コメット株式会社
本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872

【E-メール】mail@comet-net.co.jp
コマーシャル部
仙台営業所
東京営業所
東京営業所 ストロボクリニック課
名古屋営業所
名古屋営業所 ストロボクリニック課
大阪営業所
大阪営業所 ストロボクリニック課
福岡営業所
福岡営業所 ストロボクリニック課
建築設計事務所
バックスクリーン部
海外事業部

〒174-0063
〒981-8003
〒174-0063
〒174-0063
〒464-0075
〒464-0075
〒550-0015
〒550-0015
〒812-0008
〒812-0008
〒174-0063
〒174-0055
〒174-0063

【ホームページ】http://www.comet-net.co.jp

東京都板橋区前野町3-47-1
仙台市泉区南光台4-29-25
東京都板橋区前野町3-47-1
東京都板橋区前野町3-47-1
名古屋市千種区内山3-1-1
名古屋市千種区内山3-1-1
大阪市西区南堀江2-9-22
大阪市西区南堀江2-9-22
福岡市博多区東光2-8-17
福岡市博多区東光2-8-17
東京都板橋区前野町3-47-1
東京都板橋区泉町39-15
東京都板橋区前野町3-47-1

TEL.(03)5916-5789
TEL.(022)727-6521
TEL.(03)5916-5788
TEL.(03)5916-5794
TEL.(052)735-9077
TEL.(052)735-9077
TEL.(06)6536-0671
TEL.(06)6536-0671
TEL.(092)411-1202
TEL.(092)411-1202
TEL.(03)5916-5793
TEL.(03)3967-5112
TEL.(03)5916-5786

●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。● 改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。● 写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。

FAX.(03)5916-5876
FAX.(022)727-6523
FAX.(03)5916-5875
FAX.(03)5916-5878
FAX.(052)735-9088
FAX.(052)735-9088
FAX.(06)6536-4020
FAX.(06)6536-4020
FAX.(092)411-1209
FAX.(092)411-1209
FAX.(03)5916-5877
FAX.(03)3967-5113
FAX.(03)5916-5872

1403-1000-A

LEDで狙うか、ストロボで捕らえるか。
撮影目的で選ぶ、小型軽量バッテリーシステム。
新しい可能性をもつLEDと、細やかな表現力をもつストロボの2タイプを用意。

● 機動性にすぐれ、集合写真やブライダル撮影に最適。

● LED 光を被写体に照射し続けるのでライティング視認がラク。

● 出力6Wsで0.4秒、
400Wsのフル出力でも約3.5秒で充電完了。

● カメラのオート機能を使い、
露出を気にせずスピーディに撮影可能。

シャッターチャンスを逃しません。

● LED 光はフリッカーがないため、ビデオ撮影用の光源にも最適。

● LB-400Ⅱのフル充電で、約150 回発光可能（400Ws）
。

● FULL 出力で 2時間の照射を実現。

● FULL から1/16 まで 5 段階調光。出力切換
（SELECT）
スイッチ

● 4EVの無段階調光で、幅広い撮影シチュエーションに対応。

（400・200・100・50・25／100・50・25・12・6Ws）
により2パターンの調光が可能。

【014031】LB-400Ⅱヘッド

【014032】LB-LED ヘッド

JAN コード 4582278084099

JAN コード 4582278084105

税抜価格 64,100 円

税抜価格 64,100 円

LEDを照射し続けた状態で、
視認しながら撮影。目で見て感じる美しさや雰囲気を、
そのまま写真にできます。

コード番号

JAN コード

品名

数量

【004033】

4582278084082

LB-400Ⅱ電源部

1

【014031】

4582278084099

LB-400Ⅱヘッド又は

【014032】

4582278084105

LB-LED ヘッド

1

【123159】

4582278074663

ニッケル水素電池（LB 用）

1

【123174】

4582278083344

充放電器（LB 用）
Ⅱ型

1

《 LB-400Ⅱヘッド：CX- シンクロコード先のみ、ハロゲンランプ（24V-20W）付》

LB-400Ⅱヘッドセット JAN コード 4582278081548

充放電機（LB 用）
Ⅱ型の主な仕様
品名

充放電器（LB 用）
Ⅱ型

型式

NHC-2420Ⅱ

定格電圧

AC100〜120V AC200〜240V

充電時間

約 60 分

リフレッシュ機能

フル充電状態で約 2 時間

寸法

122（w）
×200（d）
×71（h）

重量

860g（コード含まず）

税抜セット価格 206,300 円

LB-LED ヘッドセット JAN コード 4582278081555
最短0.4秒の高速充電により、
次々とストロボを発光可能。
動く被写体に対しても、
シャッターチャンスを逃しません。

税抜セット価格 206,300 円

別売パーツ
【121250】LB ヘッドワイドパネル
JAN コード 4582278072447

税抜価格 6,600 円

【027064】LB 用延長コード（3m）
JAN コード 4582278071839

税抜価格 7,900 円

※照射角 90°GN38（ISO100）

● 小型軽量バッテリータイプ
● ストロボフル発光150 回／
LED 照射 2時間以上を
可能にする余裕のパワー。
● 大容量のニッケル水素電池
を採用。休憩中の1時間で
フルチャージが可能。

品名

LB-400Ⅱ電源部

型式

LB-400Ⅱ

最大出力（Ws）

400

出力切換（Ws）

400/200/100/50/25 と 100/50/25/12/6

調光方式
出力切換方式
電池

【122395】LB 用アンブレラ用雲台
JAN コード 4582278074212

税抜価格 7,200 円

JAN コード 4582278074229

LB-400Ⅱ電源部の主な仕様

税抜価格 7,200 円

税抜価格 3,500 円

LB-LED ヘッドの主な仕様
LB-LED ヘッド

ヘッドの切換スイッチで設定

型式

LB-LED-H

ニッケル水素電池（NHB-2420）

LB-400Ⅱヘッドの主な仕様

発光回数

約 150 回（電池フル充電時）

品名

LB-400Ⅱヘッド

残量表示

2 個の LED で表示

型式

LB-4ⅡH

電池充電

① 電池内蔵状態で外部から充電する ② 電池を取り出して充電する

電池装置

ホールインワン方式

ガイドナンバー

シンクロソケット

なし（ヘッドに装備）

照射角度

ストロボ出力切換スイッチ

JAN コード 4582278074656

品名

3.5 秒（400Ws で電池フル充電時）

モデリングスイッチ

【123174】充電アダプター LB 電池用

シリーズカット調光方式

充電時間

充電完了ランプ

【004033】LB-400Ⅱ電源部

【122396】
LB 用グリップアダプター

あり（充電途中の発光可能、但し全光量はでません）
なし（ヘッドに装備）
400Ws/100Ws

最大入力（Ws）

モデリング
シンクロソケット
充電表示ランプ

400
56（ISO・100/m）
58 度

最大出力（W）LED
調光ボリューム
点灯スイッチ
点灯時間
色温度
残量表示
内部温度センサー

13
4EV（無段階調光）
なし（調光ボリューム最小で OFF)
約 2 時間（最大出力で電池フル充電時）
5900K（出力：FULL）
2 個の LED で表示
過熱で、発光部への電源供給を OFF

約 8 秒間点灯

適用電源部

LB-400 電源部 Ⅰ型 /Ⅱ型

CX シンクロコード中間ソケットタイプ

出力（f 値）

f 5.6 6/10・1/15sec・ISO400（FULL）

あり

照射角度

60 度

JAN コード 4582278084082

寸法

138（w）
×62
（d）
×201
（h）

寸法

142（φ）
×73（d）

寸法

142（φ）
×73（d）

税抜価格 99,300 円

重量

1.2kg（電池・ベルト含まず / 電池 740g）

重量

560g（コード含む）

重量

610g（コード含む）
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