
アフターサービスについて

弊社の製品には一定期間内の無料修理 をお

引受けする保証書か添付 されることになって

おりますので、記載事項 をお確かめの うえ販

売店よりお受取 りください

なお保証書の再発行は致 しませんので、取扱

説明書 と併せて大切に保管 して ください
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受光部J

オ旨金+21

ガイ ドマーク 3

ムービー日盛 4

シャッタースピー ドロ盛 5

絞 り目盛 6

DIN目 盛 ブ

ASA ttE=3

ASAセ ッ トつまみ 9

EV ttI歯  0

ダイアル リング

セコニック オートルミL‐ 158 オー トル ミはガイ ドマークによる追針式を

採用 しているため、非常に簡単な操作で露出

の測定がで きる携帯 に便利な露出計です。

●フィルム感度セット

使用するフ ィルム感 1芝 をセットします。
くイヽわせ方〉

ASA‖ 榊③ を合わせるには、 ASAセ ットつ

まみ⑨ をまわして、ASA窓 の曲線 と赤Hl卜 を

合わせ ます。

●露出の読取 り
′妥光劇;①を被写体に向けると1旨針②が被写体
の Iり lる さに応 して振れます。露l11を li売 み取る
にはダイアルリング① をまわ して、指針②に

ガイドマーク③の中心を合わせます。 ダイア
ル 11の シャッタースヒー ド‖れヽ⑤ と絞 りll榊

⑥の判lみ 合わせがその時の |liし い露 |11に なり

ます。

写り'1の例では、1125秒
でf56、  1‐ 60本少でf8な

どが適 ||:露 l11に なります

●ダイアルロ盛

シャッタースヒー ド‖需⑤の数字12,/4,18
-― はそれそれ1/2,114,1′ 8… …不少の意味で

す。1,2,4… は秒 :11位 です。

ASAll盛①の力文字16ヽ1,32卜 I… …はそれそ

れ1600,3200… の意味です。

●ムービー日盛14

測定方法はスチールカメラ( 1支の撮影)の場
合 とまったく同 じですが、ムービー撮影のla/7

合は 8,16,32…… とコマ数 11位 になってい

ます。ムービーカメラのコマ数に適する絞 り

‖れl⑥ を::売みlkり 、カメラにセットします。
ムービーカメラのシャッター開角度が180° の
J77合 、標準踪1映 口゙ 撮影コマ数は24コ マで:ユ:

線の表示です。シングル 8、 スーパー 8の標

準コマ数は18コ マで黒点の表示です。

(図 )32(24)(8)6
/60    /30

●

●EV目 盛

エ クスホジャーバ リューシステムのシャッタ

ー付 きカメラをお持 ちの方はエ クスポジャー
バ リュー H榊 (EV日 盛 )で露 I11を i夫 定 して く

ださい。減1定 方法は例えば ASA100の フ ィル

ムを使用 して測定 し、EV10な らばカメラのEV
を10に セ ットします。このlllで カメラの絞 りを

5.6に すれば、 シャッタースヒー ドは自重力的に

1/30秒になり、FHな らば1/8秒にセットされ

ます。

●中間目盛

各ダイアル‖膵の中間l値 は次のようになって
います。

くASA目 盛181(DlN目 盛17)の 中間値〉

2♀ 0"03204♀0,006408♀ OY鴻
lMり 胤

31MY Y61MY tt 
ζ
M

〈絞り目盛16の 中間値〉

〈シ ャッター ス ピー ドロ盛`5の 中間値〉
―

仕  様

‖1定 方式 :反 身1光 式
‖1定 範囲 :EV 7-17(ASA100)
妥光角11:65°

‖  ‖常:O ASA(I)IN)…  6(9)～ 12000(42)

0絞 り(f/) 1-64
0シ ャ ッタースヒー ド(1｀ ) 8～ 12000本ウ

●EV…   -2～ 19

0サ イス  81× 52× 24 5nlnn

011 1:1   50g
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