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インプレッション

インプレッション インバーター

発注単位：1台

発注単位：1台

新たな「感動」を生み出す特殊効果アイテム

ミラクルウイングの演出が無線で簡単になりました！！

IMPRESSION（インプレッション）＝「感動・印象」から生まれた新しい特
殊効果アイテムは専用の送信機により遠隔操作が可能です。火薬を一切使
用せず、電熱線によりテグスを切ることで安全面に優れ、事前の導通チェッ
クができるので安心してご使用いただけます。天井や高い位置に設置しての
インプレッションドロップ式（降下）の演出やアッパー式（上昇）の演出が簡
単な操作で行えます。送信機にあるチャンネル数（回路数）は最大6チャンネ
ルとなっており、回路を分ける事で数種類の演出を送信機1台で操作する事
も可能です。また、1台の送信機で複数の受信機を起動させる事もできます。

12V電池から100Vへ変換できるインバーターの登場です。インプレッション（無線機）と併用して使う事で色んな
場所で色んな演出が可能となり、提案する幅が広がります。100V電源を必要とした機材を使用する際の面倒な配
線作業がいらず、女性にも簡単に扱えます。タイマー内蔵で60秒後に止まる設定になっていますので、スイッチの
切り忘れが無くなり、電池の消耗も抑えられます。途中で止めたい場合は、もう一度スイッチを押すと切れます。

■仕様／無線電気点火器
■サイズ／W110mm×H95mm×D66mm（受信機）
　　　　   W110mm×H35mm×D66mm（送信機）
■重量／204g（受信機）172g（送信機）
■最大点火抵抗／30Ω

■サイズ／W110×H95×D66mm
■重量／204g

0509 03 1612
充電器

0509 03 1614
インプレッション ヒートパット

0509 03 1610
受信機

0509 03 1615
電圧チェッカー

バッテリーの充電方法
※本商品はバッテリー内蔵型の商品です。

受信機にある白いコネクタ部分と充電
器を接続して下さい。

※ LiPo（リチウムポリマー電池）の為、
バッテリーが空の状態になると故障の
原因となります。

※故障防止の為に定期的にバッテリー充
電を行って下さい。

0509 03 1616

インプレッション
インバーター

100V電源がとれる！ インプレッションにつなぐだけ！ 専用ポケット付き！ 電池は850mAh 12Vリポバッテリーを使用
インプレッションと同じ充電器で対応できます

インプレッション（無線機）との併用で
色んな演出がより簡単にできます！！

※専用BOXはオプション

0509 03 1611
送信機

インプレッションでできる特殊効果演出

テグスカット
（ダウン式）

イージードロップ

テグスカット
（アップ式）

花火演出

ヒートパッド

ミラクルウィング

メーカー
直送品

メーカー
直送品

納期が
かかります

納期が
かかります
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ミラクルボックス

ミラクルフェザー

発注単位：1台

発注単位：2台で1セット 発注単位：1袋0509 03 1452
ミラクルフェザー

0509 03 1453
フェザー

演出例

拡大写真

ミラクルボックス

サイズ：W480mm×H560mm×D470mm
次ページのリボンドロップを利
用する最新の器材です。ブロ
アーを内蔵している為、天井高
やバトンがなくてもリボンド
ロップの効果を発揮できます。

ミラクルボックスケース

ミラクルボックスが2つ入ります。
持ち運びに便利です。

■平面図

電源スイッチ

渡りケーブル ターンテーブル

ミラクルフェザー

上部の吹出口から羽が舞い上がり空間を美しく演出します。
会場全体が幸せなお二人を祝福し、無数の羽が二人をゆっく
りと優しく包み込みます。
■ミラクルフェザー／本体2台1セット　■仕様／外観・塩ビ、内部・シロッコファン
AC100V／0.6A　■付属／専用ダクト・ターンテーブル・フェザートレイ
■サイズ／W275mm×H910mm×D680mm
※必ずフェザーを投入する前に試運転を行って下さい。
※「入」「切」スイッチを連続でしないで下さい。正常に動かない場合があります。
※動かない場合はスイッチを切って10秒程お待ち下さい。

①ミラクルフェザー設置
場所は、平らで安定し
た場所を選んで下さ
い。設置場所にソフト
ホルダーを敷きます。

⑤吸気ダクトを、ミラク
ルフェザー本体側面
の吸気口に差込みま
す。

②ソフトホルダーの大
きい円の方に合わせ
て、ミラクルフェザー
本体を配置します。

⑥フェザートレイにフェ
ザーを入れます。

③ソフトホルダーの小
さい円の方に合わせ
て、ターンテーブルを
配置します。

⑦排気ダクトを、ミラク
ルフェザー上部の排
気口に差込みます。

④ターンテーブルの上
に、フェザートレイを
載せます。

⑧フェザートレイのコ
ンセントを差込みま
す。

 D ブロアー

0509 03 1454
Dブロアー

リボンドロップ専用発射機。照明バ
トンや天井部へ取付け、ファンの風
圧で一気に吹き出します。

1110m
m

200mm

イージードロップ 発注単位：1台

インプレッション機能を応用したネタ放出用ボックス
インプレッションの送受信機能を応用した特殊効果アイテム。
ウィングハート、ウィングスター、ウィングバタフライ、リボンドロップのネタを放出できます。
リボンドロップの場合、一度に最大200個を収納する事ができます。
簡単な操作で感動の場面を演出します。

インプレッション受信機

インプレッション送信機

※別途インプレッション送受信機が必要となります。
0509 03 1613

イージードロップ

中身のリボンはP199で
紹介しております。

※受注生産

※受注生産

※受注生産

※受注生産

メーカー
直送品

0509 03 1600

0509 03 1617
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リボンドロップ

ミラクルウィング オリジナル印刷

リボンドロップオリジナル印刷
クラッシーラップを使ってバルーンスパークが出来ます。 ■印刷範囲：W230mm × H21mm の下記範囲内

■シルク印刷カラータイプ：
　レッド、ピンク、ゴールド、ブルー、グリーン、ブラック
■印刷ロット：50 個以上
※ 500 個以上の制作は版代が発生しません。

■印刷範囲：W95mm × H72mm の下記範囲内
■新PG印刷　インク色：レッド、ピンク、オレンジ、ブルー、グリーン、ブラック
■印刷ロット：200 枚以上
※カラーは上記よりお選び下さい。
※ルカラー印刷（インクジェット）も可能です。各営業担当にご相談下さい。

新 PG 印刷
スタンプのため
印刷範囲があります

セッティング方法

あると便利なクラッ
シーラップシステムを
使用して、ラバーの中
にリボンを入れます。

割れる

くるくると回転しながら
舞い降ります。

新郎新婦の名前を入れたい！
オリジナルメッセージを入れたい！ そんなときは是非！！

入　数：100枚ミラクルウィング 新しい演出効果

0509 03 1571

ウィングハート
Thank you for coming

レッドプリント

※

メーカー
直送品

ミラクルウィング　
ミラクルウィング本体×1台
ウィングハート100枚入1セット
金具・針1本・テグス1巻 10m
取扱説明書（保証書在中）専用アルミケース

※C型コネクターは付属しておりません。
発注単位：1台0509 03 1469

0509 03 1462

ウィングハート 
Just Married 
レッドプリント

ウイングバタフライ（M）
Just married

オレンジグラデーション
0509 03 1710

ウイングバタフライ（M）
Just married

ピンクグラデーション
0509 03 17150509 03 1830

ウイングバタフライ（S）
Just married

フルカラーピンク

スィートハート 
Happy Wedding 

レッドプリント
0509 03 1801

ミラクルウィング4 台収納可能
ネタを取付けた状態で
収納できます

ウィングケース
●重さ：2kg
●W480mm×H560mm×D470mm

発注単位：1台
※受注生産
0509 03 1460

クラッシー
ラップシステム
●W43cm×H81cm×D47cm
●重量：9kg
●消費電力：388W
（AC100V  50/60Hz）
0710 12 0001 入数：1台

リボンドロップ 会場を華やかに彩る演出に新色登場！
発注単位：1箱
入　　数：50枚

メーカー
直送品

0509 03 1497
白／無地

0509 03 1498
桃／無地

0509 03 1499
青／無地

0509 03 1510

Just Married クローバー
桃／ピンク

0509 03 1514

Just Married クローバー
桃／ゴールド

0509 03 1523

Just Married クローバー
青／ブルー

0509 03 1500

Just Married クローバー
白／レッド

0509 03 1512

Just Married クローバー
桃／レッド

0509 03 1495

Just Married クローバー
白／ピンク

0509 03 1496

Just Married クローバー
白／グリーン

0509 03 1501

Just Married クローバー
白／ブルー

Thank You!!
白／レッド
白／グリーン
桃／ピンク
青／ブルー

0509 03 1555
0509 03 1556
0509 03 1557
0509 03 1558
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