
取扱説明書
2008 年 08 月作成

Product Manual

IDEコーポレーション有限会社

elite

ST-300 
ST-1250DMX 
SF-34CX

製品の特徴

ST-300は、ダンスフロアに欠かすことのできないストロボ

照明です。I 型キセノンランプ 300Wを搭載し、毎秒 1〜

18回の点滅が可能です。アナログ信号による複数台の同期に

対応。さまざまな状況にマッチするエレガントな外観デザイ

ンも特徴です。パワフルな点滅で場を盛り上げます。

ST-1250DMXは中・大規模ステージに対応し、効果的な演

出を可能にするストロボです。強力な1250Wランプ（イン

テンシティ対応）、DMX512による制御が可能です。

SF-34CXは使いやすく多機能なコントローラー。ストロボ

の効果的な演出に最適です。最大4x4台を制御可能。

主な特徴

ST-300：コントロール（スピード）

ST-1250DMX：マニュアル＆DMXコントロール（スピー

ド /インテンシティ）

スマートで放熱性にすぐれたケース

高い製作品質

長寿命ストロボ管
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安全上のご注意　ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に

ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

見出し

電源は必ず交流100Vを使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定
なものがあります。火災や感電のおそれがあり
ますので、使用には充分にご注意ください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱
などの原因となります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの
販売店または発売元にご相談ください。

電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけ
たり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケー
ブルの上に重いものを載せない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因にな
ります。

この機器を開けたり、内部部品を分解したり改
造したりしない。
感電や火災、けが、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店また
は発売元にご相談ください。

この機器の上に、液体のはいったものを置かな
い。また、浴室や雨天の屋外などの湿気の多い
場所で使用しない。
感電や火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使
用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した
場合は、すぐに電源を切り、電源プラグをコン
セントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異
常を感じた場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異
常を感じた場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。

設置

水に注意

異常に気付いたら

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるとき
は、かならずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たず
に、かならず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因にな
ることがあります。

注意 「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記
載しています。

電源 /電源ケーブル

この機器を移動するときは、かならず電源ケーブ
ルなどをすべて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因と
なります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常
を感じた場合はすぐに電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜いてください。また、長時間使
用しない場合は、かならず電源プラグをコンセン
トから抜いてください。

設置
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直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブ
の近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆
に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振
動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因
となります。

不安定な場所に置かない。
この機器が転倒して故障したり、傷害につなが
る場合があります。

他の機器と接続する場合は、すべての電源を
切った上でおこなう。
感電や機器破損の原因となることがあります。

この機器のパネルのすきまに手や指を入れな
い。
けがや傷害につながるおそれがあります。

この機器のパネルのすきまから金属や紙片など
の異物を入れない。
感電やショート、火災や故障の原因となること
があります。異物が入った場合は、直ちに電源
を遮断し、電源プラグをコンセントから抜いた
上で、お買い上げの販売店または発売元にご相
談ください。

この機器の上に乗ったり重いものを載せたりし
ない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無
理な力を加えない。
機器の破損や傷害の原因となります。
※不適切な使用や改造による故障の場合の保証
はいたしかねます。

接続

使用時の注意

※使用後はかならず電源を切りましょう。

※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部こ
となる場合があります。

※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録
商標および商標です。

※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあり
ます。

使用について

セッティング
保護のための衝撃緩衝材をすべて取り除いてください。トラスへ

の設置は、クランプハンガー（別売）を使用してください。放

熱のために本体の周囲にはスペースを取って設置してください。

操作
ST-300

❶電源ケーブルを接続します。

❷背面のスピードつまみで、点滅のスピードをコントロールしま

す。

SF-34CXリモコンを使用する場合
❶ 1/4 2P フォーンケーブルで背面コネクターとリモコンを接続

します。

❷リモコンの電源を接続します。

❸複数台を接続する場合は直列で接続します。

❹ストロボ背面のスピードつまみを OFF（絞りきった状態）に合

わせます

❺リモコンを操作します。

ST-1250DMX
❶電源ケーブルを接続します。

❷背面のスピードつまみで点滅のスピードをコントロール、イン

テンシティつまみで明るさをコントロールします。

❸ DMX512 を使用する場合、DMX コントローラーと接続しま

す。背面のディップスイッチで DMX アドレスの設定が必要です。

下表を参考にアドレスを設定してください（例　アドレス =3 の

場合、ディップスイッチ 1 と 2 をオンにします）また、FDS1 を

オンにし、FDS2 をご使用地域の周波数に合わせてください。
ディップ

スイッチ

DMX チャ

ンネル

ディップ

スイッチ
DMX チャンネル

1 1 8 128
2 2 9 256
3 4
4 8

FDS1
ON-DMX

5 16 OFF- マニュアル
6 32

FDS2
ON-60Hz

7 64 OFF-50Hz
❹ DMX チャンネル
DMX チャンネル 値 パラメータ

1
0-10 STOP

11-249 点滅速度（1/4 〜 18fps）
250-255 ワントリガー

2 0-255 インテンシティ（明るさ）
※ワントリガーは DMX 信号を送るたびに点滅します。
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各部の名称

ST-300

❶ヒューズ、電源ケーブル

❷同期信号コネクター

❸スピードコントロール（マニュアル 1 〜 18fps）

ST-1250DMX

❶ヒューズ、電源ケーブル

❷ディップスイッチ

❸ DMX512 コネクター（3 ピン XLR）

❹スピードコントロール（マニュアル 1〜18fps）、インテンシティ

❶	 ❷	 ❸

❶	 ❷	❸	 ❹

SF-34CX

❶チャンネルセレクト

1 チャンネルに 4 台、最大 4x4 台使用可能

❷モードセレクト

5 種類の点滅パターンを選びます。

❸ディレイ

たとえば x8 を選択すると、8 回点滅して次のチャンネルに移り

ます。

❹オーディオ（音調）

サウンドに合わせて点滅します。感度を調節します。マイク内蔵。

❺スピード

点滅スピード

❻動作

オート/ マニュアルを切り替えます

❼トリガー

押すと点滅します

❶	 ❷	 ❹	 ❺

❸	 ❻	 ❼

スペック

（ST-300）
ランプ：ST-300　点滅レート：1 〜 18fps
端子：1/4 2P フォーン　コントロールモード：0-10V DC トリガー
寸法：L275 W140 H220mm　重量：1.96kg
パワー：100V 50/60Hz　ヒューズ：T10A/250V
消費電力：300W

（ST-1250DMX）
ランプ：ST-1250　点滅レート：1 〜 18fps
端子：3 ピン XLR　コントロールモード：DMX512
寸法：L292 W114 H242mm　重量：2.93kg
パワー：100V 50/60Hz　ヒューズ：NFB/15A
消費電力：1250W

（SF-34CX）
出力：10V DC
端子：1/4 2P フォーン　最大 4x4 台を制御可能
寸法：L170 W90 H42mm
重量：420g
付属アダプター：AC15V 600mA

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限会社が制作しています。
IDE コーポレーション有限会社
〒530-0015　大阪市北区中崎西 1-1-24　TEL06-6630-3990


