や、ホコリっぽい所でも、ビームは出ますが、ビームを見せて演出をする場合、タバコの煙や、ホコリっぽい所でも、ビームは出ますが、ビームを見せて演出をする場合、タバコの煙や、ホコリっぽい所でも、ビームは出ますが、ビームを見せて演出をする場合、タバコの煙や、ホコリっぽい所でも、ビームは出ますが、

出来ればスモークマシーンをお使いください。　出来ればスモークマシーンをお使いください。　出来ればスモークマシーンをお使いください。　出来ればスモークマシーンをお使いください。　

レーザービームの世界がすぐに実現できます。  レーザービームの世界がすぐに実現できます。  レーザービームの世界がすぐに実現できます。  レーザービームの世界がすぐに実現できます。  

‐‐controlled sound/AUT/DMX 7ch

‐‐532nm / 50mw  (class 2B)　G-50EM

‐‐650nm / 100mw (class 3B)　R-100EM

‐‐100V/50-60Hz 10W

‐‐18 x 13.5 x 6.5 cm　　1.5 kg

‐‐made in China



A200A200A200A200

★☆高性能200mwグリーンレーザーライト☆★★☆高性能200mwグリーンレーザーライト☆★★☆高性能200mwグリーンレーザーライト☆★★☆高性能200mwグリーンレーザーライト☆★

★画像はスモークマシーンを併用しています。

200mwハイクオリティーグリーンレーザー

自動動作でも使えますが、DMX操作がオススメ

ILDAソフトを使って演出する場合、25Kスキャナーの本領発揮で、

アニメーション、ロゴ、文字を使った演出も、すばらしいです。

お店の名前、DJの名前、またお誕生日のメッセージを壁などに照射する演出はいかがでしょうか？

--controlled by DMX 12ch/ILDA/AUTO/SOUND ACT

--optical scan system　speed 25KHz 

--Green 532nm/200mw （class 3B）

--100～240V/50-60Hz 50W made in China

--26.5 x 28.5 x 10.0 cm

--4.2 kg ★ロゴや文字、アニメーションを照射するにはILDAソフトが必要です。

A600RGBA600RGBA600RGBA600RGB

★☆超低価格RGBレーザーライト☆★★☆超低価格RGBレーザーライト☆★★☆超低価格RGBレーザーライト☆★★☆超低価格RGBレーザーライト☆★

★画像はスモークマシーンを併用しています。

　　大好評AシリーズRGBレーザーの低価格版

　　最新バージョンは、25Kスキャナーを使用して性能アップ。

　　アニメーション照射も可能 お買い得商品です。

★ロゴや文字、アニメーションを照射するにはILDAソフトが必要です。

--music（auto）/dmx/ilda (DMX 12ch)　　

--optical scan system　speed 25KHz 

--X/Y scanning optical angle　±20° made in China

--650nm/150mw,532nm/80mw,450nm /400mw (class 4)　

--20.0 x 14.5 x 28.5 cm　4Kg 

--100～240V/50-60Hz 80W,Fuse 3A/250V

ハイクオリティーアニメーションハイクオリティーアニメーションハイクオリティーアニメーションハイクオリティーアニメーション

ビームショーレーザー　(Aシリーズ）ビームショーレーザー　(Aシリーズ）ビームショーレーザー　(Aシリーズ）ビームショーレーザー　(Aシリーズ）



A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+

★☆小型　500mw/1500mw 高性能RGBレーザーライト☆★★☆小型　500mw/1500mw 高性能RGBレーザーライト☆★★☆小型　500mw/1500mw 高性能RGBレーザーライト☆★★☆小型　500mw/1500mw 高性能RGBレーザーライト☆★

小型で軽量小型で軽量小型で軽量小型で軽量

サイズは20.0 x 14.5 x 28.5. cm

重量4Kg

持ち運んでの使用にも便利！！

小型で、軽量、またレッドレーザーには635nmを採用、通常の650nmの倍以上明るく見えます。

そのために、通常の同パワーのレーザーより1.2～1.4倍広い会場で、効果的に使えます。

25Kスキャナーで、文字照射やアニメーションもハイクオリティー

文字やアニメーションの照射もきれいです。

パーティースペースやブライダル関係での使用もおすすめです。

ILDAソフトPangoli QuickShowを使用時、クラウドを使い無料データーをダウンロードし

イロイロなショーデータを得ることが出来ます。

★これらのアニメーションはQuickShowを使って照射しています。。

★画像はスモークマシーンを併用しています。

下段画像のビームは、本体の自動操作パターンです。

自動で操作する場合、ビームショー用パターンとアニメーションパターンが選択できます。

ビームショーパターンでは、若干アニメーションパターンも含まれますが、

すぐにこのようなパターンがプレイ出来ます。

★ロゴや文字、アニメーションを照射するにはILDAソフトが必要です。

A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+A500RGB+/A1500RGB+

--music（auto）/dmx/ilda (DMX 12ch)

--128　GOBO

--optical scan system　speed 25KHz 

--X/Y scanning optical angle　±30°

--635nm/100mw,532nm/100mw,450nm /300mw (class 4)　A500RGB+

--635nm/300mw,532nm/300mw,450nm /1000mw (class 4)　A1500RGB+

--100～240V/50-60Hz 80W,Fuse 2A/250V

--20.0 x 14.5 x 28.5  cm　　4Kg made in China



U500RGB+U500RGB+U500RGB+U500RGB+

★☆A500RGB+に特殊エフェクト搭載！表現力が何倍もアップした新製品！☆★★☆A500RGB+に特殊エフェクト搭載！表現力が何倍もアップした新製品！☆★★☆A500RGB+に特殊エフェクト搭載！表現力が何倍もアップした新製品！☆★★☆A500RGB+に特殊エフェクト搭載！表現力が何倍もアップした新製品！☆★

大好評500mw高性能RGBレーザーライトA500RGB+をベースに、3Dなどの高性能なエフェクトを搭載

より表現力がアップしたU500RGB+が登場しました。

エフェクト1:グラフィックなどのパターンに、特殊フィルターをかぶせ、擬似3Dを演出。

エフェクト2:元の模様の周りにカラーを分解しそれを囲むように個々のカラーの模様が無限に照射されます。

エフェクト3:スターレーザーシリーズのように一つの模様をいくつも照射

どのエフェクトもシンプルだった図形が、一気に華やかに、、。

--music（auto）/dmx/ilda (DMX 13ch)　　注）エフェクトはILDA操作できません

--optical scan system　speed 25KHz 

--X/Y scanning optical angle　±30° made in China

--635nm/100mw,532nm/100mw,450nm /300mw (class 4)　

--20.0 x 28.5 x 14.0 cm　4.5Kg ★ロゴや文字、アニメーションを照射するにはILDAソフトが必要です。

--100～240V/50-60Hz 80W,Fuse 2A/250V

A650RGBA650RGBA650RGBA650RGB

★☆大人気A600RGBの廉価版、新製品！☆★★☆大人気A600RGBの廉価版、新製品！☆★★☆大人気A600RGBの廉価版、新製品！☆★★☆大人気A600RGBの廉価版、新製品！☆★

　　　　超小型で取り扱いが簡単。

　　　　サイズは15.0 x 13.0 x 22.2 cm　3Kg

　　　　500mlのペットボトルと比べてもこんな感じです。

★画像はスモークマシーンを併用しています。

低価格で大人気のA600RGB、その基本機能を受け継ぎさらに小型で低価格を実現したA650RGBが登場しました。

音調、自動、DMX操作では、A600RGBとまったく同じ機能です。

そしてILDA機能を無くし小型化、大幅プライスダウン。

スキャナーは15K、主にビームショーへの対応を想定しています。

--music/AUT/dmx (DMX 12ch)　 レッドレーザーはA600RGBよりもパワーアップ

--optical scan system　speed 15KHz よりカラーバランスが良くなっております。

--X/Y scanning optical angle　±20°

--650nm/180mw,532nm/80mw,450nm /400mw (class 4)　

--15.0 x 13.0 x 22.2 cm　3Kg made in China

--100～240V/50-60Hz 80W,Fuse 2A/250V



P4800RBGBP4800RBGBP4800RBGBP4800RBGB

★☆ドットビームを中心にパワフルなパターンを演出！☆★★☆ドットビームを中心にパワフルなパターンを演出！☆★★☆ドットビームを中心にパワフルなパターンを演出！☆★★☆ドットビームを中心にパワフルなパターンを演出！☆★

レッド/ブルー とグリーン/ブルー、4本のレーザー光源を持ち、

それらがシンクロしてドットビームを演出するので、非常にパワフルで、派手な演出が可能です。

とにかく複数カラーで派手に演出したい方に、超おすすめです。

操作はDMXでも可能ですが、自動や音調でもカッコいいパターンばかりですので、

コントロールなど、めんどくさいって方にもおすすめです。

--music/auto/dmx/ (DMX 5ch)　　

--stepping motor

--650nm/150mw,532nm/100mw,450nm /300mw×2 (class 4)　 made in China

--70.0 x 21.0 x 12.0 cm　5.5Kg 

--100～240V/50-60Hz 80W,Fuse 2A/250V ★画像はスモークマシーンを併用しています。

LC100G  （レーザーカーテン）LC100G  （レーザーカーテン）LC100G  （レーザーカーテン）LC100G  （レーザーカーテン）

★☆最新の光の演出に、レーザーカーテン！☆★★☆最新の光の演出に、レーザーカーテン！☆★★☆最新の光の演出に、レーザーカーテン！☆★★☆最新の光の演出に、レーザーカーテン！☆★

レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。

注）直接人の目や肌、燃えやすいものにレーザー光を照射しないよう

　　設置調整を行ってください。

　　　★画像はスモークマシーンを併用しています。

100mwグリーンレーザーが10本、1mの本体に10cmずつの等間隔にて装備

本体のみで使用する場合、ディップスイッチにてオールレーザー点灯

またはストロボ、チェイスのいずれかを選択して使用できます。

--music/auto/dmx/ (DMX 13ch)　　 また音調での演出も可能です。

--532nm/100mw×10 (class 3)　 DMXにて使用する場合、ひとつひとつの光源のオン/オフも操作可能

--100.0 x 16.0 x 8.0 cm　10Kg 

--100～240V/50-60Hz,Fuse 3A/250V　 made in China

--rated power　50-100W

P100G  P100G  P100G  P100G  ★☆自由な間隔で設置可能、1本ビームレーザーカーテン！☆★★☆自由な間隔で設置可能、1本ビームレーザーカーテン！☆★★☆自由な間隔で設置可能、1本ビームレーザーカーテン！☆★★☆自由な間隔で設置可能、1本ビームレーザーカーテン！☆★

自由な間隔、数量で設置出来る1本ビームレーザーカーテン

電源を供給するだけでレーザービームオン

コントロール不要です。 --532nm/100mw(class 3)　

店舗や施設の演出に！ --13.5 x 11.0 x 5.8 cm　700g 

レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。レッド、ブルータイプも取り寄せ可能です。 --100～220V/50-60Hz　

注）直接人の目や肌、燃えやすいものにレーザー光を照射しないよう設置調整を行ってください。

パワービームレーザーパワービームレーザーパワービームレーザーパワービームレーザー



★☆お手持ちのスマートフォン、タブレット等でレーザーを操作！！☆★★☆お手持ちのスマートフォン、タブレット等でレーザーを操作！！☆★★☆お手持ちのスマートフォン、タブレット等でレーザーを操作！！☆★★☆お手持ちのスマートフォン、タブレット等でレーザーを操作！！☆★

超小型　多機能150mwグリーンレーザーライト、キーボード、リモコン付き、PC無しでテキスト演出超小型　多機能150mwグリーンレーザーライト、キーボード、リモコン付き、PC無しでテキスト演出超小型　多機能150mwグリーンレーザーライト、キーボード、リモコン付き、PC無しでテキスト演出超小型　多機能150mwグリーンレーザーライト、キーボード、リモコン付き、PC無しでテキスト演出

小中規模のバーやホストクラブ、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにおすすめです。小中規模のバーやホストクラブ、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにおすすめです。小中規模のバーやホストクラブ、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにおすすめです。小中規模のバーやホストクラブ、自分のお部屋やプライベートパーティーなどにおすすめです。

LW-200G　V2LW-200G　V2LW-200G　V2LW-200G　V2

★DMX操作も可能です

★特殊フィルターも搭載

壁一面に文字やアニメーションを

照射することもできます

iPhone,iPad,アンドロイドなど、タブレット、スマートフォンでレーザー操作が可能に

キーボード、リモコン付き！コントローラー、ソフト購入する必要は有りません。

プリセットビーム演出、アニメーション演出、カウントダウン機能をスマフォ、タブレットリモコンでコントロール

アニメーションはクリスマスやハロウイン、バースデーパティーなどテーマ別になってます。

またスマフォ、タブレット、付属のキーボードで、文字を入力すればすぐに照射されます。

ウエーブやローテンションなどのエフェクトもスイッチ一つで実行、スピード変更も可能

出来上がったパターンを記憶させることが出来ます。

記憶させたパターンはリモコンで瞬時に呼び出すことが出来ます。

（入力可能文字はアルファベットのみです） 注）スマートフォン、タブレットは付属しません。注）スマートフォン、タブレットは付属しません。注）スマートフォン、タブレットは付属しません。注）スマートフォン、タブレットは付属しません。

--sound/AUT/SCENE/COUNT DOWN/TEXT MODE/DMX13ch

--optical scan system　speed 20KHz

--532nm / 150mw (class 3B)　 made in China

--15.5 x 9.0 x 21.0 cm　　1.7 kg

--AC Power90-250V/50-60Hz 25W, DC OUTPUT12V 2A ★ビーム画像はスモークマシーンを併用しています。

LW-10RGB V2LW-10RGB V2LW-10RGB V2LW-10RGB V2

超小型　多機能400mwRGB 7カラーレーザーライト

LW-200G V2と同様機能で、7色のカラーで演出します。

プリセットビームショーは同時に複数カラーで、グラディエーション的な演出はほとんど無く

単色でどんどん変化していく、というパターンが多いです。

アニメーションは、色の変化がある分表現力が増しております。

そしてテキスト演出では、同時に複数カラーでの演出も可能です。

--sound/AUT/SCENE/COUNT DOWN/TEXT MODE/DMX13ch    注）スマートフォン、タブレットは付属しません。   注）スマートフォン、タブレットは付属しません。   注）スマートフォン、タブレットは付属しません。   注）スマートフォン、タブレットは付属しません。

--optical scan system　speed 20KHz

--650nm/200mw,532nm/60mw,450nm/150mw(class 3B) made in China

--15.5 x 9.0 x 21.0 cm　　1.9 kg

--AC Power90-250V/50-60Hz 25W, DC OUTPUT12V 2A ★ビーム画像はスモークマシーンを併用しています。

テキストレーザーテキストレーザーテキストレーザーテキストレーザー



GP-05RGBGP-05RGBGP-05RGBGP-05RGB

★☆新製品RGBスターレーザー☆★★☆新製品RGBスターレーザー☆★★☆新製品RGBスターレーザー☆★★☆新製品RGBスターレーザー☆★

   電源を入れると星空のような光が照射されます。

   グリーンののドット、ブルーとレッドは円形や花びら

   そして星型などの模様を照射しそれらが回転し

   空間を演出します。

プリセットパターンの呼び出しは本体でも出来ますが

付属のワイヤレスリモコンでも可能です。

DMXでも操作可能。

DMX時はブルーとレッドもドットのみの演出が可能です。

--controlled by AUTO/SOUND ACT/DMX5ch

--Blue 500mw,Red 150mw,Green 30mw (class 4)　

--100～120V/50-60Hz 30W

--13.0 x 12.0 x 52.0 cm

--0.7 kg made in China

ST900ST900ST900ST900

★☆美しい星と宇宙空間の演出☆★★☆美しい星と宇宙空間の演出☆★★☆美しい星と宇宙空間の演出☆★★☆美しい星と宇宙空間の演出☆★

レッド、グリーンのレーザービームが無数に光る星を演出

その中央部はレッド、グリーン、ブルーのLEDが銀河系のような

宇宙空間を演出する、照明エフェクトです。

自動で動きますので、電源を入れるとすぐに演出。

あなたのお部屋が、美しい星と宇宙空間に覆われます。

音調でも使えます。（DMXは使えません）

小型で軽量、設置場所を選びません。

--controlled by AUTO/SOUND ACT

--LASER 50mw green、100mw red (class 3B)

--LED 1W green、1W red、1W blue

--110V 15W

--21.5 x 17.5 x 9 cm made in China

--2.5kg

スターレーザーシリーズスターレーザーシリーズスターレーザーシリーズスターレーザーシリーズ



KVANT ClubMax2000KVANT ClubMax2000KVANT ClubMax2000KVANT ClubMax2000

★☆最高品質ヨーロッパ製　2W RGBレーザー☆★★☆最高品質ヨーロッパ製　2W RGBレーザー☆★★☆最高品質ヨーロッパ製　2W RGBレーザー☆★★☆最高品質ヨーロッパ製　2W RGBレーザー☆★

　　完全業務用レーザープロジェクター　　完全業務用レーザープロジェクター　　完全業務用レーザープロジェクター　　完全業務用レーザープロジェクター

　　一般の方が購入できる最高品質のレーザーライトメーカーKVANT

　　そのKVANT社の低価格レーザーシリーズがClubMaxシリーズ。

　　そしてその中でももっともコストパフォーマンスが良いのがClubMax2000　　そしてその中でももっともコストパフォーマンスが良いのがClubMax2000　　そしてその中でももっともコストパフォーマンスが良いのがClubMax2000　　そしてその中でももっともコストパフォーマンスが良いのがClubMax2000

    レーザー光源にはRed:637nm 340mw/Green:520nm 630mw

/Blue:445nm/1100mwを使用

★ビーム画像はスモークマシーンを併用しています。

ビーム照射では細かく美しいビームを照射。

インテンシティーファンクションは個体によるムラが無くグラディエーション演出も安定しています。

スキャナーはPangolin社が開発した、ScannerMAX（40Kpps @8°） を採用

レーザーコントローラーの最大手メーカーの開発したスキャナーですので最強といえます。

ロゴやアニメーション、メッセージなどの照射は、Aシリーズに比べて数段きれいで安定した照射が可能

また表現力も大幅にアップします。

グリーンレーザーには520nmを使用し533nmより気温の影響を受けにくく、またクリアな光となっています。

コントロールは、ILDAでのみ可能です。

音調やDMXでレーザーを動かすのは、簡易な方法ですので、

この事からも、この商品がプロフェッショナル仕様とわかります。

完全業務用プロ仕様レーザー製品をお考えの方は

ぜひClubmaxシリーズ導入をご検討下さい。

　　　★別途ILDAソフトが必要です。

　　　★フライトケースが付きます。

--controlled by ILDA

--optical scan system speed 40K(@8°) 　　（オプション90k@7°） made in EU

--Red 637nm/340mw Green 630nm/1000mw Blue 445nm/1100mw （class 4）　　

--100～240V/50-60Hz 350VA

--26.0 x 16.8 x 17.0 cm

--6 kg

★オプションにてワイドレンズ装着可能、ビーム角160°

★その他のパワー製品お見積もりいたします。

超高性能　業務用レーザープロジェクター超高性能　業務用レーザープロジェクター超高性能　業務用レーザープロジェクター超高性能　業務用レーザープロジェクター



LC-HP　3RGB/6RGB/12RGB /15RGB LC-HP　3RGB/6RGB/12RGB /15RGB LC-HP　3RGB/6RGB/12RGB /15RGB LC-HP　3RGB/6RGB/12RGB /15RGB 

★☆高品質ヨーロッパ製　フルカラーレーザー☆★★☆高品質ヨーロッパ製　フルカラーレーザー☆★★☆高品質ヨーロッパ製　フルカラーレーザー☆★★☆高品質ヨーロッパ製　フルカラーレーザー☆★

3RGB/6RGB 12RGB/15RGB

超高精度のCTスキャナー(30,000HZ）を搭載

3W、6W、12W,15Wと、お使いの環境に合わせて選択可能。

12W/15Wでは、大ホールでのビーム演出も余裕です。

また暗転での使用ですと、アリーナクラスも使用可能です。

★これらの写真は、2台で演出しています。

12W,15Wは、野外での使用も可能です。（スモークのまわり具合によります）

ヨーロッパ製ですので、中国製に比べ何倍も完成度は高く、 安心して長期使用、長時間使用が可能で、

設備などでランニング時間が長い環境にもおすすめです。

遠方へのロゴ、メッセージ、アニメーション照射も余裕です。

★別途ILDAソフトが必要です。

★受注生産、納期40～60日

●その他の出力も生産可能です。お問い合わせください。

--controlled by ILDA

--optical scan system CT6210（3RGB,6RGB）　CT6215HP（12RGB,15RGB） 30KPPS

--Red 638nm/1W Green 532nm/1W Blue 450nm/1W （3RGB）class4 

--Red 638nm/2W Green 532nm/2W Blue 450nm/2W （6RGB）class4 

--Red 638nm/4W Green 520nm/4W Blue 450nm/4W （12RGB）class4 

--Red 638nm/5W Green 520nm/6W Blue 450nm/5W （15RGB）class4 

--90～240V/50-60Hz 1000W 注:起動時にパワー不足で立ち上がらないケースがございます。120V以上での使用をお奨めします。

--47.0 x 21.5 x 18.2 cm（3RGB,6RGB）　　74.7 x 26.5 x 20.2 cm（12RGB,15RGB）

--12kg（3RGB,6RGB）　　23Kg（12RGB,15RGB） made in EU



Pangolin QuickShow　4.0Pangolin QuickShow　4.0Pangolin QuickShow　4.0Pangolin QuickShow　4.0

★☆超初心者から一般ユーザーまでにおすすめ☆★★☆超初心者から一般ユーザーまでにおすすめ☆★★☆超初心者から一般ユーザーまでにおすすめ☆★★☆超初心者から一般ユーザーまでにおすすめ☆★

　　　レーザーソフトの最高峰パンゴリン社　　　レーザーソフトの最高峰パンゴリン社　　　レーザーソフトの最高峰パンゴリン社　　　レーザーソフトの最高峰パンゴリン社

　　　　パンゴリン社のソフトは、プロ仕様のタイプと周辺機などをそろえて行くと100万円以上します。

　　　　そのメーカーが一般ユーザー用に、低価格で簡単に使えるように作ったものがQuickShow3.0です。

　　　　そんなメーカーの製品ですので、間違いなくすばらしく超おすすめのILDAソフトです。

　　　　　わかりやすい画面ですので、ILDAソフトが初めての方でもすぐに使えます。

  　　　　まさに超初心者用のレーザーソフトです。パソコンの使える方は、安心してお使いください。

パターンの作り方は簡単で、わかりやすいものです。

回転や動き、カラーチェンジエフェクトも、プリセットであるのですぐに実行できます。

もちろん文字入力も簡単、短い文章もスクロールさせることにより表示可能です。

文字出しに使えるエフェクトもプリセットされています。

日本語入力も可能です。

クイックトレースでは、オリジナルのロゴなどをJPEGや　

Bitmapなどの形式で読み込み、　その形状をなぞって

レーザーで照射することが出来ます。

お店や会社のロゴを簡単にレーザーで照射します。

クイックタイムラインでは、アニメーションを並べたり、

イベントで動きをつけたりして、簡単にショーを作り記憶して、

それをクリック一つで実行することが出来ます。

サウンドデーターも同時に走らせることが出来ますので、

まさにすばやくレーザーショーを作ることが出来ます。

ハローインやクリスマスやパーティー、その他テーマごとに数多く入ってるアニメーションも、すぐに使えるものが数多く入っています。

花火のアニメーションもすぐに使えそうです。

シーンは同時に3つまで実行できますので、人の名前＋アニメーションと言った使い方も可能です。

オリジナル取説付　専門用語もその概念なども記載し初心者、中級者にわかりやすく書かれています。オリジナル取説付　専門用語もその概念なども記載し初心者、中級者にわかりやすく書かれています。オリジナル取説付　専門用語もその概念なども記載し初心者、中級者にわかりやすく書かれています。オリジナル取説付　専門用語もその概念なども記載し初心者、中級者にわかりやすく書かれています。

また実際にすぐ役立つ使用例や、無料データーダウンロードの方法など書かれていて、超おすすめです。また実際にすぐ役立つ使用例や、無料データーダウンロードの方法など書かれていて、超おすすめです。また実際にすぐ役立つ使用例や、無料データーダウンロードの方法など書かれていて、超おすすめです。また実際にすぐ役立つ使用例や、無料データーダウンロードの方法など書かれていて、超おすすめです。

当店オリジナルデータが完成しました。今後作成するデータも含め無料で差し上げます。当店オリジナルデータが完成しました。今後作成するデータも含め無料で差し上げます。当店オリジナルデータが完成しました。今後作成するデータも含め無料で差し上げます。当店オリジナルデータが完成しました。今後作成するデータも含め無料で差し上げます。

Pangolin Cludで公式サイトより無料でショーデーターがダウンロード出来ます。Pangolin Cludで公式サイトより無料でショーデーターがダウンロード出来ます。Pangolin Cludで公式サイトより無料でショーデーターがダウンロード出来ます。Pangolin Cludで公式サイトより無料でショーデーターがダウンロード出来ます。

ショーデーターは随時追加されますので、常に新しいデータを得ることが出来ます。ショーデーターは随時追加されますので、常に新しいデータを得ることが出来ます。ショーデーターは随時追加されますので、常に新しいデータを得ることが出来ます。ショーデーターは随時追加されますので、常に新しいデータを得ることが出来ます。

　　　　　　　　★☆　FB4-SE ディバイス　　　　　　　　★☆　FB4-SE ディバイス　　　　　　　　★☆　FB4-SE ディバイス　　　　　　　　★☆　FB4-SE ディバイス

QuickShowには通常FB3(USBタイプのディバイス)が付属しております。

FB4-SEディバイスはPCとの接続をLANケーブルにて行えるため、

PCとレーザー本体の距離が離れていても仕込みやすくなります。

またSDカードにQuickShowのパターンを記憶し、スタンドアローン（PC無し）でレーザーパターンを実行したり

DMXで呼び出すことも可能となります。　

このように通常のQuickShowディバイスと比べ、かなり使いでのいいモノとなっております。

(ILDAソフト）(ILDAソフト）(ILDAソフト）(ILDAソフト）

レーザーコントローラーレーザーコントローラーレーザーコントローラーレーザーコントローラー



Pangolin Beyond 4.0Pangolin Beyond 4.0Pangolin Beyond 4.0Pangolin Beyond 4.0
Essentials/Advanced/UltimateEssentials/Advanced/UltimateEssentials/Advanced/UltimateEssentials/Advanced/Ultimate

★☆完全プロフェッショナル用レーザーコントローラー☆★★☆完全プロフェッショナル用レーザーコントローラー☆★★☆完全プロフェッショナル用レーザーコントローラー☆★★☆完全プロフェッショナル用レーザーコントローラー☆★

　　QuickShowのプロフェッショナル版レーザーILDAソフトBeyond　　QuickShowのプロフェッショナル版レーザーILDAソフトBeyond　　QuickShowのプロフェッショナル版レーザーILDAソフトBeyond　　QuickShowのプロフェッショナル版レーザーILDAソフトBeyond

　　　　レーザー初心者の方にも、たいへんわかりやすく使いやすいILDAソフトQuickShowは

　　　　当店により初めて国内に紹介されて、瞬く間に大ヒット商品となりました。

　　　　当店でも100本以上を販売、ユーザーの評価も非常に高いです。

　　　　そしてそのQuickShowのプロフェッショナル版レーザーILDAソフトBeyondが登場。

   　　 Essentials、Advanced、Ultimateと3つのグレードが用意されています。

　　　　使用用途に合わせてご購入ください

　　　注）グレードにより機能制限がございます。詳しくはお問い合わせください。

このように、トップ画面はQuickShowとほぼ同じです。　基本機能も、ほぼ同じ機能は持ち合わせています。

そして、プラスアルファーで、プロフェッショナル向きとも言える多くの機能が追加されておりますそして、プラスアルファーで、プロフェッショナル向きとも言える多くの機能が追加されておりますそして、プラスアルファーで、プロフェッショナル向きとも言える多くの機能が追加されておりますそして、プラスアルファーで、プロフェッショナル向きとも言える多くの機能が追加されております

そのプラスアルファーの一つは、格段にレベルアップ、そして作業もしやすくなったタイムラインの作成。そのプラスアルファーの一つは、格段にレベルアップ、そして作業もしやすくなったタイムラインの作成。そのプラスアルファーの一つは、格段にレベルアップ、そして作業もしやすくなったタイムラインの作成。そのプラスアルファーの一つは、格段にレベルアップ、そして作業もしやすくなったタイムラインの作成。

QuickShowでは出来なかった、キュー間のMorping(模様の形が少しずつ次の模様に変化していく）

も可能になり、ショーの表現力は何倍もアップしております。

　　　ビームショー用パターンやスパイラル模様などを作るShape機能はQuickShowに比べて大きくバージョンアップ。

　　　3Dのスパイラル模様も、素早く作成出来ます。

　　　NEW AbstractはPangolin社の最上位機種LD2000で使われている基本図形をオシレーター機能にて変形させ新しい模様を作る機能を導入。

Webカメラの画像を取り込み、すぐにキャプチャーし、

 レーザー用データーとしてコンバートする機能も備わっています。

注）Essentials、Advancedでは使えません。



そしてFlashの動画をレーザー用データーにコンバートする機能が備わりました。　　そしてFlashの動画をレーザー用データーにコンバートする機能が備わりました。　　そしてFlashの動画をレーザー用データーにコンバートする機能が備わりました。　　そしてFlashの動画をレーザー用データーにコンバートする機能が備わりました。　　 注）Essentialsでは使えません。

　この取り込んだFlashは一瞬でキューボタンとなります。　　出来たアニメーションは、エディターで編集できます。

Beyond最大の目玉ポイントはこちらでしょう。Beyondのプラグインソフトとして、

高度な3Dアニメーションを作るモデリングソフト。高度な3Dアニメーションを作るモデリングソフト。高度な3Dアニメーションを作るモデリングソフト。高度な3Dアニメーションを作るモデリングソフト。

注）Essentials、Advancedでは使えません。

こちらは高度な知識を持ち合わせた方ではないと使いこなしは難しいでしょう。

しかし一般の方でも、DVD-ROMに入っているチュートリアル映像を見ながら

学習すると、最低限の使い方で使用は可能です。

　　　　Beyondの当店オリジナルデーターが付属します。　　　　Beyondの当店オリジナルデーターが付属します。　　　　Beyondの当店オリジナルデーターが付属します。　　　　Beyondの当店オリジナルデーターが付属します。

QuickShowでは作成できないAbstractsパターン

プリセットでは入っていない、

バーやウエーブ、サークルなどの基本パターン

またQuickShowでは作成不能な、

トリッキーなビームパターンなど計5ページです。

クラブはもちろん、ダンスイベントやライブ、クラブはもちろん、ダンスイベントやライブ、クラブはもちろん、ダンスイベントやライブ、クラブはもちろん、ダンスイベントやライブ、

少しスピードを落とすと、企業イベントなどのオープニングや少しスピードを落とすと、企業イベントなどのオープニングや少しスピードを落とすと、企業イベントなどのオープニングや少しスピードを落とすと、企業イベントなどのオープニングや

アタックの演出にもバッチリ使えます!!アタックの演出にもバッチリ使えます!!アタックの演出にもバッチリ使えます!!アタックの演出にもバッチリ使えます!!

アニメーションやグラフィックだけでなく、 

ビームショー用データでもQuickShowより何倍も複雑でカッコいいパターン作れます。ビームショー用データでもQuickShowより何倍も複雑でカッコいいパターン作れます。ビームショー用データでもQuickShowより何倍も複雑でカッコいいパターン作れます。ビームショー用データでもQuickShowより何倍も複雑でカッコいいパターン作れます。

BeyondパッケージはQuickShowパッケージからのアップグレードとなります。BeyondパッケージはQuickShowパッケージからのアップグレードとなります。BeyondパッケージはQuickShowパッケージからのアップグレードとなります。BeyondパッケージはQuickShowパッケージからのアップグレードとなります。

パッケージ内容：パッケージ内容：パッケージ内容：パッケージ内容：

　　　QuickShow インストール用メディア、ディバイス、　　　QuickShow インストール用メディア、ディバイス、　　　QuickShow インストール用メディア、ディバイス、　　　QuickShow インストール用メディア、ディバイス、

　　　Beyond　DVD-ROM（当店オリジナルデーター、ライセンスファイル含む）、　　　Beyond　DVD-ROM（当店オリジナルデーター、ライセンスファイル含む）、　　　Beyond　DVD-ROM（当店オリジナルデーター、ライセンスファイル含む）、　　　Beyond　DVD-ROM（当店オリジナルデーター、ライセンスファイル含む）、

　　　USBケーブル、Pangolin DVD-ROM,。　　　USBケーブル、Pangolin DVD-ROM,。　　　USBケーブル、Pangolin DVD-ROM,。　　　USBケーブル、Pangolin DVD-ROM,。

別途WIN7、WIN8、WIN10のPCをご用意ください。

MACにブートキャンプ、上記OSでも動作いたします。

現在お使いのQuickShowからBeyondへのアップグレードが可能です。現在お使いのQuickShowからBeyondへのアップグレードが可能です。現在お使いのQuickShowからBeyondへのアップグレードが可能です。現在お使いのQuickShowからBeyondへのアップグレードが可能です。

詳しくはお問い合わせください。詳しくはお問い合わせください。詳しくはお問い合わせください。詳しくはお問い合わせください。

BeyondのオプションとしてAKAI APC40MKII用　Beyond仕様スキンが登場しました。BeyondのオプションとしてAKAI APC40MKII用　Beyond仕様スキンが登場しました。BeyondのオプションとしてAKAI APC40MKII用　Beyond仕様スキンが登場しました。BeyondのオプションとしてAKAI APC40MKII用　Beyond仕様スキンが登場しました。

　　Pangolonのロゴや、フェーダー、スイッチ類などには、

　　Beyondでアサインされたパラーメーターが印字されてます。

　　非常に使いやすく、ライブで操作する方には欠かせないものでしょう。



★☆ライブ操作ビームショー向けハイクオリティーILDAソフト☆★★☆ライブ操作ビームショー向けハイクオリティーILDAソフト☆★★☆ライブ操作ビームショー向けハイクオリティーILDAソフト☆★★☆ライブ操作ビームショー向けハイクオリティーILDAソフト☆★

ビームショー用データーを、ご自分で作りたいヘビーユーザーにおすすめ。ビームショー用データーを、ご自分で作りたいヘビーユーザーにおすすめ。ビームショー用データーを、ご自分で作りたいヘビーユーザーにおすすめ。ビームショー用データーを、ご自分で作りたいヘビーユーザーにおすすめ。

ゼロの状態からビームショーデータを作るのであれば、QuickShow、Beyondに比べ格段に作業しやすく

また各種の設定もやりやすいので、効率は何倍もアップします。

一つのシーンで複数の模様がまったく違う動きが出来るなど、表現力も全く違います。

正にヘビーユーザー向けのILDAソフトと言えるでしょう。

基本画面は、QuickShow同様わかりやすく、プリセットパターンを使用したショーはすぐに可能です。

メイン画面にバーチャルフェーダーがあり、任意のパラメーターをアサインし、

実行時にライブでコントロール出来ます。

また動くビームパターンのポーズ、逆転もクリック一つ。

カラーピッカーで、ライブで色を変更できます。

パターン間のフェードチェンジも種類豊富。

動きのスピード、スキャンレートも即座に変更できます。

　　そして一つの特徴は、エディット操作のやりやすさにあります。　　そして一つの特徴は、エディット操作のやりやすさにあります。　　そして一つの特徴は、エディット操作のやりやすさにあります。　　そして一つの特徴は、エディット操作のやりやすさにあります。

　　一つの図形に対して、無限のエフェクトで想像もできないような動きを作ることが出来ます。

　　またクリック一つで呼び出せる一つのシーンに複数の模様を作ることが出来ます。

　　それらの模様は、それぞれ全く違う動きを設定でますので、非常に複雑なパターンを作る事が出来ます。

　　Keyframerで、複数の別々のエフェクトをきっちりタイミングをずらせて実行できます。

　　ムービングライトの飛ばしアウトキューなパターンを作り、それをコピーしてタイミングをずらせば、

　　1台のレーザーで、複数のムービングライトのキューのようなパターンを作れます。

　　当店でお買い上げの方には、約10年間で実施したレーザーショーでの

　　そのような複雑な作りのデーターを差し上げます。

　　　　日本語照射も可能です。　　　　日本語照射も可能です。　　　　日本語照射も可能です。　　　　日本語照射も可能です。

エフェクトを加えて、イロイロなパターンを作れます。

ただしテキスト用のプリセットエフェクトはありません。（サンプルパターンはあります）

　　　文字と図形を同時に照射し 出力されてる、ビームのモニターもわかりやすく

　　　別々の動きをつけるのも簡単です。 レーザー本体接続しなくっても、ビームパターンを作れます。



●Fiesta!、もう一つの特徴は、長いILDAケーブルは必要なく、●Fiesta!、もう一つの特徴は、長いILDAケーブルは必要なく、●Fiesta!、もう一つの特徴は、長いILDAケーブルは必要なく、●Fiesta!、もう一つの特徴は、長いILDAケーブルは必要なく、

　どこにでも売ってるLANケーブルで延長可能な点です。　どこにでも売ってるLANケーブルで延長可能な点です。　どこにでも売ってるLANケーブルで延長可能な点です。　どこにでも売ってるLANケーブルで延長可能な点です。

簡単に手に入る長いLANケーブルを用意すれば、 50m、100mなども簡単に配線可能です。

ILDAケーブルは台数分の配線が必要ですが、LANは1本で何台分もの信号が送信可能です。

Fiestaのディバイス間はハブを介してすべてLANケーブルでOKです。

もちろんワイヤレスLANで無線接続して操作可能です。

オペレーター席とレーザー本体の距離が離れている場合でも、仕込みが簡単になりました。

Moncha Boxディバイス又はMoncha.goディバイスを使用いたします。Moncha Boxディバイス又はMoncha.goディバイスを使用いたします。Moncha Boxディバイス又はMoncha.goディバイスを使用いたします。Moncha Boxディバイス又はMoncha.goディバイスを使用いたします。

　　  　　★Moncha.Box　　　  　　★Moncha.Box　　　  　　★Moncha.Box　　　  　　★Moncha.Box　   ★Moncha.go  ★Moncha.go  ★Moncha.go  ★Moncha.go

どちらかのディバイスをMasterにアップグレードすることでFiestaソフトウエアを使えます。どちらかのディバイスをMasterにアップグレードすることでFiestaソフトウエアを使えます。どちらかのディバイスをMasterにアップグレードすることでFiestaソフトウエアを使えます。どちらかのディバイスをMasterにアップグレードすることでFiestaソフトウエアを使えます。

1系統のILDA OUTとFiesta!ソフトウエアのKeyを含んでいます。最低1つは必要なディバイスです。

通常のMoncha.Box・Moncha.goディバイスを2台目以降のILDA OUTとして使えます。



MonchaMonchaMonchaMoncha

★☆多機能ILDAソフト☆★★☆多機能ILDAソフト☆★★☆多機能ILDAソフト☆★★☆多機能ILDAソフト☆★

   Monchaソフトウエアで作ったショーデーターをSDカードに保存し、   Monchaソフトウエアで作ったショーデーターをSDカードに保存し、   Monchaソフトウエアで作ったショーデーターをSDカードに保存し、   Monchaソフトウエアで作ったショーデーターをSDカードに保存し、

   PC無しでレーザーショーを再生することが出来ます。   PC無しでレーザーショーを再生することが出来ます。   PC無しでレーザーショーを再生することが出来ます。   PC無しでレーザーショーを再生することが出来ます。

プレイバックは、Fiesta同様、画面に表示されるパターンをクリックするだけで、すぐに再生されます。

パターン実行中も、各種エフェクトをライブで追加することも可能です。

それらはパラメーターの数値もマウスで変更できレーザージョッキー的プレイが可能です。

パターン作製は、Fiestaより機能が少ないため、　はるかに簡単

しかし最低限必要な、回転、ムーブ、そしてウエーブを作る機能は搭載。

QuickShowでは簡単に作れない、複数の別々の模様をエディットする機能もすぐに出来ます。

もちろん、文字を照射して、エフェクトで回転させたりなど出来ます。

　　　日本語照射も可能です。　　　日本語照射も可能です。　　　日本語照射も可能です。　　　日本語照射も可能です。 エディット画面

　　　　使い方は3通り。　　　　使い方は3通り。　　　　使い方は3通り。　　　　使い方は3通り。

　　　　PCとのイーサー接続PCより直接操作する方法　　　　PCとのイーサー接続PCより直接操作する方法　　　　PCとのイーサー接続PCより直接操作する方法　　　　PCとのイーサー接続PCより直接操作する方法

　　　　PCとの接続はLANケーブルで出来ますので

　　　　レーザーとの距離があっても長いLANケーブルを

　　　　用意することにより可能です。

　　　　Monchaソフトウエアで作ったパターンを

　　　　SDカードに保存しDMXにて再生。　　　　SDカードに保存しDMXにて再生。　　　　SDカードに保存しDMXにて再生。　　　　SDカードに保存しDMXにて再生。

　　　　ムービングライトや他の照明器具との

　　　　完パケショーなどの作製に便利です。

　　そしてソフトで作ったILDAショーをSDカードに保存しPCやDMXコントローラー無しで

　　レーザーとMoncha.Boxディバイスのみで再生する方法です。　　レーザーとMoncha.Boxディバイスのみで再生する方法です。　　レーザーとMoncha.Boxディバイスのみで再生する方法です。　　レーザーとMoncha.Boxディバイスのみで再生する方法です。

　　Standard ILDA output　　16 bit X and Y axes　　4x 8bit color output

　　Maximal scan rate 40000pps　　DMX 512 output　　DMX 512 input

　　100MBit Ethernet　DIP switch (for IP/DMX address or setting stand-alone file to play)

　　Additional board with control display, external ILDA, safety key, 

　　X and Y invert support

　　3 control modes: Ethernet, DMX, stand-alone

　　Standard SD-card, FAT 32 file system up to 32 GB size

　　254 different animations, effects or complete shows can be stored on SD-card

　　17 DMX channels us: position (16bit), size, rotation (16bit), brightness, 

CD-ROM、Moncha.Netディバイス、SDカード 　　color, animation speed, animation direction, scan-rate

電源アダプター、5mILDAケーブルのセットです。

日本語取説付です

Moncha.goディバイスを使えばさらに低価格でMonchaソフトを使用できます。Moncha.goディバイスを使えばさらに低価格でMonchaソフトを使用できます。Moncha.goディバイスを使えばさらに低価格でMonchaソフトを使用できます。Moncha.goディバイスを使えばさらに低価格でMonchaソフトを使用できます。

Standard ILDA output

2×12 bit X and Y axes

4x 8bit color output

Maximal scan rate 40000pps

3 control modes: Ethernet, stand-alone

Power: 24V DC

Dimension: 66×65×26mm

Weight: 25g

★　どちらのディバイスもFiestaソフトウエアが使える、Moncha.NET Masterへアップグレード可能です。★　どちらのディバイスもFiestaソフトウエアが使える、Moncha.NET Masterへアップグレード可能です。★　どちらのディバイスもFiestaソフトウエアが使える、Moncha.NET Masterへアップグレード可能です。★　どちらのディバイスもFiestaソフトウエアが使える、Moncha.NET Masterへアップグレード可能です。



★☆レーザーコントローラーILDAソフト、ディバイスについて☆★★☆レーザーコントローラーILDAソフト、ディバイスについて☆★★☆レーザーコントローラーILDAソフト、ディバイスについて☆★★☆レーザーコントローラーILDAソフト、ディバイスについて☆★

ILDA対応レーザーのコントロールは、主にWindows PCにインストールした専用ソフトを使い

ソフト専用ディバイスをPCに「接続し、レーザー本体へ信号を出力しております。

当カタログでは、わかりやすくするためにILDAコントローラー、イコール、ILDAソフトとしておりますが、

ILDAディバイスを購入すると、ソフト（アプリケーション）が付いてくる、

そしてそのソフトをアップグレードすることにより、プロ仕様のソフトが使える、と言う考え方も出来ます。

★コントロールソフト、ディバイスの種類★コントロールソフト、ディバイスの種類★コントロールソフト、ディバイスの種類★コントロールソフト、ディバイスの種類

当店で扱うレーザーILDAコントローラーは大きく2つのメーカーに分かれます。当店で扱うレーザーILDAコントローラーは大きく2つのメーカーに分かれます。当店で扱うレーザーILDAコントローラーは大きく2つのメーカーに分かれます。当店で扱うレーザーILDAコントローラーは大きく2つのメーカーに分かれます。

★ Pangolin社Pangolin社Pangolin社Pangolin社

★ レーザーソフト

QuickShow、Beyond

★★ ディバイス

FB3、FB4 

Pangolin社ソフトの主な特徴Pangolin社ソフトの主な特徴Pangolin社ソフトの主な特徴Pangolin社ソフトの主な特徴

● プリセットパターン特にアニメーショングラフィックが豊富

● Pngolin Cloudにて他のユーザーが作ったパターンをダウンロード出来る

● タイムライン作成の作業しやすい

● エフェクトの種類が豊富、またライブラリーとして記憶できる

● ライブ操作時、瞬時にプラスできるエフェクトが豊富

ソフトとディバイスソフトとディバイスソフトとディバイスソフトとディバイス

● QuickShow、Beyondとも通常版を購入するとFB3ディバイスが付属します

QuickShow購入者は別料金でBeyondにアップグレード出来ます

● 逆に言いますと、FB3ディバイスを購入するとQuickShowが使えます

FB3アップグレードでBeyondが使えます

● 同じくFB4ディバイスを購入するとQuickShowが使えます

FB4アップグレードでBeyondが使えます

● 2つ目以降のFB3、FB4共に、2台目以降のレーザー用出力ディバイスとなります

★★ Showtacle社Showtacle社Showtacle社Showtacle社

★ レーザーソフト

Moncha、Fiesta

★★ ディバイス

Moncha.go、Moncha.Box

Showtacle社ソフトの主な特徴Showtacle社ソフトの主な特徴Showtacle社ソフトの主な特徴Showtacle社ソフトの主な特徴

● ブランキング（カメラや人の目などにレーザー光を当てない）の設定作業しやすい

● ビームパターン作成が非常に簡単

● 複数台のレーザー操作時一つのパターンの中でのアサインが素早く出来る

● ライブ（マニュアル）操作時の作業がわかりやすく作業しやすい

ソフトとディバイスソフトとディバイスソフトとディバイスソフトとディバイス

● Monchaソフトウエア通常版を購入するとMoncha.Boxディバイスが付いてきます

Moncha購入者は別料金でFiestaにアップグレード出来ます

● 逆に言いますと、Moncha.Boxディバイスを購入するとMonchaソフトウエアが使えます

Moncha.BoxディバイスアップグレードでFiestaソフトウエアが使えます

● Moncha.goディバイスを購入するとMonchaソフトウエアが使えます。

Moncha.goディバイスをアップデートするとFiestaソフトウエアが使えます。

● 2つ目以降のMoncha.Box、Moncha.go共に、2台目以降のレーザー用出力ディバイスとなります

メーカー ディバイス PCとの接続QuickShow Beyond Moncha Fiesta DMX IN/OUT SDカード

FB3 USB ●●●● ※ ×××× ×××× ×××× ××××

FB4 LAN ●●●● ※ ×××× ×××× ●●●● ●●●●

Moncha.go LAN ×××× ×××× ●●●● ※ ×××× ●●●●

Moncha.Box LAN ×××× ×××× ●●●● ※ ●●●● ●●●●

※アップグレードで使用可※アップグレードで使用可※アップグレードで使用可※アップグレードで使用可

それぞれ対応ソフトで2台目以降のディバイスとして使用できます

ILDAコントローラー（ソフト、ディバイス）についてILDAコントローラー（ソフト、ディバイス）についてILDAコントローラー（ソフト、ディバイス）についてILDAコントローラー（ソフト、ディバイス）について

レーザーILDAディバイス比較レーザーILDAディバイス比較レーザーILDAディバイス比較レーザーILDAディバイス比較

PangolinPangolinPangolinPangolin

ShowtacleShowtacleShowtacleShowtacle



オーロラエフェクトライト　PL-10オーロラエフェクトライト　PL-10オーロラエフェクトライト　PL-10オーロラエフェクトライト　PL-10

　　　レッド、グリーンレーザー、そしてブルーLEDの光源をもち

　　　オーロラのような模様を照射。

　　今までに無い幻想的な光の演出が可能です。　　今までに無い幻想的な光の演出が可能です。　　今までに無い幻想的な光の演出が可能です。　　今までに無い幻想的な光の演出が可能です。

　　バーやショップの演出、自宅パーティでの使用も良いのではないでしょうか？　　バーやショップの演出、自宅パーティでの使用も良いのではないでしょうか？　　バーやショップの演出、自宅パーティでの使用も良いのではないでしょうか？　　バーやショップの演出、自宅パーティでの使用も良いのではないでしょうか？

　　　　音調、自動、マニュアル、DMXにてコントロール可能。

　　--AC100V　50/60HZ

　　--650nm200W Red laser/532nm 80W Green laser

　　--3W Blue LED

　　--AUT/Sound/Manual/DMX(5ch) made in China

    --23×17.5×85cm、1.5Kg

演出照明演出照明演出照明演出照明



イメージプロジェクター、ロゴライトイメージプロジェクター、ロゴライトイメージプロジェクター、ロゴライトイメージプロジェクター、ロゴライト

　　　　★お店のロゴ、メッセージなどを照射するスポットライトです。　　　　★お店のロゴ、メッセージなどを照射するスポットライトです。　　　　★お店のロゴ、メッセージなどを照射するスポットライトです。　　　　★お店のロゴ、メッセージなどを照射するスポットライトです。

　　　23WLED光源搭載

　　　回転タイプ、固定タイプございます。

　　　固定タイプは防滴仕様ですので、屋外設置可能です。

  画像は回転タイプ

パチスロ店、ゲームセンター、レジャーホテル、レストラン、クラブ、バー等飲食店

エステサロン、美容室、携帯電話販売、貴金属店、車販売、歯科医院等、

展示会やインフォメーション、イベントのショーアップに最適です。

アーケードと屋内のあらゆる空間をクリエイト。

マニュアルフォーカスで店内外のあらゆる箇所にイメージの投影が可能です  。

光量　1820 lm

消費電力   25W

色温度    5200 K

ランプライフタイム　30000時間～

--25.5cm x 95.0cm x 16.5cm

--2.6kg 

固定タイプ/回転タイプ　有り (別途オーダーメイドGOBO必要)

回転速度   25 R.P.M360°

ロゴライトロゴライトロゴライトロゴライト



超小型LEDストロボDMX対応   STR150超小型LEDストロボDMX対応   STR150超小型LEDストロボDMX対応   STR150超小型LEDストロボDMX対応   STR150

17.5×5.5×15.5cm、重量は400g　

そこそこ明るくて、照射範囲も広く、

小型のスペースでは十分効果的に使えます。

光源は小型LED素子を180個使用、トータルで35W。

電源を入れると、すぐにフラッシュ！

ストロボスピードは16段階に設定可。

音調もありますので、音を感知したときに光る設定も可能です。

そして超小型ながら、DMXにも対応した優れモノ。

コントロール:AUT/Sound/DMX 5ch

Size: 17.0 x 5.5 x 15.5 cm

Weight: 0.4 kg

Power: 90-240V 35W　 made in China

100W ハイパワーストロボDMX対応　　STD-100100W ハイパワーストロボDMX対応　　STD-100100W ハイパワーストロボDMX対応　　STD-100100W ハイパワーストロボDMX対応　　STD-100

★☆20Wストロボの5倍のパワー、 そして体感の明るさは7倍。☆★★☆20Wストロボの5倍のパワー、 そして体感の明るさは7倍。☆★★☆20Wストロボの5倍のパワー、 そして体感の明るさは7倍。☆★★☆20Wストロボの5倍のパワー、 そして体感の明るさは7倍。☆★

小型でも明るい秘密はこちら。小型でも明るい秘密はこちら。小型でも明るい秘密はこちら。小型でも明るい秘密はこちら。

LEDストロボの多くはSMDという小型のLED素子を大量に取り付けております。

この100W LEDストロボは、COBという大型のLED素子を採用。

COB LEDはSMDよりはるかに明るく、またSMDではそれぞれの間に隙間が出来るために、

COBの方が面積あたりの光源部が多いことになり、同じパワーでの明るさの違いとなります。

本体のみで使用する場合のスピード設定は16段階。本体のみで使用する場合のスピード設定は16段階。本体のみで使用する場合のスピード設定は16段階。本体のみで使用する場合のスピード設定は16段階。

音調は2つのモード（ワンショットと複数回ショット）。音調は2つのモード（ワンショットと複数回ショット）。音調は2つのモード（ワンショットと複数回ショット）。音調は2つのモード（ワンショットと複数回ショット）。

そしてDMXでもコントロール可そしてDMXでもコントロール可そしてDMXでもコントロール可そしてDMXでもコントロール可

　　コントロール:AUT/Sound/DMX 5ch

　　Size: 31.5×8×14cm

　　Weight: 1.1Kg 

　　Power: 90-240V 100W made in China

250W 超ハイパワーストロボDMX対応　  STD-250250W 超ハイパワーストロボDMX対応　  STD-250250W 超ハイパワーストロボDMX対応　  STD-250250W 超ハイパワーストロボDMX対応　  STD-250

★☆大ホールクラスでも使える明るさ。☆★★☆大ホールクラスでも使える明るさ。☆★★☆大ホールクラスでも使える明るさ。☆★★☆大ホールクラスでも使える明るさ。☆★

高出力0.5W LEDを360個搭載、体感ワット数を超える明るさを持ちます。

通常のシャープなストロボの他、フェードエフェクトも有り

DMX時、点灯しっぱなしも可能で地明代わりにもなります。

　　コントロール:AUT/Sound/DMX 3ch

　　Size: 45.5×15×12.5cm

　　Weight: 3.2Kg 

　　Power: 100-230V 250W made in China

ストロボストロボストロボストロボ



BM-280BM-280BM-280BM-280

★☆高機能ムービングライト☆★★☆高機能ムービングライト☆★★☆高機能ムービングライト☆★★☆高機能ムービングライト☆★

　　Osram SIRIUS HRI 280w搭載し非常に高照度で高性能なムービングライト。

　　スポットモード、ウオッシュモード両方で使用可能。

　　スポットモードではGOBOの他、6面/8面の回転プリズムで幅広い演出が出来ます。

　　フロストフィルターを使ったウオッシュモードでもビーム角が調整出来、

　　細いビームから地明かりのような演出まで可能。、

　　小型のボディーで多くの演出スタイルが実現できます。

　--DMX 16/24ch --カラー13色

　--100-240V　470W --ローテートGOBO　メタル9

　--37.0 x 25.0 x 58.0 cm --フィックスGOBO メタル14

　--16.0 kg --6面/8面ローテートプリズム

--フォーカス/フロストフィルター

--スポット2.5-10度、ウオッシュ5-20度

Tiny Indigo Mk2-30Tiny Indigo Mk2-30Tiny Indigo Mk2-30Tiny Indigo Mk2-30

★☆超小型低価格スポットタイプLEDムービングライト☆★★☆超小型低価格スポットタイプLEDムービングライト☆★★☆超小型低価格スポットタイプLEDムービングライト☆★★☆超小型低価格スポットタイプLEDムービングライト☆★

　　30WホワイトLEDを搭載したムービングライト。

　　150Wメタハラタイプと同程度の明るさを実現。

　　超小型で軽量。設置場所を選びません。

　　付属のリモコンにて操作可能です。

--DMX 5/10ch --カラー8色

--100V　60W --フィックスGOBO メタル8

--15.9 x 14.7 x 26.5 cm --ストロボ、ディーマーチャンネル

--2.6 kg

TR12WPTR12WPTR12WPTR12WP

★☆防滴仕様の4in1LEDパー☆★★☆防滴仕様の4in1LEDパー☆★★☆防滴仕様の4in1LEDパー☆★★☆防滴仕様の4in1LEDパー☆★

4in1(RGBW)の10W LEDを12個搭載、色むらの少ないカラーミックスを実現

調光カーブもきれで、ハロゲン灯体との同時使用に威力を発揮します。

防滴仕様(IP65)で、屋外での設置も可能、おすすめの商品です。

--DMX 7ch

--100-240V　96W

--26.0 x 26.0 x 28.0 cm

--5 kg

--ビーム角30度

ムービングライトムービングライトムービングライトムービングライト

LEDパーライトLEDパーライトLEDパーライトLEDパーライト



SUNLITE SUITE2/SUITE3SUNLITE SUITE2/SUITE3SUNLITE SUITE2/SUITE3SUNLITE SUITE2/SUITE3

★☆ライティングソフトウエアの定番☆★★☆ライティングソフトウエアの定番☆★★☆ライティングソフトウエアの定番☆★★☆ライティングソフトウエアの定番☆★

SUNLITEシリーズは、PCと共に使用することにより、

百万円レベルのプロ仕様のDMXコンソールと同等の

能力を発揮する、すばらしいソフトウエアです。

★　Windows　OS対応

ソフトウエア、メイン操作画面はビジュアル的にわかりやすく、

誰にでもすぐに理解できる物です。

初心者の方は、ビギナーモードから始め、熟練者は、エキスパートモードを選択

使用者のレベルに合わせてオペレーションが出来ます。

本番実行時は直感的にカラーやGOBOを変えることが出来、

ライブ操作で威力を発揮するでしょう。

また外部MIDI機器などを使用し、マニュアルフェードイン、フェードアウトなども可能。

　　　シーンのエディット画面では、ヴァーチャルフェーダーを動かすことにより、

　　　通常のDMXコンソールの感覚で操作できます。

　　　ムービングライトなどは、イージタイムエディターで簡単にサークルなどの

　　　エフェクトを作成でき、それをコピーペーストすることで、他の灯体も同様に動かせます。

　　　またペースト時にフェイズ機能を使うことにより、オフセット効果をもたらし

　　　簡単にウエーブのような動きを作ることが出来ます。

　　　同様にRGBタイプのLEDなどでカラーが走るチャイスもすぐに作れます。

付属の3Dシュミレーションソフトは、SUNLITEとリンクしたショーシュミレーションを実行。

トラスや人物などの配置も自由にエディットできるため、

現場にいなくてもショープログラムが可能。

FCディバイスを使用すれば、音楽や映像と同期するタイムラインを形成し

完全パッケージショーの作成が可能。

また、PCで作成したデーターをでぃばいすに（SDカード）に記憶し、

PCを使用しなくてもシーン実行可能なスタンドアローンアプリケーションも有ります。

OUT PUTされている信号の状況も、モニターに映せ出せます。

またディバイスにより、複数の系統の信号を出力できます。

ECディバイスは512ch×2系統

DMXコントローラー/DMX（ライティング）ソフトウエアDMXコントローラー/DMX（ライティング）ソフトウエアDMXコントローラー/DMX（ライティング）ソフトウエアDMXコントローラー/DMX（ライティング）ソフトウエア



★SUNLITEのディバイスは用途に合わせて2種類★★SUNLITEのディバイスは用途に合わせて2種類★★SUNLITEのディバイスは用途に合わせて2種類★★SUNLITEのディバイスは用途に合わせて2種類★

　　SUNLITE BC　　SUNLITE BC　　SUNLITE BC　　SUNLITE BC 　  　SUNLITE EC　  　SUNLITE EC　  　SUNLITE EC　  　SUNLITE EC

 　　 256ch 出力 　　　　　512ch×2系統（片側をinput使用可）

   　 機能制限有り 　　　　　SUNLITE2/3のすべての機能が使えます

DMXコントロールソフトDMXコントロールソフトDMXコントロールソフトDMXコントロールソフト

　　　レーザーライト購入時オプション　　　レーザーライト購入時オプション　　　レーザーライト購入時オプション　　　レーザーライト購入時オプション

レーザーライトをある一つの固定のパターンのみでとめておきたい

と言う方が時々いらっしゃいます。

しかし通常レーザー本体のみで固定パターンでとめるのは出来ません。

そのような場合、このオプションソフトをご利用下さい。

Windows OS用ソフトで作ったパターンを付属のディバイスに記憶させ

使用時はレーザーとディバイスに電源供給すると固定パターンを照射します。

ディバイスに記憶できるのは12chまでですが、60chまで拡張可能です。

★ご希望のパターンがございましたら記憶させて納品いたします。★ご希望のパターンがございましたら記憶させて納品いたします。★ご希望のパターンがございましたら記憶させて納品いたします。★ご希望のパターンがございましたら記憶させて納品いたします。

DMX CONTROLLERDMX CONTROLLERDMX CONTROLLERDMX CONTROLLER

DMX-1DMX-1DMX-1DMX-1

16chまでのムービングライト、レーザーなどを最大12台まで一括コントロール。

30バンク×8、計240シーンのメモリー可。

オートラン機能、チェイス機能有。

フェードタイムコントロール機能有。 --電源入力　DC9～12V　300mA

--48.2×13.2×73.0　cm

--2.5Kg 

DMX-SDMX-SDMX-SDMX-S

10chまでのムービングライト、レーザーなどを最大16台まで一括コントロール。

シーンメモリー数は16、チェイスも16と少な目ですが、

USBメモリーにバックアップできるため、多くのプログラムが保存可能です。

当店でレーザーと同時購入の場合、50cm程度のDMXケーブルが付属し

プログラムを入れて納品いたします。

--電源入力　DC9V　300mA

--30.8×14.2×74.0　cm

--2.0Kg



スモークマシーン　400W/1500Wスモークマシーン　400W/1500Wスモークマシーン　400W/1500Wスモークマシーン　400W/1500W

　　400Wスモークマシーン　　400Wスモークマシーン　　400Wスモークマシーン　　400Wスモークマシーン

かなり小型ですので、設置場所を選びません。

プライベートパーティーや、ちょっとしたお店の演出、

小規模クラブ、ライブハウスなどに是非。

リキッド付ですので、すぐに使えます。

--110V 400W

--23.0 x 12.0 x 9.5 cm　3.0Kg

　　　1500Wスモークマシーン　　　1500Wスモークマシーン　　　1500Wスモークマシーン　　　1500Wスモークマシーン

スモークの噴出量は、400Wの約8倍。

大会場での使用が可能です。

　　有線コントローラー、ワイヤレスコントローラーが付属

　　さらにDMXコントロールが可能。

　　有線コントロールでは、タイマーでインターバルを設定可能。

　　出したり止めたりを設定できます。

　　また有線コントロール、DMX使用時は噴出量の調整も可能、

--110V 1500W 　　多機能なスモークマシーンです。

--56.5 x 36.5 x 30.0 cm  8.5Kg 　　中規模～大規模クラブ、ライブハウスなどに是非、、。

made in China 　　リキッド付ですので、すぐに使えます。

ヘイズマシーン　700Wヘイズマシーン　700Wヘイズマシーン　700Wヘイズマシーン　700W

　ヘイズマシーンは霧状に煙りを噴出しますので、

　モクモク出るフォグマシーンと違い

　目立たなく嫌がられることが少ないです。

　照明、レーザー効果のアップを目的とするならば超オススメです。　照明、レーザー効果のアップを目的とするならば超オススメです。　照明、レーザー効果のアップを目的とするならば超オススメです。　照明、レーザー効果のアップを目的とするならば超オススメです。

　プライベートパーティーや、ちょっとしたお店の演出、

　小規模クラブ、ライブハウスなどに良いです。

電源を入れて、ヒーティングに約2分、

コントローラーのボタンを押すだけで、すぐに霧状の煙が出せます。

　　フルパワーで噴出してる様子 コントローラーで噴出量を調整できます。

--110V 700W

--30.0 x 14.7 x 29.1 cm  5Kg made in China

スモークリキッドスモークリキッドスモークリキッドスモークリキッド

★5Lスモークリキッド★5Lスモークリキッド★5Lスモークリキッド★5Lスモークリキッド

スモークマシーン補充液です。

スモークマシーンスモークマシーンスモークマシーンスモークマシーン



ILDAケーブルILDAケーブルILDAケーブルILDAケーブル

★ハイクオリティーILDAケーブル　5ｍ★ハイクオリティーILDAケーブル　5ｍ★ハイクオリティーILDAケーブル　5ｍ★ハイクオリティーILDAケーブル　5ｍ

レーザーメーカーが販売するILDAケーブルは、

自社のレーザー製品対応のモノを販売します。

そのため、他のレーザーメーカーのレーザー製品では

使用できないことも有ります。

　　　　このハイクオリティーILDAケーブルは、　　　　このハイクオリティーILDAケーブルは、　　　　このハイクオリティーILDAケーブルは、　　　　このハイクオリティーILDAケーブルは、

　　　　25PINすべてがストレート接続されており、　　　　25PINすべてがストレート接続されており、　　　　25PINすべてがストレート接続されており、　　　　25PINすべてがストレート接続されており、

　　　　ほとんどのレーザー製品、レーザーソフトに対応した物です。　　　　ほとんどのレーザー製品、レーザーソフトに対応した物です。　　　　ほとんどのレーザー製品、レーザーソフトに対応した物です。　　　　ほとんどのレーザー製品、レーザーソフトに対応した物です。

　　　　またコネクター部分は、頑丈に出来ておりトラブルなど少ないでしょう。　　　　またコネクター部分は、頑丈に出来ておりトラブルなど少ないでしょう。　　　　またコネクター部分は、頑丈に出来ておりトラブルなど少ないでしょう。　　　　またコネクター部分は、頑丈に出来ておりトラブルなど少ないでしょう。

★ノーマルクオリティーILDAケーブル　10m/20m/50m★ノーマルクオリティーILDAケーブル　10m/20m/50m★ノーマルクオリティーILDAケーブル　10m/20m/50m★ノーマルクオリティーILDAケーブル　10m/20m/50m

　　　　コネクターのカバーはプラスッチクとなります。

その他の長さのILDAケーブル、受注いたします。

ILDA信号分配器　1in 4out ILDA信号分配器　1in 4out ILDA信号分配器　1in 4out ILDA信号分配器　1in 4out 

1系統のILDA信号を4系統に分配するモノです。

D-sub25pinILDA信号の入力×1、D-sub25pin ILDA OUT×4

4つのOUT、それぞれ別に左右反転、上下反転可能、

1つのILDA信号からの出力で、4方向への動きが可能です。

使用するときの演出に応じてシンクロした動き、

シンメトリな動きなど切り替えられて大変便利です。

★ノーマルクオリティーDMXケーブル　10ｍ/20m★ノーマルクオリティーDMXケーブル　10ｍ/20m★ノーマルクオリティーDMXケーブル　10ｍ/20m★ノーマルクオリティーDMXケーブル　10ｍ/20m

カナレ製ケーブル、ノイトリック製コネクター使用

その他の長さ、ハイクオリティーDMXケーブル、受注いたします。

DMXディストリビューター（スプリッター）信号分配器DMXディストリビューター（スプリッター）信号分配器DMXディストリビューター（スプリッター）信号分配器DMXディストリビューター（スプリッター）信号分配器

　　1in 4out 1thru out　　1in 4out 1thru out　　1in 4out 1thru out　　1in 4out 1thru out

　1系統のDMX信号を4系統（+1スルーアウト）に分配するモノです。

　3pin DMX信号インプット×1、スルーアウト×1

　アイソレートされたアウトプット×4

　このアウトプットは、それぞれが電気的に絶縁されておりますので

　ある箇所でエラーを起こしても他の系統に影響を及ぼしません。

アクセサリー/サプライ品アクセサリー/サプライ品アクセサリー/サプライ品アクセサリー/サプライ品



その他その他その他その他

アルミハンガーアルミハンガーアルミハンガーアルミハンガー 　　　　17mmダボ　　　　17mmダボ　　　　17mmダボ　　　　17mmダボ ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー



★☆MEMO☆★★☆MEMO☆★★☆MEMO☆★★☆MEMO☆★



★　カタログ内ビーム画像はスモークマシーンを併用しています。

★　製品の仕様、外観は予告無く変更する場合があります。

LIGHTING CRAFT
  〒550-0027  〒550-0027  〒550-0027  〒550-0027

大阪市西区九条1-6-11-A号大阪市西区九条1-6-11-A号大阪市西区九条1-6-11-A号大阪市西区九条1-6-11-A号

    TEL/FAX 06-6586-5859    TEL/FAX 06-6586-5859    TEL/FAX 06-6586-5859    TEL/FAX 06-6586-5859

     lc@m3-craft.com     lc@m3-craft.com     lc@m3-craft.com     lc@m3-craft.com


