受注販売品

■ Dmコントローラー使用で、オールワイヤレスコントロール
■ 80チャンネル・4グループを個別に調光・ON/OFF
■ 高速シャッターシンクロ

最大1/8000秒まで対応

視認性に優れたディスプレイ

軽量コンパクトで残量表示付の
リチウムイオン電池
フルパワーで250回発光

LEDモデリング採用
■ 各種モデリングモード搭載

CONSTモード : 100%点灯
V A R I モ ー ド : ストロボの出力に連動して
調光されます（1/8まで）
AFモード : カメラのシャッター半押しで点灯

ACCESSORY
【232771】JAN4582278086512

Dm-アンブレラリフレクター 120φ
税込価格

9,900 円

（9,000 円）

【232772】JAN4582278086529

Dm-Cリフレクター 180φ
税込価格

13,200 円

（12,000 円）

【232773】JAN4582278086536

Dm-ビューティーディッシュ 300φ銀
税込価格

22,000 円

（20,000 円）

グリッドスポット（L）180φレフ用

【025551】JAN4582278071440

グリッドスポット（M）180φレフ用

【232776】JAN4582278086567

22,000 円

付属品：前面ディフューザー

Dm-スヌート40φ（グリッド付）

10,780 円

税込価格

（9,800 円）

13,200 円

（12,000 円）

【025552】JAN4582278071457

グリッドスポット（S）180φレフ用
税込価格

税込価格

【232770】JAN4582278086505

Dm-グリッド300φ
税込価格

Dm-ビューティーディッシュ 300φ白
（20,000 円）

付属品：前面ディフューザー
【025550】JAN4582278071433

【232774】JAN4582278086543

11,330 円（10,300円）
装着イメージ

Dm-ビューティーディッシュ 300φ用

ハイスピードシャッターシンクロで撮影する場合や、TTL機能を
使用する場合のDm-360/360TTL専用コントローラーです。

バックライト機能も搭載しているので暗闇での操作も可能です。
【231915】JAN4582278086741

Dm-コントローラープラス
FUJIFILM用
税込価格

▶TTL-MODE

Dm-コントローラープラスをカメラに装着してシャッターを押すとDm360TTL（TTLモード時）が被写体に向け適正光量を発光します。また、
+−3.0EVまで調光が可能です。
※Dm-コントローラープラスNikon・Canonに対応 ※Dm-360TTLに対応
※FUJIFILM用をご使用の場合は別途ご相談ください。
※カメラの機種によっては正常に動作しない場合があります。

33,000 円（30,000円）

【231916】JAN4582278087380

Dm-コントローラープラス
Nikon用
税込価格

33,000 円（30,000円）

※ミラーレスカメラには対応しておりません。

【231917】4582278087397

▶MANUAL-MODE

Dm-コントローラープラス
Canon用
税込価格

受注販売品

ストロボ出力をFULL~1/128まで調整して撮影するモードです。
マークが表示されます。
ハイスピードシンクロ時は液 晶に
（TTL+ハイスピードモード時も同様）

33,000 円（30,000円）

※ミラーレスカメラには対応しておりません。

※調光ステップ：Nikon・Canon 1/10EV FUJIFILM 1/3EVとなります。
※Nikon・Canonはハイスピードシンクロ時、最少光量1/8となります。
※カメラの機種によっては正常に動作しない場合があります。

GR:C

GR:B

GR:A

GR:D

ハイスピードモード時

▶RPT-MODE
動きのある被写体をスローシャッターとRPT-MODE（マルチ発光モー
ド）を組み合わせる事で一つの画像に多重撮影することができます。
※カメラの機種によっては正常に動作しない場合があります。

Dm-コントローラーを使用することで複数のDm-360シリーズを
4つ（ABCD）のグループ（GR）に設定し、各グループのDm-360
を個別に調光及びON/OFFすることができます。更にTTLモード

とマニュアルモードの組合せもできるので、Dm-360の機能を最
大限に活用することができます。

（ ）
内は税別価格です。
【232780】JAN4582278087045

Dm-CXアダプター
税込価格

6,600 円

（6,000 円）

【232728】JAN4582278086499

SPEEDBOX-70Dm用
税込価格

31,900 円

【232724】JAN4582278086307

グリッド SPEEDBOX-70用
税込価格

（29,000 円）

22,000 円

小雲台 Dm-360 アダプター付
税込価格

（20,000 円）

CXタイプのアクセサリーを
装着するためのアダプターです。

6,160 円（5,600円）

SPEEDBOX-70は
含まれておりません

【232729】JAN4582278087038

【232775】JAN4582278086550

SPEEDBOX A アルミRブラケットDm用

Dm-グリッド120φ カラーフィルター付
税込価格

【122394】JAN4582278086604

6,050 円

税込価格

（5,500 円）

14,300 円（13,000円）

Dm-360本体に
SPEEDBOX-Aシリーズ
を装着する際 Dm-360
本体に負担を掛けずに
使用することができます。

装着イメージ

【231404】JAN4582278086444

インサート金具Dm
キミーラウェーハー用
税込価格

4,950 円（4,500円）

■ Dm-360/360TTL 本体セット内容

【231910】JAN4582278086338

Dm-360

Dm-コントローラープラス
Canon/Nikon/FUJIFILM用対応
税込価格

124,300 円（113,000円）

【231911】JAN4582278086635

Dm-360TTL

Dm-コントローラープラス
Canon/Nikon用対応

受注販売品

※FUJIFILM用をご使用の場合は別途ご相談ください。
税込価格

135,300 円（123,000円）

※Dm-コントローラープラスは別売となります

名

Dm-360

Dm-360TTL

ワイヤレス
コントローラー

Dm-コントローラー プラス
Canon・Nikon・FUJIFILM用

Dm-コントローラー プラス
Canon・Nikon・FUJIFILM用

品
型

式

フラッシュモード

DM-360

マニュアルモード
Canon・Nikonモード
FUJIFILMモード

DM-360TTL

FULL~1/128 1/10EVステップ
FULL~1/128 1/3 EVステップ

マニュアル+ハイスピードモード ※1
Canon・Nikon モード FULL~1/8 1/10 EVステップ
FUJIFILMモード
FULL~1/128 1/3 EVステップ

対応無線シンクロ装置
マルチフラッシュ
（RPT）
電池

オートパワーオフ
発光回数
最大出力

ストロボ調光方式
出力表示

発光回数表示(Count)
電池残量表示

キセノンランプ

モデリングランプ
充電時間

モデリングモード
サウンドモード

マニュアルモード
Canon・Nikonモード
FUJIFILMモード

マニュアル+ハイスピードモード ※1
Canon・Nikon モード FULL~1/8 1/10 EVステップ
FUJIFILMモード
FULL~1/128 1/3 EVステップ

フォトセル
過熱警報

適合リフレクター
寸
重

法
量

リチウムイオン電池 Dm-360用
税込価格

RS- 発信器 / RS-Controller ※2

22,000 円（20,000円）

【123177】JAN4582278086482

※2 マニュアルモードのみ対応(フラッシュグループ解除時)

Canon・Nikon：発光回数（T）1 ~ 99 回
FUJIFILM：発光回数（T）2 ~ 90 回

充電器 Dm-360用

発光周波数（Hz）1 ~ 99Hz

発光周波数（Hz）1 ~ 90Hz

税込価格

リチウムイオン電池 Dm-360用（14. 4V 2500mAh）
（ワット時定格量:36Wh）
専用充電器：充電器

9,900 円（9,000円）

Dm-360用（充電時間:約2時間30分）

有り（無操作80分間で作動）

【232779】JAN4582278086598

約250 回（出力FULL 電池98~100%充電時）

Dm-シンクロコード5m

360Ws

税込価格

シリーズカット方式

2,200 円（2,000円）

液晶ディスプレイによるデジタル表示
199,999まで表示

4段階表示と電池表示の点滅
ヘリカル管
LED

2.2 秒 （出力FULL

7W

電池100%充電時）

消灯 / 出力連動調光 / 100%点灯 / AF-ON

品

名

型

式

使用周波数

ON/OFF

DC 3V

フラッシュグループ

【231914】JAN4582278086475

※1 カメラメーカーに合わせたDm-Controllerのみ対応（カメラの機種によっては正常に作動しない場合がございます。）

シンクロ電圧

受信チャンネル数

■ 単品価格

TTLモード ※1
TTL+ハイスピードモード ※1
フラッシュ露出補正+-3EV 1/10EVステップ
FUJIFILM用 1/3 EVステップ

発光回数表示（Count ）が点灯（ 充電中は消灯）

リモコン受信機能

※アンブレラは8mm軸のみ使用できます

FULL~1/128 1/10 EVステップ
FULL~1/128 1/3 EVステップ

充電完了表示

シンクロソケット

Dm-360/360TTL
Dm-アンブレラリフレクター 120φ、Dm-プロテクター
Dm-シンクロコード5m、Dm-グリップ、ダブルダボ
リチウムイオン電池Dm-360用、充電器Dm-360用
ストラップ、ショルダーバッグ

Dm-コントローラープラス

FUJIFILM用

Nikon用

DM-FJ-CO+

DM-N-CO+

2.402GHz~2.481GHz

チャンネル数

80チャンネル

フラッシュグループ

ホーンジャック（3.5φ）

Canon用

DM-C-CO+

動作距離

70m以内

4グループ（A/B/C/D）

※使用環境により異なります。

TTLモード：先幕シンクロ ※1
マニュアルモード（M）：先幕シンクロ
フラッシュモード&
TTL高速シャッターモード（TTL+H）
：~1/8000sec ※1
シンクロスピード
マニュアル高速シャッターモード（M+H）：~1/8000sec ※1

使用周波数 2.402GHz~ 2.481GHz
80チャンネル

4グループ (A/B/C/D) ※3
（ 各グループ1灯まで）

※1：カメラメーカー及びカメラ機種により異なります

※3…Dm-コントローラー のみ対応

同調発光（S1）/ 同調発光（S2）プリ発光カット/ OFF

シンクロソケット

過熱表示点滅とブザー音

使用電池

Dmタイプ

スリープモード

201(w)×80(h)×108(d)mm

寸

1.2kg
（電池重量250g含まず）

重

ホーンジャック（2.5φ）

アルカリ乾電池単4形（1.5V） 2本

法
量

有り（無操作10秒間で作動）
54(w)×42(h)×83(d)mm
66g
（本体のみ)

※DM-コントローラープラスNikon用/Canon用はミラーレスカメラには対応しておりません。

※受注販売品：動作しないカメラがあるため、お客様に詳細をご説明し、個別に販売させていただきます。
最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

※（ ）
内は税別価格です。

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

【URL】http://www.comet-net.co.jp

仙台営業所

〒981-8003 仙台市泉区南光台 4-29-25

TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523

東京営業所

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875

東京営業所 コマーシャル課

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876

東京営業所 ストロボクリニック課 〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878

東京営業所 名古屋連絡所

〒463-0813 名古屋市守山区吉根南 501 101号室

TEL.(052)737-3175 FAX.(052)736-2841

大阪営業所

〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848

大阪営業所 ストロボクリニック課 〒531-0075 大阪市北区大淀南 2-6-15

TEL.(06)7658-1188 FAX.(06)7658-4848

福岡営業所

〒816-0912 大野城市御笠川 4-11-19 Ⅵ-2号室

TEL.(092)504-9005 FAX.(092)504-9006

海外事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872

産業機器部

〒174-0063 東京都板橋区前野町 3-47-1

TEL.(03)5916-5787 FAX.(03)5916-5874

●このカタログの記載内容は2021年1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。● 写真はイメージとなります。
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