2022 年 10 月 26 日
SB C&S 株式会社

Elgato、高性能なダイナミックボーカルマイク「Wave DX」
とポータブル照明「Key Light Mini」、
組み合わせ自在な関連マウント 3 種の販売を開始
SB C&S 株式会社は、CORSAIR Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Andy Paul）が開発・提供
する配信向けのキャプチャーデバイスなどを展開するブランド Elgato（エルガト）のダイナミックボーカ
ルマイク「Wave DX（ウェーブディーエックス）
」
、ポータブル照明「Key Light Mini（キーライトミニ）
」
、
デスクマウントシステム「Mini Mount（ミニマウント）
」
、頑丈な G クランプ「Heavy Clamp（ヘビーク
ランプ）
」
、オーディオビジュアルギアマウント「Cold Shoe（コールドシュー）
」を 2022 年 10 月 28 日か
ら、SoftBank SELECTION オンラインショップ、Amazon、全国の大手家電量販店（一部店舗を除く）
で販売を開始します。販売の開始に先立ち、SoftBank SELECTION オンラインショップと Amazon で
は、本日から予約の受け付けを開始します。

【Wave DX】
「Wave DX」は、コンデンサーマイクのようなサウンドの集音を実現した、ダイナミックボーカルマイク
です。室内のノイズを除去しつつ、正確な低音域と心地好い高音域を集音します。Elgato のマイクインタ
ーフェース&デジタルミキシングソリューションである「Wave XLR（ウェーブエックスエルアール）
」の
他、あらゆる XLR プリアンプ、または、オーディオインターフェースに接続可能で、信号ブースターは必
要ありません。ワイドなカーディオイド極性パターンにより、軸外にそれても、まだ聞こえるという安心
を与えてくれます。また、最適化された近接効果により、自然なサウンドを生み出します。そして、繊細
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にチューニングされた周波数応答の範囲が、音色を変えることなく正確なボーカルを再現します。驚きの
サウンドを再現する「Wave DX」は、エフェクトやイコライザーも接続しやすく、開封してすぐに使い始
められるため、ポッドキャスターやコメンテーター、クリエイターに最適です。
製品画像

主な特長



最高級ダイナミックカプセルが、並外れた繊細で鮮明な音声を集音
あらゆる XLR プリアンプ、または、オーディオインターフェースに対応





発話のために最適化され、温かみのある、再現性の高いサウンド特性
軸外の発話も集音可能なワイドなアングルを特徴としたカーディオイド極性パターン
室内のバックグラウンドノイズを除去するため、配信や録画の不要なバックグラウンドノイズを軽減



内蔵ポップガードが破裂音で発生するポップノイズやシューというヒスノイズを遮断




モノスイベル式マウントでケーブルを挟まずにマイクの位置を調整可能
付属のねじアダプターでどんなマイクスタンドにも取り付け可能

製品概要
本体サイズ
重量
インターフェース

69（W）×53（D）×186（H）mm
407g
XLR オーディオインターフェース

接続ケーブル

XLR ケーブル（3 ピン)

対応マウント

1/4 インチ、3/8 インチ、5/8 インチ接続のマイクスタンド、ブーム式
アーム、または類似製品

カプセルスタイル
極性パターン

ダイナミック
カーディオイド

サンプルレート

96kHz

最大ビット深度

24bit

周波数応答
感度
インピーダンス
保証期間

50～15,000Hz
2.5mV/Pa、-52dbV/Pa
600Ohm
2 年間
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同梱物
本体
スイベル式マウント
3/8 インチおよび 1/4 インチねじアダプター
クイックスタートガイド
（XLR ケーブルは含まれません。
）

価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 1 万 5,980 円 / 税抜き 1 万 4,527 円）
製品の詳細
https://shop.softbankselection.jp/item/9760103392891.html

【Key Light Mini】
ちらつきのない LED ライトは熱くならず、エッジ型形状で光を拡散するマルチレイヤーが、間接的で目
に負担をかけにくい優しい光でしっかりと照らします。明るさと色温度の調整は、オンボード、または、
スマートフォン（スマホ）やパソコンのアプリから調光が可能です。
「Key Light Mini」は、バッテリー、
または、コンセントでの駆動が可能。コンセントに接続して「スタジオモード」を有効にすると、バッテ
リーをバイパスするので、外出時に備えて電力をセーブすることができます。また、バッテリー駆動中に
「省エネモード」に設定しておけば、より長い時間照射することができます。そして、1/4 インチねじと埋
め込み式マグネットにより、三脚や金属製の表面に取り付けることが可能です。
「Key Light Mini」は、ス
タジオから街中まで、どこにいても美しく照らします。
製品紹介動画
https://youtu.be/5Bhbr0c9vFc
製品画像

主な特長

充電可能なバッテリー付き、ポータブル LED パネル

オンボードまたはアプリからライトの設定を調整
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明るい 800 ルーメンの出力と無段階調光が可能



2,900K から 7,000K の温白色から冷たい白色光まで幅広い色温度に設定可能




高品質な OSRAM（オスラム）製の LED による、ちらつきのない安定した明かり
マルチレイヤーで光を拡散するエッジ型で、目に優しい照明を提供



内蔵マグネットと 1/4 インチねじにより、設置方法が自在に




50%の明るさで 4 時間照射が可能、バイパスモードですばやく充電
「Multi Mount」との互換性により、他の取り付けアイテムにも対応



「Stream Deck」と連係したワンタッチ操作が可能

製品概要
本体サイズ
重量
システム要件
Wi-Fi
対応オペレーティング
システム

147（W）×17（D）×99（H）mm
290g
初期設定時：Wi-Fi 接続された PC または Mac、iOS または Android
デバイス
最低 2.4 A の USB 電源
2.4GHz／5GHz
Windows 10 (64bit) 、macOS 10.14、iOS 13、Android 6.0、また
はそれ以降

明るさ

800 ルーメン

色範囲

2,900～7,000K

対応マウント
保証期間

「Multi Mount」
、1/4 インチねじ、または、1/4 インチアダプター対
応のすべてのマウント
2 年間

同梱物
本体
USB-C to USB-A ケーブル
クイックスタートガイド
（マウント用アクセサリーは含まれません。
）

価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 1 万 5,600 円 / 税抜き 1 万 4,182 円）
製品の詳細
https://shop.softbankselection.jp/item/9760098502275.html

【Mini Mount】
多様なデバイスに対応する小型のリグ「Mini Mount」は、最小限のスペースで効率の良いセットアップを
実現します。 回転可能なボールヘッドと 1/4 インチねじ付きの伸縮式ポールには、カメラや照明器具、マ
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イクをマウントできる他、別売りの「Cold Shoe」を取り付けることが可能。さらに、2 つの 1/4 インチね
じを備えた付属のスマホホルダーを使えば、モバイルライブ配信やビデオ通話のセットアップをスマート
に設置することが可能です。自立型のサポートベースのおかげで、
「Mini Mount」はどこにでも移動する
ことができます。 また、デバイススロットにタブレットを立てかければ、メモを見たり、メディアフィー
ドをモニターしたり、ゆったりとビデオを見たりすることも可能です。
製品画像

主な特長




ライブ配信、ビデオ通話、モバイルコンテンツ製作に最適なコンパクトサイズ
1/4 インチねじを使って、カメラや照明器具、マイク、その他をマウント可能
37cm から最長 64cm まで高さ調整が可能



ボールヘッドによる自在に角度調整が可能




ゴム製のツイストロックで、簡単に高さ調整が可能
タブレットやスマホなどのデバイスを立てかけられるスロット付き




「Cold Shoe」を取り付け可能で、最大幅 8cm、1/4 インチねじ(2 個)付きのスマホホルダーも付属
セットアップをすっきり見せるケーブルクリップ

同梱物
本体
スマホホルダー
ケーブルクリップ×2
クイックスタートガイド

価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 7,280 円 / 税抜き 6,618 円）
製品の詳細
https://shop.softbankselection.jp/item/0840006658764.html
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【Heavy Clamp】
ボールヘッドと 4 つの 1/4 インチねじホールを備えた頑丈な G クランプ「Heavy Clamp」は、あらゆる
場所にギアをマウントできます。デスクや棚、柱など、さまざまな形状のものに対応します。どんな環境
でも完璧な照明アングル、マイク位置、オーバーヘッド撮影を可能にします。
製品画像

主な特長

保護パッド付きのアゴが、テーブルや棚、ドアなどあらゆる形状のものに取り付け可能




クランプアゴの幅：0～53mm
クロスバーや照明スタンドなど筒状のものにマウントしやすいポール用の溝
照明器具やオーバーヘッドカメラなどの角度調整がしやすいボールヘッド



ボールヘッドの位置変更や、追加のギア接続が可能な 4 つの 1/4 インチねじ




厚さ約 12mm のアルミ製フレームと金属製回転ねじによる頑丈な構造
「Key Light Mini」
「Master Mount」
「Flex Arm」などに対応



最大耐荷重：1.5kg

同梱物
クランプベースとスクリュー
ボールヘッドとクランプ
六角棒スパナ(H4)
1/4 インチ-1/4 インチ アダプター
クイックスタートガイド

価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 5,580 円 / 税抜き 5,072 円）
製品の詳細
https://shop.softbankselection.jp/item/0840006662198.html
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【Cold Shoe】
滑り止め用保護ゴム付きで、耐久性の高いアルマイト製の「Cold Shoe」は、デザイン性と操作性に優れ
た、オーディオビジュアル装置とアクセサリーのための最高級マウントソリューションです。 カメラや
「Multi Mount」のリグ、照明スタンド、三脚はもちろん、1/4 インチねじ付きのすべてのデバイスにギア
を固定できます。スイベルとチルトで水平に 360°、前後に 180°調整できるので、最適な位置で固定でき
ます。
製品画像

主な特長

前後 180°、水平 360°の自在な角度調整が可能

照明やオフカメラストロボ、マイクなどを接続し固定


1/4 インチねじで固定可能な照明スタンドや三脚などに対応




滑り止めゴム付きアルマイト製で高い耐久性を実現
「Key Light Mini」などに対応

同梱物
本体
アレンレンチ
クイックスタートガイド

価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 3,880 円 / 税抜き 3,527 円）
製品の詳細
https://shop.softbankselection.jp/item/0840006659716.html
SoftBank SELECTION オンラインショップ
https://shop.softbankselection.jp/
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【製品に関するお問い合わせ】
SB C&S 株式会社グローバルサポート窓口
https://gp.supportweb.jp/

Elgato について
Elgato は、YouTube や Twitch などの新時代のエンターテイメントのコンテンツ制作に必要なアクセサ
リーを製造しており、世界 80 か国以上で販売されています。ドイツとカリフォルニアのエンジニアチー
ムが開発・デザインし、洗練されたソフトウェアに革新的なハードウェアを組み合わせ、YouTube や
Twitch などの新時代のエンターテイメントのコンテンツ制作に新たなソリューションを提案しています。
⚫ Copyright©2022 CORSAIR Components.Inc 無断複写・転載を禁ず。CORSAIR、セイルロゴおよび Vengeance は、米国およびその他の国
における CORSAIR の登録商標です。
⚫ SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
⚫ その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
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