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露出計

LITEMASTER PRO
L-478 シリーズ
スタートアップガイド
ライトマスタープロ L-478 シリーズをお買い上げいただき、ありがとう
ございます。
このスタートアップガイドは本機の基本的な操作方法をご紹介しています。
ご使用方法の詳細については使用説明書をご参照ください。

1. ダウンロードについて

最新版の使⽤説明書と Data Transfer Software は、
www.sekonic.co.jp にてダウンロードできます。
直接ページにアクセスするには下記 URL をお使い
ください。
URL: https://www.sekonic.co.jp/product/meter/download/download.html

2. 同梱品をご確認ください

本体と以下の付属品が同梱されています。開梱後、同梱品に不足が
ないことをご確認ください。
★ 足りないものがあるときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
★ 単 4 形電池（2 本）は同梱しておりません。別途、お買い求めください。
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爆発の恐れのある雰囲気

ご使用になる前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しくお使いください。

L-478
English

電波使用機器です。ペー
の機器の接近は止めてく

■ 正しくお使いいただくために

警告

このマークは、製品を正しくお使いいただけな
かった場合、製品の使用者等が死亡、または重傷
を負う可能性があることを示す警告マークです。

注意

このマークは、製品を正しくお使いいただけな
かった場合、製品の使用者等が軽傷、または中程
度の傷害を負う可能性がある状況、または物的損
害が予想される危険状況を示す注意マークです。

䛤ὀព

操作をする上での注意や制限です。誤った操作を
しないために、必ずお読みください。

■ 一般安全情報
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ご使用前に使用説明書をお読みください。
使用説明書は、いつでも見られるところに保管ください。
異常を発見した場合は、直ちに使用を止めてください。
改造・分解は禁止されています。
自分で修理はしないでください。
専門知識を有した人のみ使用してください。
子供が触れないよう監視してください。
使用説明書に記載された使用環境内で使用してください。
防水機器ではありません。

電波使用機器は、病院内

注意

• ストラップの材質を確認し、
してください。
• ストロボなどの突然の発光に注

䛤ὀព

• 暑い日に車のダッシュボードな
機器が破損する恐れがあります
• 長期間使用しないときは、電池
• 性能が出ないときは、使用を
ださい。

■ 製品の廃棄方法

本製品を廃棄する場合は、一般ご
さい。必ず地域の電気製品廃棄処
ださい。必要なリサイクル処理が
お客様が購入された電池は、必ず
テムに従って廃棄してください。

3. 各部の名称
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電池カバー
ロック

電池ホルダー

光球部（光球／平板切換え）

電源ボタン
電池カバー
⽴体的な被写体

平⾯的な被写体、
照明⽐の測定

（*1）カスタム設定機能により、メモリーボタンと測定ボタンの切替えが可能です。
★ オープニング画面はタッチすることで省略することができます。

4. 設定値変更 / 項目選択アイコン

タッチ操作：
矢印（▲）にタッチし、値を大きくしたり、上方への項目に変更
することができます。
矢印（▼）にタッチし、値を小さくしたり、下方への項目に変更
することができます。
スライド操作：
数値や項目などを指先で上 / 下にスライドし、表示内容を変更する
ことができます。
画面右にスクロールバーが表示されている画面ではスライドさせ
ると、表示内容を変更する事が出来ます。
[測定画面]

[フレームレート編集選択画面]

スクロールバー

5. 測定モードの設定

さまざまなシーンに合せて測定モードを選択できます。
★ 測定モードはカスタム設定モードで表示・非表示の選択が可能です。
[測定画面]

現在選択されている
測定モード

各測定画面へ

ツールボックス画面へ

[測定モード選択画面]

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

(*2)L-478DR-

ELのみ

測定モードについて
番号

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

説明
定常光T（シャッター速度）優先モード
設定したシャッター速度、ISO 感度に応じた絞り値を測定します。
定常光F（絞り）優先モード
設定した絞り値、ISO 感度に応じたシャッター速度を測定します。
定常光TF
（シャッター速度・絞り）
優先モード
設定したシャッター速度、
絞り値に応じたISO 感度を測定します。
定常光HD シネカメラモード
設定したシャッター速度、
フレームレート、ISO 感度に応じた絞り値を測定します。
定常光シネカメラモード
設定したシネコマ数、ISO 感度、
シャッター開角度に応じた絞り値を測定します。
定常光照度lx 単独表示モード
明るさをlx の単位で測定します。
（入射光式）
定常光輝度cd/㎡単独表示モード
明るさをcd/㎡の単位で測定します。
（反射光式）
フラッシュ光コードレスモード
本体とフラッシュをコード接続せずに、本体の測定ボタンを押すと、
フラッシュの閃光を感知して、
絞り値を測定します。
フラッシュ光コードレス積算モード
本体とフラッシュをコード接続せず、本体の測定ボタンを押すごとに、
フラッシュの閃光を感知して、
絞り値を積算測定します。
フラッシュ光コード接続モード
本体とフラッシュをコード接続し、本体の測定ボタンを押すと、
フラッシュが発光し、絞り値を測定します。
フラッシュ光コード接続積算モード
本体とフラッシュをコード接続し、本体の測定ボタンを押すごとに、
フラッシュが発光し、絞り値を
積算測定します。
フラッシュ光電波トリガーモード (*2) L-478DR-ELのみ
本体とフラッシュをコード接続せずに電波信号で通信し、
フラッシュのコントロールや発光を行い、
絞り値を測定します。
フラッシュ光電波トリガー積算モード (*2) L-478DR-ELのみ
本体とフラッシュをコード接続せずに電波信号で通信し、
フラッシュのコントロールや発光を行い、
絞り値を積算測定します。

6. ツールボックス画面

測定画面からツールボックスアイコン（
）を選択する
ことにより、以下の設定を行うことができます。
• フィルター補正
[ツールボックス画面]
• 電波チャンネル / グループ
（*3）L-478DR-EL のみ表示
• メモリークリア
(*3)
• メモリーリコール
• ミッドトーン設定
• ミッドトーンクリア
• ミッドトーンリコール

7. メニュー画面

本機のメニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。
もう一度メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。
［メニュー項目］
1. アナログスケール設定
2. 指示補正値設定
メニューボタン
3. カスタム設定
4. プロファイル設定
5. プロファイル確認 / 編集
6. フレームレート登録 / 編集
[メニュー画面]
7. シャッター開角度登録 / 編集
8. フィルター登録 / 編集

LITEMASTER PRO
L-478 Series
English

Light Meter

Startup Guide

Deutsch

Lichtmessgerät

Startanleitung

Français

Posemètre

中文

测光表

Español

Fotómetro

Italiano

Esposimetro

日本語

露出計

Guide de démarrage
使用简介
Guía de inicio
Guida introduttiva
スタートアップガイド

[保証規定]
１．使用説明書にそった正常な使用状態で、万一、保証期間内に故障が生じた場合には、
保証書を現品に添えてお買い上げの販売店、
または弊社営業部門にお持ちいただけ
れば無料にて修理・調整させていただきます。
２．次のような場合には保証期間内でも保証の対象とはなりません。
(1)誤ったご使用、
またはお取り扱い上の不注意により生じた故障、
または損傷など。
(2)保管上の不備によるもの、
または使用者の責に帰すと認められる故障、
または
損傷など。
(3)弊社の指定する修理取扱所以外で行われた修理・改造・分解掃除などによる故
障、
または損傷。
(4)火災、地震、水害、公害、指定外の使用電池(電圧)、
またはその他の天災地変や落
下、衝撃などによる故障、
または損傷。
(5)保証書のご提示がない場合。
(6)保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店名などの記載に不備がある場合、
また
は字句を書換えられた場合。
(7)ご使用後の内・外装面のキズ、部品や付属品の紛失による修復交換。
(8)各部点検、精密検査、分解掃除等を特別にご依頼された場合。
(9)本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および撮影により得
べかりし利益の喪失など）。
(10)お買い上げ店、
または弊社営業部門にお持ちいただくに際しての諸費用、
または
お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛り。
３．
ご注意
(1)本保証書は以上の保証規定により、無料修理をお約束するもので、
これにより
お客様の権利を制限するものではありません。
(2)本保証書の表示について、
ご不明な点は弊社営業部門にお問い合わせください。
(3)保証書をお受け取りの際は、販売店名および購入年月日などが記入されている
かどうかをご確認ください。万一、記入もれがある場合には、ただちにお買い上げ
店へお申し出ください。
(4)保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
(5)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
４．個人情報について
(1)お客様より頂いた個人情報は、個人情報保護法のもと、以下の利用目的等に限定し、
第三者への供与はいたしません。
a. 電話・FAX・E‐Mail・手紙などによる各種情報配信サービスと、そのご案内。
b. 弊社、社内使用に限定したマーケティング資料の作成。
(2)お客様ご本人が確認・開示、
または訂正・削除を希望される場合には、右記のお問い
合わせ先にご連絡ください。
<NOTE> This warranty card is valid for the purchase in Japan only.
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