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Electronic Stroboscope

  1546 Strobotac1546 Strobotac®® Series Series

Electronic cat/1482/09-15-03

The 1546 Strobotac Digital Stroboscope 
features a large, fi ve-digit LED readout that 
automatically displays the fl ash rate in bold, 
easy-to-read digits. This display eliminates the 
need to calibrate and read a dial to obtain ac-
curate speed measurements.

Model 1546-B Digital Stroboscope

SPECIFICATIONS 
Flash Rate:

100 to 25,000 
fl ashes per minute 
(frm) in three over-
lapping ranges  

Range frm

1   Low  100-700

2   Med 600-4,200

3   High 3,600-25,000
                                                                                                                       
Flash Duration: 

approximate

Range μs   

1   Low 2

2   Med 2

3   High 1.2
 

                                                                                                                     
Accuracy:  ± 0.01% , crystal-controlled time base. Display accuracy 
limited by resolution of display below 10,000 frm to ±1 frm.

Tachometer Function:  LED display reads for both internal and 
external modes.    

External Trigger:  Three-terminal phone jack, > + 1.0 V pulse, > 0.75 
rms sine wave, or contact closure.

Trigger Output:  > 2.5 V behind 1 kΩ.

 
   

  For machine maintenance
  Real time inspection of moving parts

 Printing press applications

 Motor troubleshooting

 For stopping motion  
 Quartz crystal accuracy of ± 0.01% for speed, 

turns, or rpm measurements

 Large fi ve-digit LED readout for instant, accurate                  

readings
  Flash rates ranging from 100 to 25,000 fpm in              

three ranges
  Input connector for external triggering

Encased in a ragged, high-impact housing, the 1546 is designed 
for maximum portability. Its light-weight design (just 2.65 pounds) 
promotes had-held operation and permit access to hard-to-light 
areas under inspection. The strobe also may be operated from any 
fl at surface or mounted on a tripod. 

The 1546 emits a high intensity, short duration fl ash of light for 
crisp, clear images of fast moving objects. It has a broad fl ash 
frequency range from 100 to 25,000 fl ashes per minute.

The 1546 is capable of both internally and externally triggered 
modes of operation. In the internal mode, the fl ash is triggered 
by an internal oscillator pulse that can also drive other Strobotac 
stroboscopes for additional light sources. In the external mode, 
the 1546 operates as a digital tachometer when a voltage pulse or 

contact closure is activated by the rotation of an object.

The unit is particularly suited to speed measurements because of 
the instant digital readout. In machinery design and maintenance 
applications, the 1546 will help determine the speed of rotating 
components, slippage between shafts, condition of belts and gears, 
alignment of couplings, and eff ect of chassis vibration, all at operat-
ing speed. It is very useful for quality control inspection and set-up 
of process machinery such as bottling, canning, packaging, and 
stamping operations. Other ideal applications are textile machinery 
adjustments, printing press registration, electrical equipment design 
and servicing, photography of high speed events, and physics lab 
demonstrations.

Electronic cat/1546/05-26-05

Hideo　Kobo
テキストボックス
　電子ストロボスコープ

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
ストロボタック1546デジタルストロボスコープはフラッシュレートを読み易い大きな5桁のＬＥＤで自動的に表示します。デジタル表示のお陰で、正確な速度測定をする為にダイアル目盛りを読んだり、校正をする手間は必要ありません。

Hideo　Kobo
テキストボックス
水晶振動子を使用した速度、回転数測定の

Hideo　Kobo
テキストボックス
精度は±0.01%

Hideo　Kobo
テキストボックス
　

Hideo　Kobo
テキストボックス
5桁の大きなＬＥＤで精確な測定値を即時に表示

Hideo　Kobo
テキストボックス
三つのレンジでのフラッシュレートは100～25,000fpm

Hideo　Kobo
テキストボックス
　 

Hideo　Kobo
テキストボックス
外部トリガー用の入力端子有り

Hideo　Kobo
テキストボックス
1546は携帯性を重視した設計で、丈夫で耐衝撃性のケースに入っています。軽量（わずか2.65ポンド/1.2kg）なのでハンドヘルドの操作ができ検査で光を当て難い場所でも使用できます。平らな場所に置いて使用したり、三脚に取り付けて使用する事もできます。高速で動く物体のくっきりと鮮明な画像のために1546は持続時間の短い強い光を出します。フラッシュ周波数のレンジは広く、毎分100～25,000フラッシュのレートです。1546のトリガーは内部あるいは外部のいずれのモードも適用できます。内部モードの場合、フラッシュは内部の発振パルスでトリガーされ、同じトリガーを追加光源の他のストロボタックストロボスコープにも使用できます。外部トリガーモードの場合、1546は電圧パルスあるいは回転物により駆動する接点のデジタルタコメータとして働きます。

Hideo　Kobo
テキストボックス
1546は測定値を直ぐにデジタル表示できるので測定を速く行う必要がある場合特に適しています。機械設計や保守での応用で、回転物体の速度、シャフト間の滑りの程度、ベルトとギアの状態、結合部の整合性、シャーシの振動等を実際に稼働させた速度で測定できるので、1546は非常に役に立ちます。また、品質管理やビン詰、缶詰、包装、スタンプ機などの製造機械の設定にも非常に便利な装置です。その他の理想的な応用しては、繊維機械の調整、印刷機械の表裏の見当合わせ、電気機器の設計と保守、高速物体の撮影、物理研究所でのデモ等があります。

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
フラッシュ持続時間:

Hideo　Kobo
テキストボックス
確度:

Hideo　Kobo
テキストボックス
タコメータ機能:

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
トリガー出力:



ORDERING INFORMATION

1546-9700 1546 Strobotac Digital Electronic Stroboscope

INCLUDES:       OPTIONAL ACCESSORIES:
Calibration Certifi cate Traceable to NIST    Calibration Data
Phone plug for input and output jacks    1538-9610 Replacement fl ash lamp for 1546
Attached Power Cord                                                                                     

Features  
Environment:                                                                          
        Temperature:       0 to 50°C operating, -40°C to + 75°C storage.                                                                                             
        Humidity: 95% RH at + 40°C (MIL E-16400-44.5.4.6).                
 Vibration: 0.03 in DA from 10 to 55 Hz.                        
        Bench Handling: 4 in or 45°C (MIL-810A-VI).                          
        Shock:  30 g, 11 ms.

Power: 105 to 125 V, 50 to 60 Hz, 20 W.

Mechanical:  Molded plastic case with plastic face plate to protect 
lamp, diff used-fi nish and anodized-aluminum refl ector, standard 0.25-
20 threaded hole for tripod mounting or handle grip.

Dimensions:  10.952 cm H x 10.795 cm W x 23.495 cm D  
  (4.312" x 4.25" x 9.25")

Weight: 1.2 kg (2.65 lb.) net, 1.55 kg (3.4 lb.) shipping
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Series 1546 Digital StroboscopeSeries 1546 Digital Stroboscope

Hideo　Kobo
テキストボックス
特性

Hideo　Kobo
テキストボックス
オーダー情報

Hideo　Kobo
テキストボックス
環境:

Hideo　Kobo
テキストボックス
温度:

Hideo　Kobo
テキストボックス
湿度:

Hideo　Kobo
テキストボックス
振動:

Hideo　Kobo
テキストボックス
衝撃:

Hideo　Kobo
テキストボックス
電源:

Hideo　Kobo
テキストボックス
大きさ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
重さ:

Hideo　Kobo
テキストボックス
構造:　成型プラスティックケース、ランプ保護プラスティックフェイス、陽極酸化アルミナ反射・拡散板 、標準三脚取付用ネジ穴(0.25-20)
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