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●大型でも軽量、高輝度LED240pcs実装

●コストパフォーマンスに優れたLED灯具

白色 LED 黄色 LED

<セット内容>　

①LED AreaLight 55本体

②ACアダプター(ACコード付き）　

③前面ディフューザー

④ダブルダボ

<セット内容>　

①LED FV108(ライトカッター付）

②拡散フィルター　

③アンバーフィルター

④カメラプレート

⑤ネジ付シュー

⑥自由雲台

⑦ACアダプター（ACコード付き）

⑧電池パック BB-6

<セット内容>　

①LED DV216(ライトカッター付）

②拡散フィルター　

③カメラプレート

④ネジ付シュー

⑤自由雲台

⑥ACアダプター（ACコード付き）

⑦電池パック BB-6

LED Light Series

アンブレラ・8㎜軸（別売）を装着することにより

ポートレート～証明写真まで撮影可能！！

フィルライト
（アンブレラ1灯）

フィル+メインライト
（アンブレラ2灯）

フィル＋メイン
＋アクセントライト

（アンブレラ2灯
＋ダイレクト光１灯）ライティング図

フィルライト

メインライト アクセントライト

WideLight10と従来の平面パネルLEDとの照射比較

WideLight10 平面パネルLED 光　源

電　源

LEDチップ×600 pcs

FULL(100%)～ 約1/10(10%）

3200K：325 lx / 5600K：380lx/ F値：F2.8 5/10

3200～5600K　±300K（100Kステップ可変）

Ra95 以上

130°（湾曲した発光面より１ｍで計測）

191（ｗ）× 122（h）× 67（d）mm

520ｇ（ACアダプター含まず） 

ACアダプター：INPUT AC100-240V 50/60Hz   OUTPUT DC12V 2A
リチウムイオン 電池コメットLED灯具用(別売)×１ 約210分点灯

調光範囲

照　度

色温度

平均演色評価数

照射角度

寸　法

重　量

測定条件：出力 Max　１/30sec  ISO400　距離１ｍ

光　源

電　源

LEDチップ×240 pcs

FULL～ 約1/6

2400 lx（ディフューザー装着時1,400 lx）/Ｆ値：Ｆ8.0

5500K ±10%

Ra95 以上

60°

280（ｗ）× 330（h）× 200（d）mm

990ｇ（ACアダプター含まず） 

AC アダプター：INPUT  AC100-240V 50/60Hz
　　　　　　　  OUTPUT  DC15V 4A

調光範囲

照　度

色温度

平均演色評価数

照射角度

寸　法

重　量

測定条件：出力 Max　１/30sec  ISO400　距離１ｍ

税込価格 37,950円
(34,500円)

税込価格 24,200円
(22,000円)

●湾曲した面光源で狭い場所でもワイドに照射

●3200～5600Kまでの幅広い色温度の可変
<セット内容>　

①LED WideLight10本体

②ACアダプター　

③収納ケース

④自由雲台

■232349　JANコード4582278087724　CPS-LEDW10

WideLight10の曲面による発光面は、一般的な平面の発光面

に比べて限られた空間では、より広い光を照射します。

LED AreaLight55

税込価格 16,500円
(15,000円)

税込価格 23,650円
(21,500円)

C-PLUSコンパクトLED  FV108

C-PLUSコンパクトLED DV216  

CPS LED WideLight10

■232329　JANコード4582278087540　JL-109

●砲弾型、高輝度LED108pcs実装

●本体のシューアダプターで灯体の連結が可能

●砲弾型、高輝度LED216pcs実装

●3000～10000Kまでの幅広い色温度可変

■232395　JANコード4582278085348　FV108DK

光　源

電　源

LED（砲弾型）×108 pcs

FULL～ 約1/16

430 lx /Ｆ値：Ｆ4.0

5400K ±300K（フィルター無し）

Ra92 以上

34°

128（ｗ）× 88（h）× 41（d）mm

200ｇ（本体＋ライトカッター） 

ACアダプター：INPUT AC100-240V 50 /60Hz   OUTPUT DC9V 3A

電池パックBB-6（付属）：点灯～消灯まで約180分
大容量電池パック MVAD1（別売）：点灯～消灯まで約480分 ※
※市販品:単３形充電式ニッケル水素電池

リチウムイオン 電池コメットLED灯具用(別売)×1個: 約420分点灯　

調光範囲

照　度

色温度

平均演色評価数

照射角度

寸　法

重　量

測定条件：出力 Max　１/30sec  ISO400　距離１ｍ

■232391　JANコード4582278087625　DV-216VC

光　源

電　源

LED（砲弾型）×216 pcs

FULL～ 約1/4

780 lx /Ｆ値：Ｆ4.0  7/10

3000～10000±300K（フィルター無し）

ACアダプター：INPUT AC100-240V 50 /60Hz   OUTPUT DC9V 3A

電池パックBB-6（付属）：点灯～消灯まで約80分
※市販品:単３形充電式ニッケル水素電池6本使用

リチウムイオン 電池コメットLED灯具用(別売): 点灯～消灯まで約240分　

調光範囲

照　度

色温度

測定条件：出力 Max　１/30sec  ISO400　距離１ｍ

FV108 用大容量電池パック
 MVAD1（別売）

単3形充電式
ニッケル水素電池12本使用
点灯～消灯まで約8時間

※色温度を変えると光量も変化します

Ra94 以上

44°

182（ｗ）× 119（h）× 41（d）mm

390ｇ（本体＋ライトカッター） 

平均演色評価数

照射角度

寸　法

重　量

本体のシューアダプターで

灯体の連結が可能！

使用レンズ：24㎜



①

②③

④

③

④

① ②

⑤

対応機種

■123154　JANコード4582278086727　LED-LIB ■231879　JANコード4582278086734　LEDBCPN201 ■232388　JAN4582278085324　CPSMVAD1

税込価格 7,590円

(6,900円)

税込価格 44,000円
(40,000円)

税込価格 8,800円
(8,000円)

税込価格 5,940円
(5,400円)

C-PLUS スリムLEDキット2120
●ホビーや小物をスマホやカメラで綺麗に撮影できます！

●フレキシブルアームでライティングは自由自在！

●撮影台の背後から透過ライティングも可能！

●調光ができるLED照明！

光　源

電　源

LEDパネル（砲弾型）120 pcs

測定条件：出力 Max　１/30sec  ISO400　距離１ｍ

■232383　JANコード4582278085287　CPSSLPK120

ACアダプター：INPUT AC100-240V 50/60Hz　OUTPUT ：DC9V 2A
単4形充電式ニッケル水素電池6本（市販品）

（電池使用時：連続点灯にて消灯まで約3時間）

※付属のLEDライトパネル1灯の仕様です

QRコードから

商品の詳細を

ご覧になれます。

<セット内容>　

① スリムLED SLP2120×２

② ACアダプター（ACコード付き）×2

③ 乳白プレート(片面マット)

④ 撮影台フレーム

⑤ フレキシブルアーム×２

撮影イメージ

リチウムイオン電池コメットLED灯具用 充電器  コメットLED灯具用 C-PLUS LED電池パック  MVAD1

<セット内容>　

①電池パック本体

②電池パック蓋

③電池フォルダー

④本体接続ケーブル

大容量電池パック

71（ｗ）×39（h）×60（d）mm

134 g

寸　法

重　量

LED WideLight10  点灯～消灯まで約210分
コンパクトLED FV-108  点灯～消灯まで約420分
コンパクトLED DV-216  点灯～消灯まで約240分
※充電には充電器コメットLED灯具用が別途必要となります。

電　源

適用電池 リチウムイオン電池コメットLED灯具用（別売）

7時間

110（ｗ）×34（h）×85（d）mm

130 g（本体のみ）　ACアダプター134ｇ

充電時間

寸　法

重　量

2個同時充電可能

ACアダプター：INPUT AC100-240V 50/60Hz 
　　　　　　   OUTPUT DC12V 2A

対応機種

単3形充電式ニッケル水素電池12本（市販品）

105（ｗ）×70（h）×102（d）mm

380 g（電池ホルダー、接続コード含む）

電　源

寸　法

重　量

コンパクトLED FV-108　点灯～消灯まで約480分
コンパクトLED FV-234　点灯～消灯まで約180分

調光範囲

照　度

照度角度

ライトパネル寸法

ライトパネル重量

撮影台寸法

セット重量

FULL～  約1 / 4

670 lx  /  F値：F4 　5/10 

約39°

148（ｗ）×185（h）×15（d）mm

200g（LEDライトパネル1灯））

400（w）×240（h）×335（d）mm

2㎏ （撮影台に置く被写体の重さとなります）

2.1kg

最大荷重



700 (φ）× 195（d）mm

1.3 kg

寸　法

重　量

850 (φ）× 220（d）mm

1.5 kg

寸　法

重　量

1000 (φ）× 235（d）mm

1.7 kg

寸　法

重　量

税込価格 7,260円
(6,600円)

税込価格 8,470円
(7,700円)

税込価格 23,100円
(21,000円)

税込価格 11,550円
(10,500円)

■232359　JAN4582278087991　CPS-UWJH

C-PLUS アンブレラ 白 980φJH C-PLUS アンブレラ 白透過1020φ 

CPS ルーセントアンブレラ 1090φ  C-PLUS バンクS

税込価格 24,200円
(22,000円)

税込価格 28,600円
(26,000円)

税込価格 26,400円
(24,000円)

C-PLUS 折り畳みオクタバンク70S C-PLUS 折り畳みオクタバンク85S C-PLUS 折り畳みオクタバンク100S

C-PLUS アンブレックス

■232320　JAN4582278083696　CPS-UBRX

■232361　JAN4582278085928　CPS-UDW-8

直径φ1090 mm、  軸径φ8 ｍｍ

790 mm

白透過

白

寸　法

収納時の⾧さ

アンブレラ前面

反射カバー内面

600（w）×800（ｈ）×380（ｄ）ｍｍ

前面、中間ディフューザー共に着脱式

シルバー

スピードリング・インサート金具付属（コメットCXタイプ）

寸　法

ディフューザー

本体内面

付属品

■232365　JAN4582278087861　SS41-109 ■232323　JAN4582278083726　CPS-BNK-S

■232362　JAN4582278085850　FESR-70T/S ■232363　JAN4582278085867　FESR-85T/S ■232364　JAN4582278085874　FESR100T/S　

※ディフューザーは傘と一体式の為、取り外せません。

使用条件：180φ程度のリフレクターを装着してご使用ください。

　　　　　ストロボの出力は最大400Wsまでとし、モリングラン

　　　　　プは200W以下でご使用ください。　

使用条件：180φ程度のリフレクターを装着してご使用ください。

　　　　　ストロボの出力は最大400Wsまでとし、モリングラン

　　　　　プは200W以下でご使用ください。　

使用条件：ストロボ出力 400Ws、モデリングランプ200W以下で
　　　　   ご使用ください。

＜セット内容＞

① バンク本体

② インサート金具（CXタイプ）・反射板

③ 前面ディフューザー

④ ファブリックグリッド

⑤ 収納ベルト/収納ケース

反射板が装着されている

内面構造（反射面：銀）

●低価格＆持ち運びに便利な折り畳み式のオクタバンク！

●リフ、ディフューザー、ファブリックグリッドの3way対応‼

●用途に応じて選べる3つのサイズをラインナップ !!!

ディフューザー

装着例

ファブリック

グリッド装着例

※C-PLUS製品は輸入品の為､ロットにより仕様が変更される場合があります。　修理については故障個所の修理ではなく、修理全交換の対応を取らせていただく場合がございます。　    ※記載内容は2022年12月現在のものです。改良のため予告なしに使用やデザインの一部を変更することがあります。　(　)内は税別価格です。

ディフューザー付きのアン

ブレラの為、ストロボヘッド

に被せるだけで簡単にセッ

ティングができ、やわらかい

光を照射します。

反射面はシルバーで中

間ディフューザーと前面

ディフューザーの組み合

わせができる、コスパが

高いライトバンクです。

Lighting Accessory

税込価格 7,700円
(7,000円)

●表面の黒反射布を外すと透過アンブレラとして使用できます。

重　量  430g

重　量 1kg

寸　法

収納時の⾧さ

重　量

アンブレラ内面

寸　法

収納時の⾧さ

重　量

アンブレラ内面

直径φ1020 mm、  軸径φ8 ｍｍ

680 mm

350g

白

直径φ980 mm、  軸径φ8 ｍｍ

680 mm

310ｇ

白

 アンブレラ 45ナイロン810φ 

■25361　JAN4582278085522　N  45

税込価格13,750 円
(12,500円)

寸　法

収納時の⾧さ

重　量

アンブレラ内面

直径φ810 mm、  軸径φ10 ｍｍ

505mm

330g

白

※10㎜軸の為、LED Area Light55には装着できません。

10 ｍｍ軸

●10ｍｍ軸の堅牢な日本製アンブレラ

-

使用条件：ストロボ出力 1200Ws. モデリングランプ 250W 以下
　　　　　でご使用ください

         

使用条件：ストロボ出力 1200Ws. モデリングランプ 250W 以下
　　　　　でご使用ください

         

寸　法

収納時の⾧さ

重　量

アンブレラ内面

直径φ910 mm、  軸径φ8 ｍｍ

690 mm

320g

シルバー



※クリップオンストロボの機種によっては使用できないものもあります。
    ご購入前に取り付けの形状等を必ずご確認ください。

※クリップオンストロボ以外の光源は使用しないでください。

※マルチサークルレフは別売

※写真のストロボ・ライトスタンド（別売）

（ソフトボックス内面：銀）

メッシュポケット

フロントポケット

フリーパーティション▲

400 (w)×400 (h)×330 (d) mm

350 (w)×350 (h) mm

740 g

寸　法

前面ディフューザー寸法

重　量

500 (w)×500 (h)×360 (d) mm

440 (w)×440 (h) mm

900 g

寸　法

前面ディフューザー寸法

重　量

600 (w)×600 (h)×400 (d) mm

510 (w)×510 (h) mm

1.01 kg

寸　法

前面ディフューザー寸法

重　量

税込価格 9,350円

(8,500円)

C-PLUS マルチオパライトディフューザー C-PLUS マルチサークルレフ  C-PLUS サークルレフホルダー 

税込価格 13,860円
(12,600円)

クリップオンストロボソフトボックス40
税込価格 15,070円

(13,700円)

クリップオンストロボソフトボックス50
税込価格 16,280円

(14,800円)

税込価格 10,010円
(9,100円)

税込価格 11,660円

(10,600円)

C-PLUS ソフトケースS C-PLUS ダブルダボ

税込価格 9,900円
(9,000円)

税込価格 2,200円

(2,000円)

クリップオンストロボソフトボックス60

■232692　JAN4582278085607　CPSSP40X40 ■232693　JAN4582278085614　CPSSP50X50 ■232694　JAN4582278085621　CPSSP60X60

16φ/ 17φ（mm）ダボ直径

φ800mm （収納時φ310mm ）     

本体：白 ＋ 円周黒

 リバーシブルファスナー開閉（金/白 ＆ 銀 /黒）

460g （本体260g、反射カバー200g）

外形寸法

外　観

ディフューザー

重　量

315 （w）×310（ｈ）×180 （d）mm     

290（w）×250（ｈ）×140 （d）mm

1.24 kg

バリスティックナイロン

外　寸

内　寸

重　量

材　質

900 mm

2,040 mm

870 g (マルチサークルレフは含まず）

縮　⾧

伸　⾧

重　量

■232321　JAN4582278083702　CPS-M-CIR ■232322　JAN4582278083719　CPS-CIR-H

■232334　JAN4582278083788　CPS-CC-S ■232409　JAN4582278085638　CPS-N-W

CX-ソフトリフレクター（450φ）白

CX-ソフトリフレクター（450φ）銀

121102

121104

■232335　JAN4582278084754　CPS-DF-MOP

450φ（コメット用）ソフトリフレクターの前面に取り付けることが

　できます。

■使用可能リフレクター（コメット用）

※C-PLUS製品は輸入品の為､ロットにより仕様が変更される場合があります。　修理については故障個所の修理ではなく、修理全交換の対応を取らせていただく場合がございます。　    ※記載内容は2022年12月現在のものです。改良のため予告なしに使用やデザインの一部を変更することがあります。　(　)内は税別価格です。

品　名製品コード

●収納バッグにコンパクトに収納でき、展開も簡単、スピーディーにセット！

●中間ディフューザー／前面ディフューザーの使い分けで光のコントロールも可能 ‼

●低価格ながら使い勝手バツグンのクリップオンストロボ専用ソフトボックス!!!

<セット内容>　

① 前面ディフューザー

② 中間ディフューザー

③ 収納バッグ

④ ライトボックス本体

⑤ 丸ケース

⑥ ブラケット

⑦ ダブルダボ

QRコードから組立折りたたみ

方法を動画でご覧になれます。

これ1つで白／黒／金／銀／ディフューザーの5通り

使える、汎用性の高い円形のレフ。

専用ケースを使えば直径30cmに折りたためるため、

収納もスッキリ。

17φダボ受けタイプのライトスタンドに差し込み

サークルレフを自立させることができます。

使い勝手抜群で、角度も位置もきっちり固定。

（収納例）

モノブロックストロボ２台

モノブロック2台収納の大容量と、

パッド内蔵で堅牢性も高い

プロ仕様のストロボバッグ

メスダボ16φの機材を17φのダボ受けライトスタンドに

装着するためのダブルダボです。



Light Stand Series

□アイコン説明

 (   ) 内は税別価格です。

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1    TEL. 03-5916-5785  FAX. 03-5916-5872

【E-メール】mail@comet-net.co.jp 　【URL】https://www.comet-net.co.jp

仙台営業所  〒981-8003  仙台市泉区南光台 4-29-25  TEL.(022)727-6521  FAX.(022)727-6523

東京営業所  〒174-0063  東京都板橋区前野町 3-47-1  TEL.(03)5916-5788  FAX.(03)5916-5875

東京営業所 コマーシャル課  〒174-0063  東京都板橋区前野町 3-47-1  TEL.(03)5916-5789  FAX.(03)5916-5876

東京営業所 ストロボクリニック課  〒174-0063  東京都板橋区前野町 3-47-1  TEL.(03)5916-5794  FAX.(03)5916-5878

東京営業所 名古屋連絡所  〒463-0813  名古屋市守山区吉根南 501 101号室  TEL.(052)737-3175  FAX.(052)736-2841

大阪営業所  〒531-0075  大阪市北区大淀南 2-6-15  TEL.(06)7658-1188  FAX.(06)7658-4848

大阪営業所 ストロボクリニック課  〒531-0075  大阪市北区大淀南 2-6-15  TEL.(06)7658-1188  FAX.(06)7658-4848

福岡営業所  〒816-0912  大野城市御笠川 4-11-19  Ⅵ-2号室  TEL.(092)504-9005  FAX.(092)504-9006

海外事業部  〒174-0063  東京都板橋区前野町 3-47-1  TEL.(03)5916-5786  FAX.(03)5916-5872

M-2212100●このカタログの記載内容は2022年12月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

縮⾧ 1245 － 伸⾧ 3045 mm

最小高 990 － 最大高 2840 mm

8 kg

4.8 kg（布ケース除く）  布ケース0.6 kg

横　幅

高　さ

最大荷重

重　量

税込価格 8,470円
(7,700円)

税込価格 12,100円

(11,000円)

税込価格 35,750円
(32,500円)

税込価格 8,360円
(7,600円)

CPS-4B コンパクトスタンド CPS-4B ロースタンドCPS-4B ライトスタンド

C-PLUS バックドロップスタンドキット

■232312　JAN4582278083672　CPS-4BCMP ■232313　JAN4582278083689　CPS-4BLOW■232311　JAN4582278083665　CPS-4BLS

■232318　JAN4582278085089　CPS-BS-KIT

1237 413466 414 0.8 1.5

MAX

1621 513561 560 0.95 1.8

MAX

2442 700827 722 1.28

MAX

2.0

※C-PLUS製品は輸入品の為、修理については故障個所の修理ではなく、修理全交換の対応を取らせていただく場合がございます。

MAX

最小高
ｍｍ

最大高
ｍｍ

開脚幅
ｍｍ

閉脚⾧
ｍｍ

重 量
kg

最大荷重
kg

最大荷重

重　量

4 kg （撮影台に置く被写体の重さとなります）

4.8 kg

＜セット内容＞

① ポール

② スタンド ×２

③ ダブルダボ ×２

④ クリップ ×２

⑤ 収納ケース

C-PLUS 商品撮影台S

税込価格 35,970円
(32,700円)

620 (w)×1130 (h)×660 (d) mm
組み立てサイズ

■232310　JAN4582278083658　C-P-TBL-S

QRコードから組立

～撮影風景が動画

でご覧になれます。

※バックの乳白板の角度を90°にした場合


