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  For machine maintenance

  Real time inspection of moving parts

 Printing press applications

 Motor troubleshooting

 For stopping motion  

 Externally triggered fl ash rate up to 25,000 frm

 Detachable lamp for easy observation of objects 

in hard-to-reach areas

 Versatile delayed triggering from 100μ to 800 ms 

with Strobotac Flash Delay accessory

 Low cost, compact

 High-intensity light

Stroboslave
 Light Source

  1539-A Strobotac1539-A Strobotac®® Series Series

Electronic cat/1482/09-15-03

The 1539-A is a cost effective solution when 
external triggering only is required or when 
high intensity light is necessary by using mul-
tiple units.

Model 1539-A StroboSlave

Slaved light-the 1539-A. 

The Stroboslave stroboscope light source satisfi es the basic 
requirements for motion studies and high-speed photography-it 
produces a bright white light at fl ash rates up to 25,000 per minute. 
Since it contains no internal oscillator to establish the fl ash rate, it is 
an economical unit and is well suited for use with external inputs.

The lamp and refl ector assembly is held in place by a clip from 
which it can be easily removed and positioned separately from the 
main unit. A fi ve-foot fl exible cable is supplied and cables up to 50 
feet can be used. When the refl ector is removed from the assembly, 
the lamp can be inserted through holes as small as one inch in 
diameter, thus making it possible to observe objects in otherwise 
inaccessible areas.

 

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストロボスレーブ　　　　　　光源

Hideo　Kobo
テキストボックス
1539-Aは外部トリガーのみの光源、もしくは複数ユニットによる強い強度の光源が必要とされる場合に経済的な解決法になります。

Hideo　Kobo
テキストボックス
機械の保守用

Hideo　Kobo
テキストボックス
可動部品のリアルタイム検査

Hideo　Kobo
テキストボックス
印刷機での応用

Hideo　Kobo
テキストボックス
モーターのトラブルシューティング

Hideo　Kobo
テキストボックス
高速動作の静止観測等のストッピングモーション

Hideo　Kobo
テキストボックス
外部トリガーで25,000frmまでのフラッシュレート

Hideo　Kobo
テキストボックス
届き難い/近づき難い場所での観測を容易にする着脱可能なランプ

Hideo　Kobo
テキストボックス
　

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストロボタックフラッシュディレイアクセサリーによる多目的な遅延トリーガー（100μ～800ms）の遅延

Hideo　Kobo
テキストボックス
スレーブライト1539-A

Hideo　Kobo
テキストボックス
安価でコンパクト

Hideo　Kobo
テキストボックス
強度の強いライト

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストロボスレーブストロボスコープは1分間に25,000のフラッシュレートの白色の強い光を出すので、可動物体の研究や高速写真で基本的に必要な要件を満足します。フラッシュレートを発生する内蔵のオッシレータを持たないので経済的で外部のトリガー入力での使用に非常に適しています。

Hideo　Kobo
テキストボックス
　

Hideo　Kobo
テキストボックス
ランプ・反射板のアセンブリーは本体から容易に外すことができ、本体から離れた場所に置く事ができます。５フィートの延長ケーブルが付属に付いていますが、必要であれば５０フィートまでの延長ケーブルを利用する事ができます。アセンブリーから反射部を外すと１インチ程の穴にランプを通す事ができるので、アクセスのし難い場所の物体の観測も可能になります。

Hideo　Kobo
テキストボックス
三脚用のソケットがストロボスレーブのケースに付いています。

Hideo　Kobo
テキストボックス
ランプは本体の端の取付け場所から外して手持ちで５フィート離れた場所まで位置を変える事ができます。



ORDERING INFORMATION
1539-9701 1539-A Strobotac Light Source

INCLUDES:       OPTIONAL ACCESSORIES: 
Calibration Certifi cate Traceable to NIST   Calibration Data
Mounting Bracket      1538-9601 1538-P1 Replacement Strobotron Flash Lamp
Phone plug for input and output jacks
Attached Power Cord

Features  
External Trigger: Contact closure or pulse of  ±2 V pk applied  
   to phone jack. 
Power:   100 to 125 V, or 195 to 250 V, 50 to 400 Hz,  
   16 W max.

Mechanical:   Metal case with detachable lamp housing.

Dimensions:    21.3 cm H x 6.4 cm W x 10.5 cm D  
   (8.38" x 2.5" x 4.13")

Weight:  1.4 kg (3 lb.) net, 3.7 kg (8 lb.) shipping

SPECIFICATIONS 

Flashes per 
minute

Duration*     
(μs)

Energy**   
(watt-seconds)

Beam intensity***   
(candela)

at 700 3 0.5 11 x 106

at 4200 12 0.09 3.5 x 106

at 25,000 0.8 0.014 0.6 x 106

Flash Rate: 0 to 25,000 fl ashes per minute, externally triggered only

Light Output: Beam width 10° at ½ - intensity points.

 

 *   Measured at 1/3 peak intensity; for 1538 with -P4                     
      duration is 8 μs.

 **  Electrical input to lamp, watt-seconds.

 *** Measured with silicon photo detector 1 meter from lamp;          
      single-fl ash beam intensity is 18 x 106 candela. 
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Series 1539-A Stroboscopic Light SourceSeries 1539-A Stroboscopic Light Source

Stroboslave
 Light Source

Hideo　Kobo
テキストボックス
ストロボスレーブ　　　　　　光源

Hideo　Kobo
テキストボックス
仕　様

Hideo　Kobo
テキストボックス
フラッシュレート:

Hideo　Kobo
テキストボックス
光出力: ビーム角度100の位置で強度は1/2

Hideo　Kobo
テキストボックス
特性

Hideo　Kobo
テキストボックス
外部トリガー: 

Hideo　Kobo
テキストボックス
電源:

Hideo　Kobo
テキストボックス
重さ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
大きさ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
構造:　金属ケース、着脱可能なランプ・反射板アセンブリー

Hideo　Kobo
テキストボックス
オーダー情報
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