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セコニックマルチルミL‐ 248は 反射光式ですが、入射光式として

も使用できます。この露出計は特に複合CdSと新設計の受光レン

ズを採用し、高・低 2段切換の等間隔スケールが連動、並びに指

針ス トッパー機構も採用 しております。

‐
Hll定 方式 反 射光式・ 入射光式兼用 、高・低 2段切換

(等間隔スケール )

・nll定 範囲 低 輝度 EV2～ 10 高輝度 EV:0～ 181ASAloOの 場合 )

測定精度  ±0.3EV以内

受光角度 低輝度 32° 高輝度 38°

EV目 盛  -3～ 23

忌農省皇  ASA 6～ 12000 DIN 9～ 42

絞 り目盛  Fl-64

首
ヤツ畠 30分

～1/4000秒

シネ ロ盛  8-64f/S(コ マ )

校 正定数  K=12.5(B光 源 による校 正 )

大 き さ 100× 60× 33mm

重    さ  170gr.
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● 各部 の名称●

正面

5[κ Q〃′C

入射光用スライド①

DIN目

EV目盛⑨

ASA日 」KD

イト指標Э

イアルライトロ

ダイアル⑬

指卸0

スケール枷Э

ライトロ盛Э
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バッテリーチェックボタン⑩



バ ソテリーはJIS記号H― D型 1.3V

水銀電池 1個 を使用 します。まず

電池室キャップЭを硬貨で左に回
すとはずれます。次に水銀電池④
の①イ則を上に向けて装填してくだ

さtヽ (写真参照 )。 水銀電池は普通

1年 11程 度の寿命ですが、露出計

を長期間使用しない場合は必ずlll

り出 しておいてください。

電池が規定の電圧以下になると露

出計のオ旨針は正 しいlllを 示 しませ

んので、使用する前に電池の電圧

をチェックしてください。バッテ

リーチェックボタン⑩ を押 して、

指金Ю がバッテリーチェックマー

ク①の範囲を示さない場合は電圧
が低下していますので水銀電池④
を新 しいものと交換 してください。

なおバッテリーチェックの場合は

スイッチボタン⑦ を押 さないでく

ださい。

露出の測定には反射光式と入射光式の 2つ の方法があります。 '

マルチルミは反射光式が i:体ですが、人射光用スライド① をスラ

イ ドさせることにより両方使い分けることができます①

写真のように受光部を手前に向けて入射光用スライ ド① を左側に

スライ ドさせ ると反射光式に、右側にスライドさせると人射光式

になります。

反射光式 入射光式
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ASA切換ツマ ミ⑥ を指先で回 して、フィルノ、のASA(DIN)
をASA(DIN)①Э窓の黄色の線に合わせてください。

写真はA SA100(DIN21)に 合わせてあります。

感 度

フ ィルム感度 |1盛の中間iれ は1文!の とおりです。

戸外など明るい場所での漂1定 には、高・低切換レバー②を高輝度

側にセントし(左側の写真のように)、 スインチボタン⑦を押すと

指針ストノパ~がはずれて指針⑭が動きます。指つ卜⑭がとまるの

を確認して、スイッチボタン⑦をはなすと指針⑭は振れた位置で

固定されます。その位置でスケール柳Э llの ライトロ囀⑫を読取

ります。なお、スイッチボタン⑦ を押 しても指針⑭が振れない時

は、高・低切換 レバー② を低輝度イ員1に 切換えて (右イ員1の写真のよ

うに)高 輝度イ貝」と同 じように源1定 してください。 高・低切換 レバ

ー②にライトト1麻Dが連動されていますので同時にスライドされ
ます。

注 :ラ イトロ盛①の10は切換点のため高・低で多少異なる指示を
する場合がありますので、この付近は低輝度側で測定 してください。

スケール板⑩上で読取ったライト
目盛⑫をライト指標①に、ダイア
ル⑬を回転させてダイアルライト
目盛⑫を合わせます。そのときの
シャッタロ盛Эと絞り目盛Эの組
合わせが適正露出です。

″j)ASA100の場合、ライトロ盛

①が12で はF2.8, 1/500秒、ある

いはF16,1/15秒 などです。

高翼噴 低輝度



使用法及び測定方法は 一般の場合

と同 じですが、シネ撮影の場合は

シネH盛④に対する絞り日盛⑤を
読取 ります。

例)ASA64の場合、指,十⑭がライ
ト日盛⑫の13を 示したとします。
ライト指標築Dに ダイアルライトロ
盛⑫の13を 合わせ、シネ日盛④に

対する絞り目盛Эを読取ります。
たとえば18コ マではFnと なりま

す。

ライ ト指標①の左右にある1/2・ 2'

表示はそれぞれ露出を 1段階切り

つめる場合と、 1段階増加させる

場合に使用 します。このときはラ

イト指標①に合わせるかわりに%
又は2に ダイアルライトロ盛⑫を

合わせます。

例)ASA 100の場合、ライトロ盛

①が6の とき露出を一段階増加さ

せるためには6を ライト指標①の

右側にある2の ところに合わせま

す。
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反射光式とは被写体の反射光を

沢1っ て露出を決める方法です。

適した例

1)部屋のなかから屋外の撮影

うな発光体の撮影2)ネ オンサインのよ

3)シ ョーウインドの内部の撮影

4)動物園のおりのな

入射光式とは被写体に当る光の強さを直

接測 り、被写体の露出を決める方法ですc

]③



1.落下又は急激な衝撃は絶対に避けてください。

2.60℃ 以上の高温を与えないでください。

3.湿気の多い所に長い間放置 しないようにして ください。

4.長 い間、使用せずにしまっておく場合はケースより取 り出して

桐箱等に防湿剤 (シ リカゲル等)と 一緒に保存 してください。但

し、磁性に影響のある所及び防虫剤の入っている所への保存は

避けるようにしてください。(金庫・金属キャビネット・箪笥等 )。

なお、水銀電池Эは露出計から必ず取り出して保存してくださ

い 。

万一、故障が起 きました時は、もよりの営業所、サービス・ステ

ーションにお持 ちください。お近 くに営業所、サービス・ステー

ションがなく、郵送 される場合は厚 さ3 cmtt Lの 衝撃よけパッキ

ングに包んでから段ボールなどに梱包してお送 りください。
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"棘
締 征 市ヶ谷田町3■新杵ビル

“

069ン 241」

命 鷺近 ′:JL
東京営業所0〒105東京都港区芝西久保桜川町7(23森ビル)03(503)3891(代  表)

大阪営業所0〒541大阪市東区本町225

名古屋営業所0〒460名 古屋市中区大須3う 10

福岡営業所0〒812福 岡市博多区奈良屋町120

06(251)1621(代 表)

052(262)4471(代  表)

092(281)1947(代  表)

札幌営業所0〒060札幌市中央区南2条西11(安藤ビル)011(221)8707(代  表)

広島営業所0〒730広島市富士見町H■ 0(第 21山 波ビル)0822(46)0481(代  表)

仙台営業所0〒980仙 台市一番町1■ ■0(睦屋ビル) 0222(27)0725(代  表)

本 社・工場0〒174東京都板橋区志村21620 03(965)lHl(大 代表)
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