SYNCHRON- 04/04RC

SYNCHRON-04RC 本体セット
【002126】 SYNCHRON-04RC

1

【002125】 SYNCHRON-04

【121087】 シンクロンリフレクター 110φ

1

税抜価格 159,500 円
付属品
ハロゲンランプ 200W ブルーコーティング
RC - シンクロコード 5m ストレート
AC コード 4m
アンテナ
ワイヤレスリモコン RC -T5

1
1
1
1
1

アンブレラセット

【002126】 SYNCHRON-04RC

1

【002126】 SYNCHRON-04RC

【121087】 シンクロンリフレクター（110φ）

1

【121087】 シンクロンリフレクター（110φ）

2

【123235】 シンクロンガラスグローブ

1

【123235】 シンクロンガラスグローブ

2

【025351】 アンブレラ 50

1

【025360】 CT アンブレラ 35

2

1

【232458】 CMS- 4B

ナイロン（950φ）

ライトスタンド

SYNCHRON-04RC セット 税抜セット価格 205,800 円

1
1

【123327】
ハロゲンランプ 200W
ブルーコーティング
税抜価格 7,000 円

税抜価格 149,500 円
付属品
ハロゲンランプ 200W ブルーコーティング
CR - シンクロコード 5m ストレート
AC コード 4m

ナイロン（650φ）

ミニスタンド

2
1

SYNCHRON-04 セット 税抜セット価格 382,400 円

シンクロン 04/04RC の主な仕様
品名

SYNCHRON-04

型式

SYNC-04

SYNCHRON-04RC
SYNC-04RC

ヒューズ定格

8A

最大出力

400Ws

ストロボ調光方式

電圧調光

調光

エンコーダーによる FULL〜1/64 1/6EV クリック調光

出力表示

7 セグメント（3 桁）

キセノンランプ

400Ws ハードガラス

モデリングランプ

ハロゲンランプ（ブルーコーティング）AC100V/200W 以下

モデリング調光

無段階調光 ON/OFF スイッチ付

充電時間

約 2.4 秒以下（100V/50Hz）

充電サウンドモード

充電完了で点灯。パネル面及びスレーブセンサー内

不発光警報

充電完了ランプ点滅及び連続音

過熱警報

出力表示点滅 / 警報音

シンクロソケット

ホーンジャック 1 ケ

RC -T5

シンクロ電圧

型式

RC -T5

フォトセル

調光

+、
− ボタンによる FULL〜1/64 1/6EV 調光

12V
有り（ON/OFF スイッチ付）

テスト発光スイッチ

テスト発光ボタン

有り

使用周波数 / 距離

送信 LED

有り

閃光時間

315MHz 帯 / 見通し距離で 4m

充電完了音 /OFF/ 充電中音

充電ランプ

品名

有り
ー

315MHz 帯 / 見通し距離で 4m
400Ws 時 約 1/1000sec

冷却ファン

CR2032 1 個

寸法

寸法

32（w）
×55（h）
×7（d）

重量

重量

10g（電池含む）

使用電池

2

約 2.1 秒以下（100V/60Hz）
1
1
1

シンクロン04RC リモコンの主な仕様

使用周波数 / 距離

2

SYNCHRON-04RC セット 税抜セット価格 402,400 円

【123235】
シンクロンガラスグローブ
税抜価格 15,300 円

【121087】 シンクロンリフレクター 110φ

又は

【122478】 TW 布バック（黒ベルト）

SYNCHRON-04 セット 税抜セット価格 195,800 円

アクセサリー

【002125】 SYNCHRON-04

2 灯セット

【002125】 SYNCHRON-04

【121087】
シンクロンリフレクター
110φ
税抜価格 5,800 円

SYNCHRON-04 本体セット

SYNCHRON- 04/04RC
1

【232453】 CMS- 3B

又は

有り
208（w）
×97.5（h）
×99.5（d）
2.0 ㎏

適合リフレクター

CX タイプ

※表示価格は税抜表示です。

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
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●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。
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時代と共に進化するモノブロック、シンクロンの進化はとどまるところを知らない。
ミニマムでスタイリッシュなデザインかつハイスペック。これまでのモノブロックを超えたモノブロック
「SYNCHRON 04/04RC」なら、人物撮影でも、デスクトップライティングによる商品撮影でも、

ワイヤレスリモコンを搭載し、
より使い易さを追求したモノブロック。
「SYNCHRON 04/04RC」最大の特長は、その美しいフォルムと、FULL から 1/64 ま
での広範囲の調光。1/6 ステップできめ細かく調光できるため、商品撮影やデジタルの撮

的確なライティングを求めるカメラマンのこだわりを満たします。

影でも活躍します。
「SYNCHRON 04RC」は、ワイヤレスリモコンを搭載しより利便性
を高めました。さらに、
「白」を認識しやすいブルーコーティングのモデリングランプや、
光の拡散性を高めるガラスグローブ（別売）など、より質の高い撮影が可能になりました。

各部名称
【 アンテナ 】

【 フォトセル／

リモコンからの信号を受信します。

充電完了ランプ／不発光表示 】
充電完了時に赤く点灯。不発光の場合に
は点滅しブザー音でお知らせします。

【 出力バリエーター 】

フォトセル受光素子内臓。

エンコーダー方式で、FULLから1/64
まで 1/6EV ステップで調光できます。

【 出力表示／過熱警報 】
設定する出力をデジタル表示で確認でき

【 充電完了ランプ／不発光警報 】

ます。また、内部の電子部品が一定の温
度を超えた場合には出力表示が点滅しブ
ザー音でお知らせします。

【 リモコン登録スイッチ 】
使用するリモコンの登録をします。

【 モデリングバリエーター 】

【 テスト発光スイッチ 】

明るく
（MAX）から暗く
（MIN）まで、モデ
リングランプを単独で調光できるため、
ライティングの効果がよりわかりやすく。

【 フォトセルスイッチ 】
ON にすれば、他のストロボ光を受けて
の同調発光が可能に。

【 メインスイッチ 】
【 サウンドスイッチ 】
充電完了音の ON/OFF はもちろん、鳴
らすタイミングを充電完了時または充電

【 モデリングランプスイッチ 】

中にするかの選択ができます。

ワイヤレスリモコンを搭載したシンクロン 04RC。
ワイヤレスリモコンを搭載することによって利便性の向上したシンクロン 04RC
は、セッティングの労力を軽減し、完成度の高いライティングを実現します。たと
えば、手の届かないところにあるトップライトや、光量調節のしにくい場所に設置
された窓外の仕込みライトなどもワイヤレスリモコンを搭載したシンクロン 04RC
を使う事により、1/6 ステップの正確な（簡単に）光量調節をすることができます。

「白」を白く視る、ブルーのモデリングランプ。

やわらかで安定した光をつくる、ガラスグローブ〔別売〕
。

「白い物を白く視たい」という声にお応えして新たに採

別売のガラスグローブを装着すれば、モデリングラン

用したブルーコーティングのハロゲンランプ（200W）
。

プと発光管の光がひとつに。光の拡散性が高くなり、

今までのハロゲンランプでは赤く見えがちな光を、青く

やわらかな光をつくれます。また、ガラスグローブには、

コーティングすることで、肉眼で見える白に近い白の表

モデリングランプやキセノンランプを保護する役割も

現ができるようになりました。

あります。

6 Ws
f 2.8

400 Ws
f 22

400Ws〜6Wsの
広域な表現力

ISO100 シャッタースピード 1/60sec レンズ 100mm

ISO100 シャッタースピード 1/60sec レンズ 100mm
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