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リモコン制御セット内容 リモコン制御セット内容 

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター

 ゴボプロジェクター ( ローテート / オートスイッチ )

■入力電圧：AC100V　　■消費電力：40W / 60W / 80W / 100W / 150W / 200W　　■コード色：ブラック

■保護等級：IP65　　■専用アダプタ付　　■屋外使用可能　　■制御方法：リモコン制御 /DMX制御　　※重量表記は電源を除いた重量です

各種共通 

標準 15°レンズの場合

照射角度と投影サイズの関係

15°　→　投影距離：投影サイズ　 ＝ 1　：0.26
30°　→　投影距離：投影サイズ　 ＝ 1　：0.55
50°　→　投影距離：投影サイズ　 ＝ 1　：0.93

レンズ角と投影サイズの関係

  

  

セット内容 (DMX 制御 )セット内容 (DMX 制御 )

■ローテートタイプ【品番：RT】：付属のリモコンまたはDMXでゴボ回転が可能　　

■オートスイッチタイプ【品番：AS】：ゴボの切替が可能、切替のスピードは付属のリモコンまたはDMXで調節が可能

■照射角度：15度 (10 度、30度、50度に選択も可能 )　　　※重量表記は電源を除いた重量です

セット内容 ( リモコン制御 )セット内容 ( リモコン制御 ) リモコンリモコン DMX 変換ケーブルDMX 変換ケーブル
    ( 先バラ )    ( 先バラ )

DMX 制御セット内容DMX 制御セット内容

DMX 変換ケーブルDMX 変換ケーブル
(XLR3 ピン )(XLR3 ピン )

使⽤イメージ 1使⽤イメージ 1 使⽤イメージ 4使⽤イメージ 4使⽤イメージ 3使⽤イメージ 3使⽤イメージ 2使⽤イメージ 2

サイズ⽐較サイズ⽐較※全てのサイズで※全てのサイズで
 同じ内容になります。 同じ内容になります。

※全てのサイズで※全てのサイズで
 同じ内容になります。 同じ内容になります。

商品コード 
                 リモコン制御　　　　SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 - 消費電力W-An照射角 -WP
                 DMX制御　　　   　   SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC- 品番 -DMX- 消費電力W-An照射角 -WP

例）ローテートタイプ /DMX制御 /40W/15 度：SPLT-WT-PRJ-GOBO-D12AC-RT-DMX-40W-An15-WP

品番︓品番︓



79

40W/60W/80W

概観概観
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

概観概観
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

 各種共通
■サイズ：高さ170×幅 160×奥行 270mm(ステー含まず )　　■ゴボサイズ：ローテート/φ 37mm、オートスイッチ /φ 30mm

 40W
■照射距離・投影サイズ目安：20m以内・φ5.2m以内　　■重量：約 2.4kg　

 60W
■照射距離・投影サイズ目安：25m以内・φ6.5m以内　　■重量：約 2.7kg

 80W
■照射距離・投影サイズ目安：28m以内・φ7.3m以内　　■重量：約 2.8kg

正⾯アップ正⾯アップ
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

正⾯アップ正⾯アップ
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

60W/80W 背⾯60W/80W 背⾯
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

40W 背⾯40W 背⾯
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

 ※60W/80Wにはファンが
　   付いています。

 ※ 40Wにはファンが
　   付いていません。

100W/150W/200W

概観概観
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

概観概観
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

 各種共通
■サイズ：高さ210×幅 260×奥行 310mm(ステー含まず )　　■ゴボサイズ：ローテート/φ 48mm、オートスイッチ /φ 30mm

 100W
■照射距離・投影サイズ目安：30m以内・φ7.8m以内　　■重量：約 5.2kg

 150W
■照射距離・投影サイズ目安：35m以内・φ9.1m以内　　■重量：約 5.4kg　

 200W
■照射距離・投影サイズ目安：40m以内・φ10.5m以内　　■重量：約 5.7kg

正⾯アップ正⾯アップ
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

正⾯アップ正⾯アップ
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

60 度 /80 度 背⾯60 度 /80 度 背⾯
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

40 度 背⾯40 度 背⾯
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

ゴボプロジェクター⽤ゴボ
■お好みのゴボ作成が可能　　

■サイズ：ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用：φ 37mm
　　  　　 ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用：φ 48mm
   　             オートスイッチタイプ用：φ30mm

概観 ( φ 37mm)概観 ( φ 37mm) サイズ⽐較サイズ⽐較
( 左︓φ 37mm、( 左︓φ 37mm、
  右︓φ 48mm)  右︓φ 48mm)

商品コード 
　ローテートタイプ (40W/60W/80W) 用　　       SPLT-WT-GOBO-D37-CM
　ローテートタイプ (100W/150W/200W) 用　　SPLT-WT-GOBO-D48-CM
　オートスイッチタイプ用　　　　　　　　        SPLT-WT-GOBO-D30-CM
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 ウォーターウェーブプロジェクター
■照射角：30度 (50 度にも選択可能 )　　　　

■カラー：オレンジ、黄、水色、青、緑、ピンク、白　
※ 40W/60W/80Wは 4色、100W/150W/200Wは 6色から選択してください　　　　※重量表記は電源を除いた重量です

  
  
  
  

使⽤イメージ 1使⽤イメージ 1 各⾊各⾊使⽤イメージ 3使⽤イメージ 3使⽤イメージ 2使⽤イメージ 2

40W/60W/80W

概観概観
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

概観概観
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

 40W
■照射距離・投影サイズ目安：12m以内・35㎡以内　　■重量：約 2.4kg

 60W
■照射距離・投影サイズ目安：14m以内・45㎡以内　　■重量：約 2.7kg　

 80W
■照射距離・投影サイズ目安：15m以内・55㎡以内　　■重量：約 2.8kg　

正⾯アップ正⾯アップ
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

正⾯アップ正⾯アップ
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

40W 背⾯40W 背⾯
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

40W 背⾯40W 背⾯
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

 ※60W/80Wにはファンが
　   付いています。

 ※60W/80Wにはファンが
　   付いています。

100W/150W/200W

概観概観
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

概観概観
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

 100W
■照射距離・投影サイズ目安：18m以内・80㎡以内　　■重量：約 5.2kg　　

 150W
■照射距離・投影サイズ目安：20m以内・100㎡以内　　■重量：約 5.4kg　　

 200W
■照射距離・投影サイズ目安：24m以内・150㎡以内　　■重量：約 5.7kg　　

正⾯アップ正⾯アップ
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

正⾯アップ正⾯アップ
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

背⾯背⾯
(DMX 制御 )(DMX 制御 )

背⾯背⾯
( リモコン制御 )( リモコン制御 )

 各種共通
■サイズ：高さ170×幅 160×奥行 270mm(ステー含まず )　　

 各種共通
■サイズ：高さ210×幅 260×奥行 310mm(ステー含まず )　　

商品コード 　　リモコン制御       SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC- 消費電力W-An照射角 -WP- カラー
　　　　　　　　　　 DMX制御　　　SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX- 消費電力W-An照射角 -WP- カラー

例）DMX制御 /100W/30 度 / オレンジ、水色、青、緑、ピンク、白：SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-100W-An30-WP-OLbBGPiW

ゴボ、ウォーターウェーブ プロジェクター


