ColorChecker

®

カラーチェッカー
イメージ再現用ターゲット

まずはカラー
チェッカーを撮影
してください！

カラーチェッカーはカラーの
調整効率を高めます。
• 正確なカラー再現を実現      
     
•

時間のかかる試行錯誤な
カラー調整を削減

•

カメラおよびスタジオ照明
の調整作業を簡素化

•   グレーバランスを迅速に
実現   

多くのプロの写真家は正確なカラー再現を確保するため、
デジタルワークフローまたは従来のフィルム方式を問わず
エックスライト製のカラーチェッカーを使用しています。

カラーバランスおよびライティングを最適化します。
Original ColorChecker Standard （オリジナル カラーチェッカー スタンダード）

24色の配列は、メディアや照明光を問わずに正確なイメージを再現する基準を提供します。それぞれの24色は、

青空、人間の肌、葉などの実際の自然物を表現しています。
光を反射します。

また、
それぞれのカラーは実際の物体と同じように

Original
ColorChecker

Custom White Balance （カスタム ホワイトバランス）

カスタム ホワイトバランスは、
ライティングに応じて極めて高精度なホワイト再現を実現します。
ホワイトバラ
ンスのターゲットはニュートラルではなく、
ライティングによってカラーの変動が発生する場合があります。
カス
タム ホワイトバランス チャートは完全にニュートラルなホワイト基準色であるため、
カラーの変動を防ぎます。

3-Step Gray Scale （3ステップ グレイスケール）

3ステップ グレイスケールはイメージを評価し、
スタジオ照明のバランス作業を簡素化します。
ホワイト、
18%
グレー、ブラック基準色が一枚のカードに収まっているため、より迅速にカラー調整が可能になり、またより簡単
にフォトプロセス用ソフトウェアと併用することができます。  

持ち運び可能なターゲット

Mini ColorChecker
（ミニ カラーチェッカー）
、
Mini ColorChecker White Balance
（ミニ カラーチェッカー  
ホワイトバランス）、Mini
ColorChecker
Gray
Balance（ミニ カラーチェッカー グレイバランス）、Mini
ColorChecker Gray Scale（ミニ カラーチェッカー グレイスケール）
• ミニ カラーチェッカーファミリーはスタンダードサイズのカラーチェッカーファミリーの使いやすいポケット
サイズです。
• これらのターゲットはカラー 品 質をチェックでき、ホワイトまたはグレイバランスを調 整でき、すべて簡 単に
持ち運びできるポケットサイズです。

デジタルカメラを最大限に活用しましょう。
Digital ColorChecker SG （デジタル カラーチェッカー

Custom
White Balance

3-Step
Gray Scale

SG）

デジタル カラーチェッカー
SGはデジタルカメラの機能を最大限に発揮します。
従来のカラーチェッカー
に新しい機能が追加されたチャートです。
高彩度でセミグロスの140色により、
デジタルカメラをフルに活
用する最も広範囲なカラーガモットを得ることができます。
カラーチェッカー SG の特徴：
• デジタルカメラでのカラー再現を、実際のシーンまたはテスト用ターゲットと評価・比較します。
• デジタルカメラに対するホワイトバランスを作成します。
• デジタルカメラ専用の ICCプロファイルを作成します。

Go Anywhere
Targets

デジタル カラーチェッカー
SG
は、
多彩な用途で使用できるカラースペースのための140パッチを含みます。
以下はその例です。
• カラーチェッカーで使用される24パッチの基準色
• より高精度なカメラバランス用の17段階グレースケール
• 幅広い肌の色相を正確かつ一貫して表現する14種類の肌色
デジタル カラーチェッカー SG ターゲットは、
エックスライト社の i1Match および ProfileMaker 5 デジタルカメラの
モジュールを使用して、
デジタルカメラ専用の最も高精度な ICCプロファイルを作成します。

Digital
ColorChecker SG

カラーチェッカー チャート
Original ColorChecker （オリジナル  カラーチェッカー）
24パッチの基準色は、照明・素材を問わず忠実なカラーを再現します。 「自然物」を表す２４色も含みます。 サイズ： 21.59 x 27.94 cm
Custom White Balance （カスタム  ホワイトバランス）
照明に応じて正確なホワイトを再現します。 サイズ： 21.59 x 27.94 cm
3-Step Gray Scale （3ステップ  グレイスケール）
迅速なカラーバランスを可能にし、スタジオ照明のバランスを簡素化します。 ホワイト、18%グレー、ブラックターゲット
サイズ： 21.59 x 27.94 cm
Digital ColorCheckers SG （デジタル  カラーチェッカー SG）
140パッチの参照チャートは、最も高精度なデジタルカメラ用プロファイルに最も広範囲なカラーガモットを確保
します。このターゲットは、エックスライト社の i1Match および ProfileMaker 5 のデジタルカメラ モジュー
ルでサポートされます。サイズ： 21.59 x 27.94 cm

高精度なカラーを簡単に実現できます！

カラーチェッカーは首尾一貫したカラー再現

Mini ColorChecker（ミニ  カラーチェッカー）
オリジナル カラーチェッカーのポケットサイズバージョン。サイズ： 5.7 x 8.25 cm

には不可欠なツールです。さらに現在のマー
ケットでは、デジタル写真のワークフローを

Mini ColorChecker Step Gray Scale
（ミニ  カラーチェッカー ステップ  グレイスケール）
3ステップ グレイスケールのポケットサイズバージョン。サイズ： 5.7 x 8.25 cm

フルに活用するためにカラーマネージメント

Mini ColorChecker White Balance （ミニ  カラーチェッカー  ホワイトバランス）
ホワイトバランス カードのポケットサイズバージョン。サイズ： 10.2 x 17.75 cm

トータルソリューションを提供します。

は不可欠です。エックスライト社は、写真

ワークフロー専用のカラーマネージメント・
詳しくは販売店までお問い合わせください。
または www.xrite.comをご覧ください。

Mini ColorChecker Gray Balance
（ミニ  カラーチェッカー  グレイバランス）

ポケットサイズのグレイバランス用18%グレイカード。
サイズ： 10.2 x 17.75 cm

カラーチェッカー ファミリーは、
エックスライト社の Munsell Color services laboratory において開発されたものです。
すべての Munsell 製品は、上記の認定、実践、手順により最も厳格なガイドラインにて製造されています。
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