
バッテリータイプストロボ

2004-1000-M
●このカタログの記載内容は2020年4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。

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

型式

最大入力

キセノンランプ

モデリングランプ

モデリングスイッチ

冷却方式

ヘッドコード

適合電源部

本体寸法

重量

アクセサリー（別売）

CRX-32H

3200Ws

石英

ハロゲン 12V20WG4（2 ピンプラグインタイプ）×10 灯（直列結線）

あり

ファン 2ヶ内蔵

CX タイプ  直出し式　5m

CX タイプ（AC100V 用）

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

本体のみ 1.1㎏（ヘッドコード 5m 含む 1.8㎏）/ カメラ架台 450g

リングライトリフレクター 395（φ）×85（ｄ）mm　重量 550g

リングライト 32  仕様

[013180] リングライト 32
JANコード 4582278083351
付属品：ハロゲンランプ12V-20W　10灯・ガード・カメラ架台

税込価格 323,400円（294,000円）

[121135] リングライトリフレクター（395φ）
JANコード 4582278083382
税込価格 44,000円（40,000円）

[123307] ハロゲンランプ 12V-20W
　　　　　　   リングライト32用
JANコード 4582278083429
税込価格1,980円（1,800円）

参考：配光角度 90°色温度 5500K　リングライトリフレクター装着時　配光角度 52° 色温度 5500K

CRX-32H  リングライト 32

さまざまな可能性を秘めリングライトが、
撮影領域を広げます。

10灯のモデリングランプで、ライティングを
確認でき、赤目現象も軽減します。

※（   ）内は税別価格です。

※リングライト32は受注生産品です。



【写真左】黒いレザースカートの表面のディ
テールや微妙な色合いまで、しっかりと表現
できます。

レンズの光軸と光の方向性が同じリングライト。
三脚での使用はもちろん、
手持ちでも使えて、撮影時の機動性をアップ。
ほとんどのカメラで用いることができ、
アーティスティックな可能性も
限りなく広げてくれます。
また、モデリングランプで
ライティングを確認しながら
撮影できるのも魅力です。
コメットのリングライトは、
被写体だけでなく、
あなたの未来も明るく照らします。

シャドー部のコントロールは、リングラ

イトを用いることで問題解決。通常、

別のライトを入れると、そのライトによ

る新たな影ができ、レフ板などでの対

応が必要になります。その点、リング

ライトは、ライトの中心にレンズを配置

して用いるため、光の広がりとカメラ

の光軸がほぼ一致しているため、余分

な影ができずシャドー部のコントロー

ルも容易で、肌色なども美しく忠実に

再現できます。

リングライトで、広がる可能性。

SHADOW & COLOR CONTROL
【 影と色合いのコントロール 】

素材のディテールや色を表現するために。

ポートレートなど表情を明るく撮りたいとき

にも、リングライトは最適。レンズとライト

の光軸がほぼ一致しているので、アゴの下や

ほおなどシャドー部にも光が届きます。その

ため、アゴのラインをシャープに見せ、ウェ

アのフチなどを立体的に表現。さらに、正

面からの光（フィルライト）により、リング状

のキャッチライトが瞳に入り、イキイキした

表情の印象的な写真に仕上がります。

CATCH LIGHT
【 キャッチライト 】

明るくきれいに、瞳も魅力的に。

瞳にきれいなリングが映
り込み、被写体をチャー
ミングに表 現。別売の
リフレクターを使うこと
で、キャッチライトの特
長をより引き出すことが
でき、人物をさらに魅力
的に見せます。

【写真左】顔が見事にフラットな印象に仕上がり、手
や首元・胸元まできれいな光が当たっています。ま
た、髪の毛にはハイライトも入り、フラットなファッ
ション写真の雰囲気を保ちながら、メリハリもある仕
上げになります。

フラットな調子の光が当たったハイキーな

写真。そんなファッショナブルな作品も、リ

ングライトにおまかせ。全体に明るめに撮

られた写真は、シワも目立ちにくく、多くの

女性などに喜ばれます。フラットなライトな

のに、被写体の輪郭がシャープに表現でき

るのも魅力。ファッションフォト、アーティス

ティックな作品にどうぞ。

FLAT LIGHT
【 フラットライト 】

フラットな印象を持つ、芸術的フォトに。

被写体のセンターにハイライトを入れ、商

品の個性を生かし印象的に見せるのも、リン

グライトの得意技のひとつです。被写体の

センターにくっきりと美しいハイライトが入

り、被写体のまわりにきれいな影ができます。

リングライトなら、立体的なものは立体的に、

色鮮やかなものは色鮮やかに表現できます。

STILL LIFE
【 物撮りのライティング 】

物撮りを印象的に撮るのも、得意中の得意。
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