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A Lightbank Story

みなさん , ご存知ですか？世界のライトデフュージョンアクセサリーで、今では不可欠なライトバンクの設計〜生まれるまでを！

米カリフォルニア州生まれの写真家ギャリー・レジスターが、1979 年に、友人の登山家であるトム・フロストのところへテントのような
ライトバンクのプロトタイプを持ち込んだことがライトバンクの始まりでした。

ギャリーはトムと共にライトバンクでは有名なキミーラ社を創設、1985 年にはギャリー自身のプルーム社を創設、特許取得した内部
スクリーンと複合ファブリックを組み合わせ、ユニークなライトバンク『ウェーハー』を作り上げました。

『ウェーハー』は、ライトバンクのナチュラルなホットスポットを選択でき、ソフトからハードな光質を照射することが可能です。

1986 年、ギャリーは英国ボーエンズ社にライセンス生産を委託しました。日本ではコメットがボーエンズから供給を受け、日本のフォト
グラファーのライトデフュージョンアクセサリーとして愛されてきました。

2017 年、ボーエンズ社清算の為、製造中止となりましたが、復刻の要望が多いことから設計者であるギャリーのもとで『ウェーハー・リ

スタートプロジェクト』が開始され、米国 100％製造のプルームウェーハーシリーズを限定モデルとして販売再開する運びとなりました。
是非、歴史のあるライトバンクの光質で撮影してみてください！
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米カリフォルニア州生まれ

現在コロラド州在住

ロスで商業写真を学び、EMI レコード・RCA レコード勤務後、
コロラドへ移住
ケニー・ロジャース、ドゥービーブラザーズ、ニッティグリッティ
ダートバンド、ジェファーソン・スターシップ等のアーティストの
撮影に従事

プルーム USA 製造メンバー

● ディフューザーの組み合わせでフラット光からハイライト光まで調整が可能

中間ディフューザーには２枚の樹脂製の薄いフィルムに異なるドットパターンを印刷したものが付属されており、
これがウェーハーの
鍵となります。
この、鍵となる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で光質の調整が可能となります。

☑中間DF１＋中間DF２＋前面DF

面全体を均一な光で照射し鏡面のある
被写体やガラス食器に最適です

☑中間DF１＋前面DF

被写体表面の曲面にハイライトをつける
のに適しており、商品撮影やポートレート
撮影では、エッジが綺麗に表現されます

＋

☑中間DF２＋前面DF

ムラのないハイライトが照射されます
商品撮影や女性のポートレートに適して
おります

中間ディフューザー２
( SCREEN 2)

中間ディフューザー１

( SCREEN１)

☑前面DF

コントラストをつけて撮影したいときに
最適です

前面ディフューザー

■ 別売アクセサリー

● スリムなボディーで柔らかな光を実現
３種類のサイズで『リ・スタート』

インサート金具ウェーハー用CX
【231103】
JAN 4582278076643
税込価格 4,620円（4,200円）

CX-バウンズプレート
【121108】
JAN 4582278086154

税込価格 17,050円（15,500円）
※専用インサート金具CX付

プルーム ウェーハー ディフューザー 75
【231246】JAN 4582278087441

ストロボの光軸をバウンズ
させ、光質を柔らかくさせ
る効果があります

税込価格 8,250円（7,500円）

プルームウェーハー75

【231240】

JAN 4582278087410

税込価格

プルームウェーハー100

【231241】

85,800円

(78,000円)

サイズ表

JAN 4582278087427

税込価格 102,300円

プルームウェーハー75
プルームウェーハー100
プルームウェーハー140

(93,000円)

プルームウェーハー140

【231242】

JAN 4582278087434

税込価格 140,800円

(128,000円)

寸法（ｗ×ｈ×ｄ）ｍｍ

プルーム ウェーハー ディフューザー 100
【231247】JAN 4582278087458
税込価格 8,800円（8,000円）

プルーム ウェーハー ディフューザー 140
【231248】JAN 4582278087465

照射角度を狭くし光が拡散
する効果を抑えます
（各サイズともに受注品）

プルーム ポール ウェーハー 75用
【231250】JAN 4582278087472

ファブリックグリッド 40WFR 75用
【231295】JAN 4582278077503
税込価格 28,710円（26,100円）照射角度：40°

税込価格 10,780円（9,800円）

税込価格 4,180円（3,800円）

550×750×300
750×1000×370
1000×1340×460

プルーム ポール ウェーハー 100用
【231251】JAN 4582278087489
税込価格 4,180円（3,800円）

プルーム ポール ウェーハー 140用
【231252】JAN 4582278087496

【セット内容】

税込価格 4,180円（3,800円）

プルームウェーハー本体
中間ディフューザー×２
前面ディフューザー
プルームポール×４
リアカバー
スピードリング（コメット）
収納ケース

ファブリックグリッド各種

プルーム ウェーハー 中間ディフューザー 青
( SCREEN１)
【231233】JAN 4582278087526
税込価格 6,380円（5,800円）

プルーム ウェーハー 中間ディフューザー 白
( SCREEN 2)
【231234】JAN 4582278087533
税込価格 6,380円（5,800円）

ファブリックグリッド 40WFR 100用
【231296】JAN 4582278077510
税込価格 45,320円（41,200円）照射角度：40°

ファブリックグリッド 40WFR 140用
【231297】JAN 4582278077527
税込価格 84,370円（76,700円）照射角度：40°
ファブリックグリッド 60WFR 75用
【231292】JAN 4582278077473
税込価格 24,310円（22,100円）照射角度：60°

ファブリックグリッド 60WFR 100用
【231293】JAN 4582278077480
税込価格 32,890円（29,900円）照射角度：60°

ファブリックグリッド 60WFR 140用
【231294】JAN 4582278077497
税込価格 74,690円（67,900円）照射角度：60°
※( )内は税別価格です。

※インサート金具は別売となります。
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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

FAX(03)5916-5872

TEL(03)5916-5786

写真はイメージです。 M-2001

