取扱説明書

L-808 ミニフレキシブルアーム
このたびはホーザン L-８０８ ミニフレキシブルアーム をお買い上げいただき、まことにありが
とうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みに
なったあとも大切に保管してください。

各部の名称
メインジョイント

ノブ

上アーム

下アーム

上ジョイント

カメラ取り付けネジ

下ジョイント

台座
固定ネジ

クランプ

仕

様

アーム有効長
クランプ最大開き
カメラ取り付けネジ
重量

３１０mm
５５mm
１/４"×２０山（ＪＩＳ Ｂ ７１０３､ １/４"）
４７０ｇ
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注意文の警告マークについて
この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。
警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意
注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、注意 として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大な結果を
まねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の注意
本器はカメラ用の保持アームです。この目的以外に使用しないでください。
 注意
１．必ずノブをゆるめてからアーム角度の変更をおこなってください。
ノブをゆるめずにアームを動かすと破損します。
ゆるめる
２．ノブは必要以上に締め込まないでください。
３．ノブ操作はアームを保持しながらおこなってください。
４．本器を分解、改造しないでください。

ご使用方法
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クランプを作業台にしっかり固定します。
下ジョイントの突起部をクランプに差し込みます。
ノブの操作ですべてのジョイント部の「ゆるめ」「締め」が同時におこなえます。
アーム先端を保持しながらノブをゆるめ、アームを任意の角度にし、ノブを軽く仮締めし
ます。
カメラの三脚ネジ穴に本器のカメラ取り付けネジをねじ込んで固定します。
カメラを保持しながらノブをゆるめて上アーム、下アームを任意の角度にとり、位置が
決まったらノブを適度に締めます。回転（左右の振り）は固定ネジで止めます。

 注意
いきなりノブをゆるめるとすべてのジョイント部がゆるみ、カメラが落下する恐れがありま
す。落下防止のため、カメラを保持してノブ操作をしてください。また、各締め付け部、
とくにカメラの固定個所をときどき点検し、必要に応じて増し締めしてください。ただし、
ノブは必要以上に締めすぎないようにしてください。
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INSTRUCTION MANUAL

L-808 FLEXIBLE ARM
Thank you for purchasing the HOZAN L-808 FLEXIBLE ARM. With proper care and handling this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire
instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please
keep this instruction manual available for reference.

Identification of parts
Intermediate joint

Knob

Forearm

Upper arm

Top joint

Camera mounting screw

Camera mount

Root joint

Arm set screw

Clamp

Specifications
Working length of arm

310mm

Maximum clamp opening width

55mm

Camera mounting screw

1/4"×20T (JIS B 7103, 1/4)

Weight

470g
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Warning and caution symbols
These symbols are used throughout the instruction manual to alert the user to potential
safety hazards as follows :
Warning … Notice when incorrect handling could cause the user's death or serious
injury.
Caution … Notice when incorrect handling could cause injury to the user or material
damage.
Even if the instructions do not have Caution mark, there are some possibilities for a
serious situation. Follow the instructions.

Precautions
This is an arm system for holding a camera. Do not use for any other purpose.

 Caution
1. Change the arm angle after loosening the knob.
Otherwise, the unit could be damaged.
2. Do not over-tighten the knob.
3. Hold the arms when operating the knob.
4. Do not remodel the FLEXIBLE ARM.

to loosen

Operation
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Fix the clamp on the work table securely.
Insert the projection of the root joint into the clamp.
All joints are released or locked by action of the knob to the desired angle. While holding the forearm, loosen the knob and set the arms to the desired angle. Gently tighten
the knob.
Thread the camera mounting screw into the female screw of the camera and turn
clockwise until snug.
Loosen the L-808 knob to set the upper arm and forearm to the desired angle. Secure
the knob moderately after setting the camera position. Panning can be fixed with the
arm set screw.

 Caution
The camera could fall suddenly if the knob is loosened carelessly, since all joints are
released at the same time by one action of the knob. To avoid this, hold the camera
when operating the knob. Also, frequently inspect stability of every part, above all the
part to which the camera is fixed, and re-tighten them if necessary. But do not overtighten the knob unnecessarily.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : 81-6-6567-3111
F a x : 81-6-6562-0024

２

04.09

