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高負荷出力スーパーミニＶマウントバッテリー
弊社従来品と体積比47%サイズダウン

高負荷出力対応なので様々な機器に使用が可能

Ｌⅰ−Ｄ９８Ｍ−Ｓ

14.8V 6.6Ah 98Wh

高さ102*全幅75*奥行50mm
10Ａ 120Wまで出力可能
USB・パワータップ出力

重量515g

➡

パワータップ USB：5V1A

各１個装備
LED-L500装着イメージ
ENGカメラ装着イメージ

【サイズ比較】
定価：40,000+税

Li-D98M-S (左) : 高さ102*全幅 75*奥行50mm 重量515g
BL-BP93HE-S(右) : 高さ107*全幅102*奥行41mm 重量790g

安全パワータップ
逆に挿してもショートしないパワータップ(Dタップ)
逆ざし対応パワータップ

【ケーブルの一例】

・コネクタのみ販売は不可
・XLR4P 等 変換ケーブルも販売

ＬＳＰＴＡＰシリーズ
診断機能付パワータップ
・天面に診断ランプ付 -7 種診断

規格統一されていないため、メーカーの組み合わせで入ってしまう事も…
機械を壊したら、修理費が高くついてしまう…修理期間１カ月…こうなる前に！

ＮＰＴＡＰシリーズ

・外観は従来品と変わらず

Ｄの形なので、逆にささる事はないとされるパワータップ (D タップ ) ですが、

先バラケーブル

詳しくは、総合カタログ Vol.8 の P27 〜をご覧下さい

PTAP
(通常品)

PTAP-R
(通常品 右出し)

NPTAP
(逆ざし対応)

PTAP(M)

PTAP-R(M)

NPTAP(M)

NPTAP-R(M)

LSPTAP(M)

LSPTAP-R(M)

定価：3,200+税

定価：5,000+税

定価：5,000+税

定価：9,000+税

定価：9,000+税

定価：3,200+税
EXTEND POLE

PTAP-R-6

パワータップ(オス)

( 逆ざし・電圧・電流・熱 )

NPTAP-R
LSPTAP
LSPTAP-R
(逆ざし対応 右) (診断・逆ざし対応) (診断・逆ざし対応 右)

NPTAP-6

PTAP-6

NPTAP-R-6

LSPTAP-6

LSPTAP-R-6

定価：11,300+税

定価：11,300+税

・コネクタ・変換ケーブル共に販売可
定価：5,500+税

●…正常に 11-18V で入力されている (15 秒後消灯 )
●( 速く点滅 )…電圧が 18V 以上

パワータップ(メス)

電流確認して下さい )

●( 速く点滅 )…パワータップを逆ざししている
●…端子が熱すぎる ( 出力しない )

PTAP-R-3

定価：5,500+税

PTAP-R-3-2
定価：7,500+税

XLR4P(メス)

定価：7,500+税

PTAP-R-2
定価：5,500+税

2.1mm DC プラグ

定価：5,500+税
PTAP-4-R
PTAP-4-R-CENTER+
PTAP-4L-R-CENTER+

向かって左にケーブル

Ｄ

定価：7,300+税

LSPTAP-3

定価：11,300+税

LSPTAP-R-3

定価：11,300+税

NPTAP-3-2

NPTAP-R-3-2

LSPTAP-3-2

LSPTAP-R-3-2

定価：9,300+税

定価：9,300+税

定価：13,300+税

定価：13,300+税

NPTAP-2

NPTAP-R-2

LSPTAP-2

LSPTAP-R-2

定価：7,300+税

定価：7,300+税

定価：11,300+税

定価：11,300+税

NPTAP-4-R

PTAP-4-CENTER+

NPTAP-4-CENTER+

NPTAP-4-R-CENTER+

PTAP-4L-CENTER+

NPTAP-4L-CENTER+ NPTAP-4L-R-CENTER+ LSPTAP-4L-CENTER+ LSPTAP-4L-R-CENTER+

プラグ(中：プラス)

LSPTAP-4
LSPTAP-4-CENTER+

LSPTAP-4-R
LSPTAP-4-R-CENTER+

プラグ(中：プラス)

定価各：5,500+税 定価各：5,500+税 定価各：7,300+税 定価各：7,300+税 定価各：11,300+税 定価各：11,300+税

ヒロセHR10A7P4P

PTAP-5

PTAP-R-5

Ｄ

向かって右にケーブル
PTAP-R

NPTAP-R-3

NPTAP-4

PTAP-4

プラグ(中：マイナス)

従来品

PTAP

定価：7,300+税

PTAP-2

( 出力しない )

ＰＴＡＰシリーズ

NPTAP-3

定価：7,300+税

パワータップ(オス)→
パワータップ(メス×２)

※電池の深放電

を防ぐため、マイクロアンペアだけかけている )
●…電流が 8A 以上 ( 出力しない

PTAP-3

定価：5,500+税

定価：7,300+税

PTAP-3-2

●( ゆっくり点滅 )…電圧が 11V 以下 ( 出力はしている )
●…電圧が 10V 以下 ( 出力はしない

定価：5,500+税

定価：6,000+税

エヌ・イー・ピー株式会社
TEL:03-3263-6741 FAX:03-3265-1297

定価：6,000+税

NPTAP-5
定価：7,800+税

NPTAP-R-5
定価：7,800+税

LSPTAP-5
定価：11,800+税

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階
h ttp s ://www.n ep in c.co .jp
in fo @n ep in c.co .jp

LSPTAP-R-5
定価：11,800+税
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超強力アームシリーズ
水中撮影で培われた技術が搭載されたアームシリーズ

➡

C-AQUARM

標準は1/4オスネジ仕様ですが、
3/8オスネジ仕様に変更も可能
(型番末尾に -3/8M )

N-AQUARM-1
N-AQUARM-2

強力な保持力で
真横に長く伸ばす事も可能

N-AQUARM-3

被写体の方にモニタリングする際、
レンズすぐそばにモニターを伸ばすなど

N-AQUARM-4
N-AQUARM-5

1/4オスネジ仕様

3/8オスネジ仕様

右のシュー+このシューで

推奨耐荷重

C-AQUARM
約15kg
N-AQUARM-1 約10kg
N-AQUARM-2 約10kg
N-AQUARM-3 約10kg
N-AQUARM-4 約10kg
N-AQUARM-5 約10kg

メスネジ仕様やスライドシューにしたい場合のシューセット
オプション：
1/4メスネジ仕様に変更するシュー
C-1/4(F)+SLIDE SET

スライド仕様に変更するシュー

型番

定価¥2,000+税

ＡＱＵＡＲＭＳＥＴ−１／４−Ｎ１

サイズ

重量

全長100*全幅63mm
全長210*全幅63mm
全長245*全幅63mm
全長285*全幅63mm
全長335*全幅63mm
全長390*全幅63mm

110g
215g
225g
232g
243g
256g

定価(税抜)
¥12,000
¥23,000
¥23,000
¥23,000
¥24,000
¥25,000

ＡＱＵＡＲＭＳＥＴ−３／８−Ｎ１

【AQUARM ケース付セット 】
1/4仕様

【AQUARM ケース付セット 】
3/8仕様

1/4(オス) シュー* 2個
ジョイントアダプター * 2個
C-1/4(F)+SLIDE SET * 1セット
AQUARM1 アーム* 1個
AQUARM2 アーム* 1個
AQUARM3 アーム* 1個
AQUARM4 アーム* 1個

3/8(オス) シュー* 2個
ジョイントアダプター * 2個
C-1/4(F)+SLIDE SET * 1セット
AQUARM1 アーム* 1個
AQUARM2 アーム* 1個
AQUARM3 アーム* 1個
AQUARM4 アーム* 1個

定価：47,000＋税

定価：47,000＋税

カーボンポール
天面: 3/8 (オス)

型番

CARBONPOLE-N300
CARBONPOLE-N400
CARBONPOLE-N500

推奨耐荷重
約2kg
約2kg
約2kg

段数
4段
5段
5段

長さ

最短 75cm〜最長300cm
最短 95cm〜最長400cm
最短116cm〜最長500cm

重量

584g
873g
1,050g

定価(税抜)

¥23,000
¥30,000
¥38,000

カメラを取り付けて俯瞰撮影をしたい時に
オプション：

・内部に溝があり、伸ばした際もポールが回らない設計
(急な風吹かれで、向きが変わる事がない)
・1ロック・２オープン方式
(ロックを解除する際のみ、2段階解除が必要なので、誤解除を防ぐ)

エヌ・イー・ピー株式会社
TEL:03-3263-6741 FAX:03-3265-1297

BALLHEAD-N3 ¥6,500＋税
(天面皿34φの通常タイプ)
天面1/4オス 底面3/8メス
BALLHEAD-Osmo ¥8,500＋税
(天面皿20φの特別仕様)
天面1/4オス 底面3/8メス
ソフトバッグ付

〒102-0074
東京都千代田区九段南3-7-14 VORT九段3階
h ttp s ://www.n ep in c.co .jp
in fo @n ep in c.co .jp

