
リングライト32
■ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、この機器を使う
人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意です。

■注意事項は危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取扱い
をすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の 3つに区分し
ています。

いずれも機器を安全にお使いいただくために重要な内容ですので、
必ず守ってください。

危険：人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の意味

△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
　図の中に具体的な禁止内容（左図は感電注意）を示しています。

記号は、禁止行為であることを告げるものです。
　図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図は分解禁止）を示しています。

●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。
　図の中に具体的な指示内容（左図はプラグをコンセントから抜いてくだ
さい）を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず保管してください。

取扱説明書



警　告
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■水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手
足が濡れた状態や素足での操作はしないでください。

漏電による感電の恐れがあります。

■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理･改
造をしないでください。

電源部には、メインスイッチを切りACコードをコンセントから抜
いた後も、内部には長時間高電圧が残っており、感電のおそれ
があります。また、発光部も電源部へ接続した状態では高電圧
がかかっており危険です。十分注意をしてください。

■使用中のヘッドに水滴などがかからないようにして
ください。
使用中のヘッドはキセノン管、モデリングランプが高温になってい
ます。
水滴などがかかるとガラスが破裂する恐れがあり、大変危険です。
取扱いには十分注意をしてください。

■ヘッドコードプラグは電源部の出力コネクターに確実に
差し込んでください。また締め付けリングのあるタイプは
差し込み後、リングを回転し締めつけてください。
プラグの接続が不確実な場合、スパークにより発火の恐れがあり
ます。

■ヘッドは発光時、高温の熱を発します。人体に向けて
近い位置で発光させたり、可燃物に向けての使用は絶
対にしないでください。
火傷や火災の恐れがあります。

■揮発性のガソリン、シンナー、可燃性ガスなどを使用して
いる場所や、大量の粉塵が舞っている室内などでは絶対
に使用しないでください。
爆発、火災、火傷の恐れがあります。
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注　意
■使用中や使用直後のヘッドは、かなりの高温になって
います。十分温度が下がってから取り扱ってください。
火傷の恐れがあります。

■ヘッドを使用中は、紙や布または樹脂系のシートな
ど可燃物を近づけたり、覆っての使用はしないでく
ださい。
使用中はかなりの高温となり発火、火災の恐れがあります。

■ヒューズやモデリングランプは指定の定格品を使用
してください。
定格品以外の使用は発火、火災の原因となります。

■落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止
し、弊社、またはご購入店で点検を受けてください。
外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や
漏電の恐れがあります。コードの被覆損傷のときも同様に点検
を受けてください。
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1 各部の名称

3

【ご注意】
・使用中や使用直後は放電管ユニットはかなりの高温になります。
　紙や布または樹脂系のシートなど可燃物を近づけたり、ヘッド本体の吸気口を覆っての
　使用はおやめください。発火、火災の恐れがあります。

1 キセノンランプ

2 モデリングランプ

3 リフレクター固定ネジ

4 モデリングランプスイッチ

5 吸気口

6 カメラ架台

7 上下調節ネジ

8 前後調節ネジ

9 カメラ固定ネジ

10 三脚取付部（ｗ3/8=3分ネジ）

11 ガード

12 リフレクター取付ガイド

13 ヘッドコード



2 ガード /リフレクターの着脱
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●モデリングランプの交換 /リングライトリフレクター（別売）取付の時

1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部か
ら抜き取ってください。

2. リフレクター固定ネジ③をゆるめガードを反時計方向に回し手前に引き抜いて下さい。

3. 取付はガード /リングライトリフレクター（別売）の溝にリフレクター取付ガイド⑫を合わ
せて押し込み時計方向に回転しリフレクター固定ネジ③で固定します。

1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部か
ら抜き取ってください。

2. ランプはプラグインタイプです、外すときは手前方向に真直ぐ引き抜きます。取付けるとき
はハロゲンランプの電極ピンを合わせて差し込みます。

3 モデリングランプの交換

⇄

ガード リングライトリフレクター

【ご注意】
・モデリングランプは直接素手でふれな
いようにガラス部分をビニール袋のま
ま持って取り付けてください。もし、
指紋やよごれがついたときは、アル
コールなどで拭き取ってください。

・モデリングランプは直列配線です、１灯切れると全灯が
消灯します。
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4 カメラの取付
1. 電源部のメインスイッチ（MAIN）を「OFF」にし、必ずヘッドコードのプラグを電源部か
ら抜き取ってください。

2. 上下調節ネジ⑦前後調節ネジ⑧をゆるめカメラ架台⑥が自由に動くようにします。

3. レンズをリングライトのレンズホールに通しカメラをカメラ固定ネジ⑨により左右の位置調
節を行い確実に固定してください。

4. レンズがリングライトのレンズホールセンター位置になるようカメラ架台⑥を調整し上下調
節ネジ⑦を固定します。

5. 使用レンズの長さに応じ前後位置を決め前後調節ネジ⑧で固定します。

　※テーブル等、安定した台の上で行って下さい。
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上下調節ネジ

前後調節ネジ

カメラ架台

カメラ固定ネジ

7

8

レンズホール



5 仕様
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最大入力 3200W

放電管 石英

モデリングランプ ハロゲン12V20WG4（2ピンプラグインタイプ）×10ヶ（直列結線）

モデリングスイッチ ON-OFF

冷却方式 ファン2ヶ内蔵

ヘッドコード CXタイプ直出し式5ｍ

適合電源部 CXタイプ(AC100V用)

本体寸法 201(φ)×75(ｄ)×内径100(φ)把手/ノブネジ/カメラ架台含まず

重量 本体のみ1.1㎏（ヘッドコード5ｍ含む1.8㎏）/カメラ架台450ｇ

アクセサリ リングライトリフレクタ395(φ)×85(ｄ)重量550ｇ



コメット株式会社
本社

札幌営業所

仙台営業所

東京営業所 営業課

東京営業所 コマーシャル課

名古屋営業所

大阪営業所 営業課

大阪営業所 コマーシャル課

広島営業所

福岡営業所

福岡営業所 コマーシャル課

一級建築士事務所

海外事業部

ストロボクリニック部 本部
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東京都千代田区富士見1-4-6
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URL   http://www.comet-net.co.jp　　　E-mail   mail@comet-net.co.jp

●長年ご使用のストロボ機器の点検をぜひ！

●ストロボ電源部、ヘッドは内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または
異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えるこ
とが予測されます。

　取扱い説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても１年に１～２回は点検を受けられるようおすすめします。

アフターサービスについてのご相談は

愛情点検 こんな症状はありませんか
●スイッチを入れても所定の時間で充電しない
●通電中に異音、異臭、あるいは発煙する
●ヒューズがすぐ切れる
●ストロボ電源部やヘッドに触るとピリピリと
　電気を感じる
●その他の異常や故障があるとき

このような症状のときは直
ちに使用を中止してACプ
ラグをコンセントから抜い
て、当社営業所または販売
店にご相談ください。

当製品は弊社の厳重なる検査
に合格したことを証します。

品
管

検
査
証

検　査

0712-0020A


