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 パワーブレス
POWER BRACE

ブレスレットタイプ

使用の目安:約1週間
商品コード:E80633

価格:200円(税抜)価格:300円(税抜)価格:1,500円(税抜)

腕につけるタイプの感染防止製品です。
スティックを折った瞬間から二酸化塩素
ガスが発生、専用ホルダーで手軽に身に
付けられます。

●内容物：ClO₂スティック×1本、ブレスホルダー

 パワー6インチ
POWER 6inch

スティックタイプ

使用の目安:約2週間
商品コード:E80636

価格:200円(税抜)

胸ポケットにさして携帯用に、ペンスタンド
に立てて据え置き用に。
ブレスレットタイプ同様に折った瞬間から
二酸化塩素ガスが発生します。

●内容物：ClO₂６inchスティック×1本
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©(株)LIFE.14 フォト&映像プロダクション©(株)LIFE.14 フォト&映像プロダクション

最大
11.5m
最大
11.5m

■リモート撮影 ■ハイアングル撮影

Bi Rodはシリーズ最長7.5メートルの長さまで伸ばすことができる撮影用ロングロッドです。
Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンを使用することで、地上からモニタリング、リモート操作が
可能です。また、専用の水中撮影アンテナ「Bi Wireless Line」を使用することで水中でもリモート
撮影が可能になります。
Bi Rodを使えば費用と手間をかけず、安全に空中撮影、水中撮影を楽しむことができます。

それは、あなたのカメラの相棒です。

自由雲台
標準装備
角度調整など
使い勝手のよい自由雲台を付属

���������

i Paoはあなたの発想次第でどんなものにも変化します。ナイトウエディング、リゾートウェディング、屋外で幻想的な世界を作り出す
ことができます。また、小型で組み立てが簡単に行える特長を活かして災害時には仮設住居としても活躍します。





「青い海」をイメージした演出ですので海に近い会場との相性がぴったりです

会場を深海へと導き、壮大で無限に広がる空間を感じさせます

Blue Marine ブ ル ー マ リ ン
「栄光」「栄誉」を花言葉とするローリエ

液を注ぐと、装飾が織りなす光の陰影がより一層際立ちます

Laurier ロ ー リ エ

使用発光液：プレミアムWB 使用発光液：プレミアムYG
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QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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シンプルで普遍的な愛の形が、キュートなメッセージを伝えます

光のハートが出来上がると会場からは自然と拍手が…

Open Heart オ ー プ ン ハ ー ト

使用発光液：ピンク

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

ブライダルカタログ 52p　p09_p10
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いっせいに天へ向かって伸びていく光の柱　やがて現れるハートの形はふたりの素直な想いを伝えます

Heart Spring ハ ー ト ス プ リ ン グ

使用発光液（左）：バイオレット

使用発光液（右）：ピンク

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

ブライダルカタログ 52p　p11_p12
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巡る季節、変わらぬ思い、

素敵な一日を季節の光が彩ります

Four Seasons フ ォ ー シ ー ズ ン ズ

spring summer autumn winter

1413
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QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

薔薇色の人生を、あなたと共に

La Vie en Rose ラ ヴ ィ ア ン ロ ー ズ

ブライダルカタログ 52p　p15_p16

※ご使用いただける発光色は
ブルー、バイオレット、イエロー、グリーン、ピンク、ランダムとなります

エ タ ー ナ ル リ ン グ 　 フ ル ー ル

Eternal Ring 〜�eur〜

優美な曲線を描くガラスに色鮮やかなバラが咲きます

華やかで愛らしい空間を演出します
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2 色の液が混ざり合うセンターベースには光り輝くブーケ

二人からゲストへ「ありがとう」の気持ちをこめたサプライズな花束を

Mazzolino マ ッ ツ ォ リ ー ノ

新郎新婦が液を注ぐことによって光り輝くバラ

ゲストの方にバラの花びらを入れていただくことで、より美しい時間を共につくりあげます

Mazzolino 〜rose〜
マ ッ ツ ォ リ ー ノ  ば ら

※ご使用いただける発光色は
ブルー、バイオレット、イエロー、グリーン、ピンク、ランダムとなります

※ご使用いただける発光色は
ホワイトベースタイプ、ブルー、バイオレット、イエロー、エメラルドから二色お選びください

使用発光液：ブルー

使用発光液：バイオレット
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QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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Crystal Cube 〜�eur〜
ク リ ス タ ル キ ュ ー ブ  フ ル ー ル

透き通るクリスタル製のキューブに液が流れると、次々と花が光り輝きます

優しさに満ちた光に会場は幸せのムード満点

※ご使用いただける発光色は
ブルー、バイオレット、イエロー、グリーン、ピンク、ランダムとなります

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

黄金比をもとにデザインされた「ステラ」　イタリア語で「星」「幸運」を意味します

何千個ものビーズが光をキラキラと反射する様は圧巻

Stella ス テ ラ

※ご使用いただける発光色は

ブルー、バイオレット、ホワイト、エメラルド、PVB、OWBのみとなります

使用発光液（左上）：ブルー

使用発光液（左下・右）：エメラルド

C
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センターポールにそそがれた液が、 七つのアームをつたいシャンデリアに灯をともします

ガラス製の繊細なボディ　そのエレガントなたたずまいの内側から荘厳な輝きが生まれます

使用発光液（右上）：プレミアムオレンジ

使用発光液（右下）：エメラルド

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

ブライダルカタログ 52p　p21_p22
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不思議な光の動きに魅了されるメイン演出

まっすぐに上っていく光は、二人のゆるぎない未来を描くかのよう

Lumica Spring ル ミ カ ス プ リ ン グ

使用発光液（右上）：エメラルド

使用発光液（右下）：ブルー

使用発光液：グリーン

ブライダルカタログ 52p　p23_p24

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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積み上げられたグラス　会場は期待にあふれ、ドラマティックな光のタワーに圧倒されます

特殊加工が液の片寄りを防止します

Glass Tower グ ラ ス タ ワ ー

使用発光液（右）：ブルー使用発光液：プレミアムオレンジ

ブライダルカタログ 52p　p25_p26

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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二人が液をそそぐと、一つまた一つとグラスに光が満ちあふれ

それはまさに天使が降り立つ永遠への階段

Aqua Angel ア ク ア エ ン ジ ェ ル

使用発光液：ブルー

使用発光液：ブルー×オレンジ使用発光液：ホワイト×レッド

ブライダルカタログ 52p　p27_p28

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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使用発光液：プレミアムオレンジ

ブライダルカタログ 52p　p29_p30

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

整然と積み上げられたクリスタル製のキューブの存在感

光が流れる神秘的な時間は、会場をノーブルな世界に仕立てます

Crystal Cube ク リ ス タ ル キ ュ ー ブ

使用発光液：ホワイト

グリム童話の一つである「ラプンツェル」を具現化

不思議な力を持つ髪を輝かせます。ふたりの「輝く未来」を予感させる感動の物語が始まります

Rapunzel Licht ラ プ ン ツ ェ ル  リ ヒ ト

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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Blue Fall ブルーフォール

湧き出る泉のようにあふれた液が、やがて滝となって降りそそぐ驚き

神秘的に輝く光のシャワーはゲストの心をひきつけます

使用発光液：ブルー

「夢のように美しい」という花言葉のカラー

凛とした美しさを感じさせる演出に、ふたりの素直な愛が伝わってきます

Jin Calla ジ ン カ ラ ー

使用発光液（左下）：ホワイト

使用発光液（右）：イエロー

ブライダルカタログ 52p　p31_p32

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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Eternal Ring エターナルリング  
「純潔」「無垢」を花言葉にもつユリをモチーフにした優美なデザイン

純粋にお互いを愛する素直な気持ちが、優しいひかりで包まれます

使用発光液：ホワイト 使用発光液(左)：ホワイト

使用発光液(右)：ブルー

Memorial Column メモリアルコラム  

「おふたりのメモリアル記念碑のように」

筒をせり上がり溢れ出す瞬間は、シンプルながらも、眩いほどの輝き

この輝きが天まで届くように祈りを込めて演出してみては

ブライダルカタログ 52p　p33_p34
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竹 扇
「和」をテーマにしたメイン演出です

天に向かってまっすぐに伸びる竹は、幸福に満ちた初々しい二人の未来を感じさせます

た け お う ぎ

使用発光液（左下）：エメラルド

使用発光液（右）：グリーン

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます

ブライダルカタログ 52p　p35_p36

この喜びをあなたにも

Table chandelier  テーブルシャンデリア(パールブラック)

Trinity  トリニティ

ク リ ス タ ル シ リ ー ズ

Table chandelier  テーブルシャンデリア(シルバー)

QR コードを読み取ると
演出動画をご覧いただけます
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Chloris

Chloris Chloris

クロリス（バタフライ）

クロリス（フェザー） クロリス（ローズ）

トリニティ（バタフライ）

トリニティ（ローズ） トリニティ（フェザー）

クロリス（バタフライ）

クロリス（フェザー） クロリス（ローズ）

Chloris
クロリス

Trinity

Trinity Trinity

トリニティ（バタフライ）

トリニティ（ローズ） トリニティ（フェザー）

Trinity Short
トリニティショート・中箱入数：50 枚

・発光時間：約 20 分

愛情・信頼・絆・希望・愛の誓いという五つのメッセージが込められた薔薇、

健やかな成長、人生の伴侶との円満な家庭、おふたりの未来の人生において華々しい開花を願う蝶、

上昇、飛躍を意味する羽根、ゲストテーブルをラグジュアリーなひかりで彩ります。

ゲストへのお礼の気持ちを込めて会場をひとつに。

発光色 レッド

オレンジ

ピンク

イエロー

ブルー

発光色 発光色

ローズチップ バタフライ フェザー

レッド

ピンク

ブルー

ブライダルカタログ 52p　p37_p38
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spring summer autumn winter

Chloris  クロリス（さくら） Chloris  クロリス（ポップスター/七夕）

Chloris  クロリス（もみじ） Chloros  クロリス（雪の結晶）

Trinity  トリニティ（さくら） Trinity  トリニティ（ポップスター/七夕）

Trinity  トリニティ（もみじ） Trinity  トリニティ（雪の結晶）

共に過ごした四季の流れを色鮮やかな光で再現します

巡る季節を越え、輝く二人の未来

ブライダルカタログ 52p　p39_p40
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QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます

QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます
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新郎新婦でバラを光らせゲストの皆様で

「おめでとう」の花びらを投入

皆様の祝福の気持ちが、輝きとなって広がる参加型の出演です

Diva  ディーバ（花びら） Chloris クロリス マジカルセレモニー（ハート）Chloris クロリス  マジカルセレモニー（スター）

Chloris クロリス  ハート

Bless ブレス  ばら（ミッキー） Bless ブレス  ばら（花びら）

Chloris クロリス  花びら

Bless

© Disney

ブライダルカタログ 52p　p41_p42

おもてなしの気持ちを込めて

Diva  ディーバ（ミニばら） Ribbon  リボン（ばら）

Trinity  トリニティ（ミレーヌ） Angelica  アンジェリカ（ばら）

Dimple flower   ディンプルフラワー（ミニばら）

フルール  シリーズ ブレス

QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます

QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます
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落ち着きのある やわらかさ

和シリーズ

ぼんぼり 宝づくし

ありのままの喜びを

Aqua star  アクアスター Dimple flower  ディンプルフラワーMarguerite  マーガレット

QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます

ブライダルカタログ 52p　p43_p44

ナチュラル  シリーズ

ハートシリーズ

ふたりから愛のおすそわけ

Heart cute  ハートキュート

QR コードを読み取ると

演出動画をご覧いただけます

© Disney

Aqua Pop ［Mickey］  アクアポップ ［ミッキー］

アクアポップ  ［ミッキー］ カラーバリエーション

L E D シ リ ー ズ

RED ORANGE PINK

BLUE VIOLET WHITE

COLOR CHANGE

YELLOW

GREEN

Natural

和シリーズ
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一斉にライトを光らせて、新郎新婦を出迎える瞬間は最高潮の盛り上がりに

カラフルで幻想的な光は、会場に一体感を生み出します

大人からお子様までお楽しみいただける、参加型の演出

ドレスの色当てゲームドレスの色当てゲーム

■案内ボード
 ※プレゼント抽選無しバージョンの用紙もご用意しています。

■カップ用色シート

■透明カップ×色数

※２セット分

※２セット分

セット内容 ゲームに必要なものをオールインワンでご用意しました。

■ルミカライト(全７色)

※予告無く仕様を変更することがございます。予めご了承ください。

サイズ：W90×H120mm /全７色からお選び頂けます。

Pink

大人気のドレス色当てゲームセットにオプション登場！

ウェルカムスペースを華やかに彩る

Green Blue Orange Yellow Red Violet

SNSでも
大人気♡

②メッセージを添えて、選んだ色

　に投票します。

②メッセージを添えて、選んだ色

　に投票します。

③ルミカライトを折って光らせ

　新郎新婦を迎えてください。

③ルミカライトを折って光らせ

　新郎新婦を迎えてください。

①予想するカラードレスの色の

　ルミカライトを1本選びます。

①予想するカラードレスの色の

　ルミカライトを1本選びます。

④新郎新婦の登場とともに

　正解発表！！

④新郎新婦の登場とともに

　正解発表！！

参加方法

「色を当てた

参加者の中から抽選で

プレゼント！」など

２次イベントで

さらに盛り上がります。

「色を当てた

参加者の中から抽選で

プレゼント！」など

２次イベントで

さらに盛り上がります。

オプション

ブライダルカタログ 52p　p45_p46

ルミカ・セレモニーセット ご使用上の注意

二種類の液を同時に注ぐ事を原則としてご使用
ください。やむをえず一方の液を予めセットして
ご使用になる場合は必ずβ(蛍光液)を先にセット
してください。

発光液をボトルからグラス、ピッチャー等に移した
状態で5時間以上放置しないでください。
発光性能が低下する場合があります。

炎や火気の近くでは
絶対に使用しないで
ください。

長時間加熱すると引火
する危険があります。

演出器材によっては、器の
中にガラス玉等を入れると
液体の対流が阻害され二つの
液が混ざりにくくなる場合が
あります。

混ざりが悪いと、発光が弱く
なるおそれがあります。

異物(水や食べ物)が混入すると
発光しなくなるおそれがあります。

ご出席者による発光液へのいたずらには
特にご注意ください。

演出に使用するグラス、ピッチャー等の器は
ガラス製のものを使用し、ご使用前には水分が
充分乾燥していることをご確認ください。

水分が混入すると発光しなくなるおそれが
あります。

発光液は光に弱い性質があります。
直射日光や照明のあたる場所に
放置しないでください。

発光性能が低下する場合があります。

セッティング後に長時間放置しない 日光や照明のあたる場所に放置しない

水気の無いガラス製の器を使用する 異物・水分を混入させない

ガラス玉等の併用について 火気の近くで使用しない 使用前に発光テストを
おこなう
ご使用直前に少量の液で
発光テストをおこなうことを
お奨めします。

演出時の注意事項

発光液のpHはほぼ中性ですが、過酸化水素水を微量含有するために刺激を感じることがあります。
多量の水および石鹸で洗い流してください。
強い刺激または炎症などの症状が出た場合には必要に応じて医師の診断を受けてください。

衣服・テーブルクロスや家具、プラスチックに付着した場合

眼に入った場合

皮膚に付着した場合

口に入った場合

過酸化水素水を微量含有するために眼に入ると強い刺激があります。
眼に入った場合は眼をこすらずに、直ちに流水で15分以上洗浄してください。
それでも痛み等が残る場合は眼科医師の診断を受けてください。

口に含んだ場合は口内を水ですすいでください。
それでも刺激が口内に残る場合や多量に飲み込んでしまった場合は口をすすぐだけで何も飲ませずに、
すぐに医師の診断を受けてください。
故意に大量の摂取をしない限り急性中毒症状を呈することはほとんどありませんが、酒に酔った方や
お子様が誤って大量に飲み込んだ場合には注意が必要です。

液が付着するとシミになって残る場合があります。ティッシュ等、乾いた紙や布で速やかに拭き取ってください。
汚れがひどい時はさらに、薄めた中性洗剤または石けんで洗浄してださい。

事故発生時の対処法

品質には万全を期しておりますが
流通の過程や保管状況により
品質を損なう場合があります。
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フルールカラーバリエーション

●どの色も発光前の本体色はホワイトです

●使用するフルール液によって発光色が異なります

●フルールの発光時間は約20分です

ホワイトベースタイプ

※レインボーはミレーヌ・ばら、のみ

BLUE EMERALD REDVIOLET YELLOW非発光時

・ミレーヌ ( 直径 9 ㎝ )

BLUE EMERALD REDVIOLET YELLOW非発光時

・ばら ( 直径 5 ㎝ )

BLUE EMERALD REDVIOLET YELLOW

BLUE GREEN PINK RAINBOWVIOLET YELLOW

非発光時

・ミニばら ( 直径 4 ㎝ )

・ミレーヌ ( 直径 9 ㎝ )

BLUE GREEN PINK RAINBOWVIOLET YELLOW

・ばら ( 直径 5 ㎝ )

BLUE GREEN PINKVIOLET YELLOW

・ミニばら ( 直径 4 ㎝ )

●使用前の本体色は発光色と異なります

●使用するフルール液はすべてブルーとなります

●フルールの発光時間は約20分です

カラーベースタイプ

●通常の液体の発光時間は約1〜2時間です

●プレミアムカラーは発光時間約10分、プレミアムオレンジのみ約15分です

●プレミアムオレンジ（メイン器材用）は発光輝度が極めて高い為、明るめの会場でも充分な演出効果が得られます

●カラーチェンジは2〜5分程度で色が変化しはじめます

カラーバリエーション

BLUE EMERALD GREEN ORANGE

Premium ORANGE
（超高輝度）

OYGOWB PVB

Color change 時間が経つと色が変化します

Premium PINK
（超高輝度）

PINKRED VIOLET WHITE

YELLOW

Premium WB
（超高輝度）

Premium YG
（超高輝度）

ルミカブライダルの
Instagramアカウントができました！

ルミカブライダルの
Instagramアカウントができました！

ルミカブライダルの
Instagramアカウントができました！
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Crystal

HeartNew

Main

H:約750×W:約500mm

目安容量:約1,000ml

H:約750×W:約500mm

目安容量:約1,000ml

Eternity

H:約60×W:約60×D:約60mm（キューブサイズ）

目安容量:約600ml

H:約355×W:約210mm

目安容量:約84ml

Bless
Glass Tower Aqua Angel Crystal Cube

H:約700×W:約400mm

目安容量:約1,000ml

Lumica Spring

H:約700×W:約530mm

目安容量:約500ml

H:約700×W:約400mm

目安容量:約1,000ml

Open Heart
H:約650×W:約240mm

目安容量:約950ml

Blue Marine
H:約700×W:約240mm

目安容量:約950ml

Laurier Heart Spring

for Guest

FleurFleur

LED

H:約270mm:W:約65mm

目安容量:約30ml

H:約275×W:約100mm

目安容量:約60ml

H:約210×W:約55mm

目安容量:約30ml

ア イ テ ム リ ス ト

Dimple flower ~fleur~（ミニばら）

H:約310×W:約64mm

目安容量:(花びら)約90ml、

(ミニばら)約30ml

Diva
H:約320×W:約165mm

目安容量:約60ml

Angelica（ばら）

H:約250×W:約92mm

目安容量:約60ml

Ribbon（ばら）Trinity（ミレーヌ）

H:約140×W:約165mm

目安容量:約65ml

Trinity（ショート）

H:約320×W:約180mm

Aqua Pop

Chloris
H:約120×W:約170mm

目安容量:約75ml

H:約300×W:約90mm

目安容量:約60ml

H:約270×W:約65mm

目安容量:約80ml

Aqua starMarguerite Dimple flower

Natural

・予告なく仕様を変更、または商品を終了することがございます。予めご了承ください。　・印刷の都合上、実際の商品と色、仕様が異なる場合がございます。

H:約60×W:約60×D:約60mm（キューブサイズ）

目安容量:約600ml

Crystal Cube ~fleur~

H:約500×W:約350mm

目安容量:約1,100ml

Mazzolino / Mazzolino（ばら）

H:約500×W:約350mm

目安容量:約1,100ml

Four Seasons / La Vie en Rose

Eternal Ring ~fleur~

H:約750×W:約500mm

目安容量:約500ml

Majesty
H:約700×W:約450mm

目安容量:約1,000ml

Stella
H:約700×W:約300mm

目安容量:約700ml

和シリーズ

H：約275×W:約92mm

目安容量:約80ml

ぼんぼり
H：約293×W:約105mm

目安容量:約80ml

宝づくし

H:約880×W:約300mm

目安容量:700ml

Rapunzel licht

Jin Calla
H:約700×W:約300mm

目安容量:約250ml

Natural

竹 扇

Pitcher

H:約700×W:約400mm

目安容量:約1,000ml

Blue Fall
H:約780×W:約400mm

目安容量:約1,000ml

和シリーズ

Ceremony pot

Watering pot for Gradation Lumica
Eternal Ring

H:約750×W:約500mm

目安容量:約400ml

H:約680×W:約190mm

目安容量:約300～400ml

Memorial Column

CrystalHeart

H:約370×W:約200mm

目安容量:約75ml

H:約250×W:約210mm

目安容量:約60ml

シルバー パールブラック

H:約320×W:約165mm

目安容量:約60ml

Table chandelier TrinityHeart cute
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