取扱説明書

L-818/819 エクステンションリング
このたびはホーザン Ｌ-８１８/８１９ エクステンションリング 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。

ご使用方法

１

まず、現状での検視状況をもとに、希望の倍率を決めます。
つぎに各カメラの取扱説明書に記載の倍率表を参考に、エクステンションリングの
組み合わせを決定します。

２

レンズホルダーからカメラレンズを取り外します。

３

レンズホルダーにエクステンションリング、カメラレンズをネジ込みます。
取り付け順は下図のとおりです。

仕様
品番
Ｌ-８１８
Ｌ-８１９

ねじ込みに
よる着脱

Ｌ-８１８

有効長 ｍｍ 全 長 ｍｍ
８.５
１２.５
２２.７
２６.７

有効長

※ Ｌ-８１８/８１９ をご使用の際は倍率の上昇
や絞り込みにより画面が暗くなるので、当社
Ｌ-７１１ など照明の併用をおすすめしま
す。
※ レンズ、カメラ等の使用方法についてはそれ
ぞれの取扱説明書をご覧ください。

Ｌ-８１９

レンズホルダー

Ｌ-８１８、Ｌ-８１９
単体または組み合わせて使用

カメラレンズ

有効長

ご使用上の
使用上の注意
注意
注意
１．カメラレンズ、にホコリ・指紋・キズなどをつけないでください。
鮮明な像が得られなくなる恐れがあります。
２．装着・取り外し時は工具などは使わず、指だけで回してください。また強く締め過
ぎないでください。再度出すことが困難になります。

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町 1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024
補修部品については、ｗｅｂ上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売 検索
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INSTRUCTION MANUAL

L-818/819

EXTENSION RING

Thank you for purchasing L-818/L-9 EXTENSION RING. With proper care and
handling, these fine instruments will provide years of trouble-free operation.
Please read this entire instruction manual carefully before attempting to place
these instruments in service. Please keep this instruction manual available for
reference.

Operation

１

First, consider the required magnification based upon the present situation.
Decide the combination of the extension rings referring to the magnification
table in the instruction manual of each camera.

２

Remove the optical lens from the lens holder.

３

Screw the extension ring(s) and the optical lens into the lens mount of the
lens holder. The order is as shown in the illustration.

Screw and
unscrew

Identification of parts
Part No. Effective length
L-818
8.5mm
L-819
22.7mm

OAL
12.5mm
26.7mm

＊ When using the L-818/819, using a lighting system such as the HOZAN L-711 to
compensate for reduced illumination with
increased magnification is recommended.
＊ See each instruction manual for handling
Lens and CAMERA.

L-818

Effective length

L-818/L-819 singly
or combining

Camera lens

Lens holder

L-819

Effective length

Precautions
Caution
1. Do not scratch or allow fingerprints to contaminate the lenses or filter.
Otherwise, distinct picture could not be gotten.
2. Turn with your fingers not using tools when installing or removing.
Do not tighten excessively hard. Otherwise, it could not be drawn again.
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