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機能設定

●この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●本書には組立、および、ご使用に関する大切なご案内が記載されております。本書を良くお読みの上、正しくご使用ください。
●お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお役立てください。
●保証対象品が含まれる場合、別添の保証書を良くお読みになり、本書と共に大切に保管してください。
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電池残量の低下、他無線機器との干渉などにより無線機能に影響が出る場合があります。

対応機種に限ります。カメラの世代・機種によって動作しない場合があります。

ライブビュー（LV）撮影が可能なCanonカメラで本製品を使用する際は、「LV静音撮影」を「しない」に設
定してください。「LV静音撮影」が「モード1」「モード2」に設定されていると、ライブビューでの撮影時にス
トロボが発光しません（ファインダーでの撮影時は発光します）。

カメラ機種によっては互換性に問題が出る場合があります。

オートオフ機能はありません。

お届け内容
TR-A6 本体：1個

1. テストボタン
2. ID/CHセレクト
3. モードセレクト
4. 機能設定ボタン
5. ホットシューロックネジ

/ カーソル
/ 戻る

6. 電源スイッチ
7. 数値変更（プラス）
8. 数値変更（マイナス）
9. 決定ボタン / シンクロモード切替
10. ホットシュー
11. 電池ボックス

TR-A6-C/N
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ご利用上のご注意
◆多灯制御と多灯同調は対応する灯体が必要です◆カメラの機種によってはハイスピードシンクロ機能が正しく動作しない場合があります。販売店までお問い合わせください◆オートオフ機能はありません。電源の切り忘れにご
注意ください◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください◆分解・改造などの跡がある個体はいかなる理由でも保障の対象外となります◆LEDは大変高温を発します。アクセサリーの使用時は◆雲台のネジは締めす
ぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます

1. ID・CHセレクト / ID・CHモード変更（長押）
2. 動作モード（分数･少数・マルチ・%[LED用]）
3. 機能設定（長押）
4. モデリングランプ状態
5. LED灯体状態
6. シンクロモード状態（先幕・後幕・HSS）

● LCDバックライト：オン / オフ / 自動
● チャージ完了音：オン / オフ
● スレーブ：オン / オフ / プリ発光（※）
● リサイクリングタイム：高速 / 低速（※）
● リセット

※対応機種のみ

● リモコンモード：TR-A6 / TRS仕様
● テストボタン動作：スリープ / ウェイク
● モデリングランプ出力表示形式

7. 決定 / シンクロモード切替（長押）
8. 出力・数値調整
9. 出力・数値調整
10. CH
11. ID

2.4GHz帯 JINBEI Vプロトコル
単3アルカリ電池2本
Canon/Nikon（各社専用）
1/8000秒（ハイスピードシンクロ時）
先幕・後幕・HSS/FP･マルチ発光
16CH（0～15）
16（0～15）［同時シンクロ可能］
900×600×400mm（突起部含む）
85ｇ（本体のみ）

周波数
電源
対応ブランド
対応シャッター速度
発光モード
チャンネル
ID
サイズ
重量

1. 単三電池2本をセットする
2. TR-A6をカメラのホットシューに接続する。入りにくい場合は無理に押し込まずゆっくり
操作し、ネジでロックする
3. TR-A6, カメラの順に電源スイッチを入れる
4. グループ、CH、IDなどを設定
6. 液晶バックライトが消えるのを待ってから電源オフ（直前の設定値を記憶させるため）

Canon製カメラの場合、下記いずれかの操作でシンクロモードを変更できます。
A. カメラメニューの外部ストロボ設定にて変更
B. TR-A6-C本体のOKボタン(7番)を長押しにて変更

ID・CH設定

シンクロモード設定

1階層目 2階層目

TR-A6には3種類のID・CHオプションがあり
ます。　　を長押しすることでオプションが
遷移します。
ID機能を持たない灯体の場合、①か②のオ
プションのみ利用できます。（DM3-400-V, 
HD-600-V）

      を短く1回押すごとに、CH/ID項目が選択
状態になり、+/-で設定値を変更できます。

※「旧ロットのEF-150-V（2017年中に購入分）」を利用する場合には、①か③のオプション
に設定してください。2018年以降に販売中のロットはオプション①に設定して下さい。

各CH/ID毎に灯体のチャージ完了音、スレーブ、チャージ時間等の機能を設定できます。
　  ボタンを長押し1回で1階層目、長押し2回で2階層目のメニューが表示されます。
　  ボタンを短く押すごとに項目が選択状態になり、　  ボタンで内容を変更します。 ※複数のフラッシュを同調させる場合、全灯体を同一CHに設定する必要があります。

※リモコンの設定値は同一CHの全灯体に一括反映されます。（個別設定は出来ません）
※IDオプションは旧ロットのEF-150-V(2017年中に販売分)のみ対応となります。

複数灯体（多灯）使用の注意事項

Nikon製カメラの場合、下記の操作でシンクロモードを変更できます。

A. カメラのストロボ設定にて変更

TR-A6

C
TR-A6

N

JINBEI Vプロトコル対応リモコン（Canon/Nikon用）JINBEI Vプロトコル対応リモコン（Canon/Nikon用）

3つ 3つ

4つ 4つ

取扱説明書



無線モード・灯体種類別設定
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● TR-A6バックライト：自動消灯/ON/OFF
● 設定リセット

●TR-A6バックライト：自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音：ON / OFF
● スレーブ：ON / OFF / プリ発光（※）
● リサイクリングタイム：FAST / SLOW（※）
● リセット
※DM3-400では無効

2階層目が表示されている状態で　　ボタンを
短く押し、最上段の項目「TRS」を選択。（選択状
態になると文字が点滅）

　　ボタンを押して「TR-A6」と表示させ、
　　ボタンでメイン画面へ戻る

1-1 1-2

EF-150-V（2017年中にご購入のロット）
メイン画面を設定①

ID・CH

モード

本機には旧タイプ無線機のTRSモードが搭載されています。誤ってTRSモードに設定すると、Vプロトコル対応の製品はコントロールできません。
　  ボタンを2回長押して2階層目のメニューを表示し、画面上段が「TR-A6」表示になるように下記手順でモード変更を行ってください。

下段：モデリングランプ出力表示形式
※EF操作には効果・影響無し

内容内容

1番【ID/CHモード変更ボタン】を長押し
して、下図上段のように設定。（P1のID・
CH設定項参考）

2番【動作モードボタン】を押して、画面
中段を「％」表示にする。

ID・CH

モード

CH共通設定(1階層目) 1回長押し

1番【ID/CHモード変更ボタン】を長押し
して、下図上段のように設定。（P1のID・
CH設定項参考）

2番【動作モードボタン】を押して、画面
中段を「小数点」表示にする。

1番【ID/CHモード変更ボタン】を長押し
して、下図上段のように設定。（P1のID・
CH設定項参考）

1番【ID/CHモード変更ボタン】を長押し
して、下図上段のように設定。（P1のID・
CH設定項参考）

2番【動作モードボタン】を押して、画面
中段を「分数」表示にする。

2番【動作モードボタン】を押して、画面
中段を「分数」表示（マルチ発光モー
ド）にする。

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作

内容

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作

中段：テストボタン動作（SLEEP/WAKE）
下段：モデリングランプ出力表示形式
※通常はWAKEにする。

内容

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作

●TR-A6バックライト：自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音：ON / OFF
● スレーブ：ON / OFF / プリ発光（※）
● リサイクリングタイム：FAST / SLOW
● リセット
※HD-600-Vでは無効

ID・CH

モード

内容

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作
中段：テストボタン動作（SLEEP/WAKE）
下段：モデリングランプ出力表示形式
※通常はWAKEにする。

内容

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作

② CH共通設定(2階層目) 2回長押し③

DM3-400-V
メイン画面を設定① CH共通設定(1階層目) 1回長押し② CH共通設定(2階層目) 2回長押し③

HD-600-V
メイン画面を設定① CH共通設定(1階層目) 1回長押し②

●TR-A6バックライト：自動消灯/ON/OFF
● チャージ完了音：ON / OFF
● リサイクリングタイム：FAST / SLOW
● リセット

内容

　　：項目選択　　：内容変更　　：確定・戻操作
CH共通設定(1階層目) 1回長押し②

CH共通設定(2階層目) 2回長押し③

ID・CH

モード

HD-600-V（マルチ発光）
メイン画面を設定①

※2018年以降に販売のEF-150-Vは「CH」のみ有効に設定
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