
SmartFade  MLETC

SmartFade Console Series

特   徴

SmartFade ML は、最大48チャンネルの調光と24台のムービング
ライトがコントロールできる操作卓です。お手持ちのラップトップ
コンピュータなどに、オフラインソフトをダウンロードすることによ
りライブでの操作が可能になります。4.5Kgの計量ボディで、持ち運
びにも非常に便利です｡

仕    様

・メモリー スタイル オペレーション
・最大 24台デバイス（ムービングライト,ディマー/スクローラー）
    コントロール
・最大 48チャンネルのインテンシティーを コントロールし
    ディマーパッチも可能
・ムービングライトパラメーター コントロールのための
    エンコーダー × 3
・24 グループ
・24 × 3 パレット（Focus, Color, Beam）
・288 メモリー      （24 × 12 ページ）
・11 のシェイプ エフェクト
・11 のリニア エフェクト

・パラメーターの Fan 機能
・カラーミックス Hue/Saturation コントロール
・最大 199 スタックステップ（ポイントQを含む）
・スタック再生のためのクロスフェーダー
    GO / PAUSE / GO BACK
・24 ステップ シーケンス（12 × 12 ページ）
・シーケンス タイミング のタップテンポ モード
・一時記憶のための10 スナップショット メモリー
・Undo 機能

・マスター フェーダー、ブラックアウト ボタン
・バンプ マスターフェーダー
・バンプボタンの ソロ/ パイル オン モード
・マスター フェーダーに影響されないインディペンデント ボタン
  （IND1 / IND2）

・AC 100 V 日本製 パワーサプライ
・2つのLCD ディスプレイ
・外部記憶のためのSD カードスロット

SmartFade ML

モデル DESCRIPTION

SFML SmartFade ML 24 moving light/48 intensity 
channel console

SmartFade Accessories

DESCRIPTION

SFMEM S
ファイルフォーマットとしてFAT16が採用されている為　
容量は２GBまでのSDカードしか使用出来ません。　　　

D カード

PS-INTL パワー サプライ
変換プラグも含む（アメリカ / 日本, ヨーロッパ  
2-pin, 英国 3-pin , オーストラリア / 中国 2-pin.）

SF-DC2 保護カバー

SmartFade ファミリー

DESCRIPTION

SF1248 SmartFade 1248,   48  チャンネル卓

SF1296 SmartFade 1296,   96  チャンネル卓

SF2496 SmartFade 2496,   96  チャンネル卓

・DMX 512A アウト × 2 ユニバース（DMX 1024）
・MIDI IN 
・MIDI OUT 
・ソフトウェアー アップデート のための USB インターフェース

（MIDI が装備されていない初期のソフトウェアーもありますので
    最新情報は、剣プロダクションサービスまでお問い合せ下さい）

剣プロダクションサービス

モデル

モデル
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  寸   法

 モデル HEIGHT WIDTH DEPTH

mm mm mm

SmartFade ML 64 686 254

  重   量

モデル 重量

Kg

SmartFade ML 4.5
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機    構

再生方法

プログラム方法

 

 

・24 チャンネル /パラメーター/ メモリー フェーダー
・RGB LEDバックライト付き 24 ボタン
・3つのロータリーエンコーダー
・2つの LCD ディスプレイ
・DMX512 × 2出力 
・MIDI IN
・MIDI OUT
・パソコンと接続するためのUSB端子
・クロスフェーダー,   GO,  PAUSE,  GO BACK
・マ

マ
スターフェーダーとブラックアウト キー

・バンプ スターとソロ キー

・24 × 12 ページ メモリー
・12 × 12ページ、24ステップ シーケンス
・199 ステップ スタック（ﾎﾟｲﾝﾄQを含むと199ｽﾃｯﾌﾟ）
・クロスフェーダー,   GO,  PAUSE,  GO BACK
・マ

マ
スターフェーダーとブラックアウト キー

・バンプ スターとソロ キー
・IND1と IND2 インディペンデント チャンネル

・グループ, パレット, エフェクトに直接アクセスする
    24 キースイッチ
・24グループ
・24パレット（Focus, Color, Beam）
・パラメーターのFan機能
・22エフェクト（11シェイプエフェクト/ 11リニアエフェクト）
・10スナップショット
・メモリー, スタック, シーケンス編集

剣プロダクションサービス


