
トキスター　　　  セレクトショップ。厳選されたユカワカメラ・オリジナルモデル満載！

プロフェッショナルから初心者までご満足いただけるスペシャルプライス！プロフェッショナルから初心者までご満足いただけるスペシャルプライス！ 11/20 ▶ 12/19
ユカワカメラユカワカメラ

デジタルカメラマガジン

217ヶ月連続広告掲載中！

サンクスセールサンクスセール実施中！実施中！

TOKISTAR e-Z Flash BP4.0LT
アンブレラセット【リモコン付き】
TOKISTAR e-Z Flash BP4.0LT
アンブレラセット【リモコン付き】
キヤノン用・ニコン用・ソニー用キヤノン用・ニコン用・ソニー用

使いやすい400Wsの大光量と
アンブレラの基本スタイル！
使いやすい400Wsの大光量と
アンブレラの基本スタイル！

e-Light G400A-DN 
ソフトライトリフレクターセット
　　　　　　　　　　　　    【リモコン付き】

e-Light G400A-DN 
ソフトライトリフレクターセット
　　　　　　　　　　　　    【リモコン付き】

e-Light G400A-DN 
アンブレラセット
e-Light G400A-DN 
アンブレラセット

¥¥99,80099,80099,80099,80099,80099,80099,80099,80099,800¥99,800
プロ価格 ¥158,500がなんと!!プロ価格 ¥158,500がなんと!!

（税別）（税別） ¥¥89,80089,80089,80089,80089,80089,80089,80089,80089,80089,800¥89,800
プロ価格 ¥141,000がなんと!!プロ価格 ¥141,000がなんと!!

セット
価格特価

素早く設置が出来る！
ソフトボックス・オパライト・アンブレラの
いいとこ取り最新リフレクターセット！

素早く設置が出来る！
ソフトボックス・オパライト・アンブレラの
いいとこ取り最新リフレクターセット！

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・ポータブルソフトライトリフレクター 100cm ×１セット

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・ポータブルソフトライトリフレクター 100cm ×１セット

（税別）（税別）

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・アンブレラ TS-401-AC 白／黒 85cm ×１本

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・アンブレラ TS-401-AC 白／黒 85cm ×１本

ロケーション撮影対応
G400A-Dお買い得２台セット！
ロケーション撮影対応
G400A-Dお買い得２台セット！

e-Light G400A-DN 
2 台セット 【キャリングバック付き】
e-Light G400A-DN 
2 台セット 【キャリングバック付き】

¥¥168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000168,000¥168,000
プロ価格 ¥290,000がなんと!!プロ価格 ¥290,000がなんと!!

セット
価格特価

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・e-Light G400A-DN TS-2012-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×２本
・ミニブーム TS-601-ST ×１本
・アンブレラ TS-401-AC白／黒 85cm ×２本
・キャリングバック TS-647-BG ×１個

・e-Light G400A-DN TS-2013-M ×１セット
・e-Light G400A-DN TS-2012-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×２本
・ミニブーム TS-601-ST ×１本
・アンブレラ TS-401-AC白／黒 85cm ×２本
・キャリングバック TS-647-BG ×１個

（税別）（税別）

ディフューザー付きディフューザー付き

10セット
限り！

10セット
限り！

10セット
限り！

10セット
限り！

セット
価格特価

e-Light G400A-DN 
ソフトライトリフレクターセット
　　　　　　　　　　　　    【リモコンなし】

e-Light G400A-DN 
ソフトライトリフレクターセット
　　　　　　　　　　　　    【リモコンなし】

¥¥89,80089,80089,80089,80089,80089,80089,80089,80089,800¥89,800
プロ価格 ¥138,500がなんと!!プロ価格 ¥138,500がなんと!!

（税別）（税別）

人物撮影にオススメ！
ビューティーディッシュ効果抜群のセット。
人物撮影にオススメ！
ビューティーディッシュ効果抜群のセット。

・e-Light G400A-DN TS-2012-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・ポータブルソフトライトリフレクター 100cm ×１セット

・e-Light G400A-DN TS-2012-M ×１セット
・コンパクトスタンド TS-104-ST ×１本
・ポータブルソフトライトリフレクター 100cm ×１セット

コンパクト収納。
ケース付き
コンパクト収納。
ケース付き

コンパクト収納。
ケース付き
コンパクト収納。
ケース付き

ディフューザー付きディフューザー付き

10セット
限り！

10セット
限り！

セット
価格特価

10セット
限り！

10セット
限り！

18cmリフレクター 
      ＋ グリッド付き
　　　 プレゼント!

18cmリフレクター 
      ＋ グリッド付き
　　　 プレゼント!

今なら今なら 18cmリフレクター 
      ＋ グリッド付き
　　　　プレゼント!

18cmリフレクター 
      ＋ グリッド付き
　　　　プレゼント!

今なら今なら

リモコンをカメラシューに装着し、
シャッター連動発光させたり、
ストロボの各種設定・調光を
ワイヤレスで操作可能

リモコンをカメラシューに装着し、
シャッター連動発光させたり、
ストロボの各種設定・調光を
ワイヤレスで操作可能

室内でも・屋外でも快適に撮影が
進められるACコンセント・DCバッテリー・
カーシガーソケットの３WAY電源に対応

ワイヤレスによるリモコン操作で、
最大15台までのGシリーズ本体を
コントロール可能

３WAY電源に対応３WAY電源に対応★★ ワイヤレス撮影に対応ワイヤレス撮影に対応★★

新機能新機能

プロ
仕様
プロ
仕様 超超 大大 GG 　人気の　 光量400Ws・モノブロックストロボ　 シリーズ 　人気の　 光量400Ws・モノブロックストロボ　 シリーズ

★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★

注目のニューモデルもユカワカメラなら安心のサポート！

デジタルカメラ・デジカメネットプリント・撮影機材 セレマ亀岡シティホール

●消費税別途　●送料・手数料等は別途頂戴致します。●消費税別途　●送料・手数料等は別途頂戴致します。お知らせ

ネットプリントも

おかげさまで
５2周年
おかげさまで
５2周年

モノブロック・バッテリーストロボのご購入・ご相談は当店へ！　ネットだけのお買い得セールもあります！　お電話・FAXでのご注文も承ります。

全モデルともユカワカメラ・オリジナルセットモデルです！全モデルともユカワカメラ・オリジナルセットモデルです！

新製品新製品

¥¥¥104,800104,800104,800104,800104,800104,800104,800104,800104,800104,800¥104,800
プロ価格 ¥147,000がなんと !!プロ価格 ¥147,000がなんと !!

セット
価格特価 （税別）（税別）

・e-Z Flash BP4.0LT  バッテリー・リモコンセット → １セット
・コンパクトスタンド　TS-104-ST → １本
・オス・メス変換ダボ → １個
・アンブレラ　白／黒　85cm  TS-401-AC →１本

・e-Z Flash BP4.0LT  バッテリー・リモコンセット → １セット
・コンパクトスタンド　TS-104-ST → １本
・オス・メス変換ダボ → １個
・アンブレラ　白／黒　85cm  TS-401-AC →１本

超オスス
メ！ 安心

の当店オ
リジナル

「アンブ
レラ＆ス

タンドセ
ット」

★大人気の大光量バッテリー式ストロボ！

★ポートレートやグラビア撮影で
　　　 有名写真家も使用するBP4.0 最新モデル

★大光量400Wsで、TTL自動調光撮影に対応！
★1/8000秒ハイスピードシンクロ撮影に対応！

★大人気の大光量バッテリー式ストロボ！

★ポートレートやグラビア撮影で
　　　 有名写真家も使用するBP4.0 最新モデル

★大光量400Wsで、TTL自動調光撮影に対応！
★1/8000秒ハイスピードシンクロ撮影に対応！

２０セッ
ト限り


