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はその範llllが 128:1(7EV差 )、 ヵラーの場合
4:1(2EV 4)と されています。
この様な測定を行う場合、ビューフアイングー

を,tllけ ると各‖;を Jilllに 泄1定 ぜき1更 利です
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ビューファインダー 説明書
model L 448用



ビューファイングーはカメラ位置、又は接近
して被写体の反射光(輝度)を 測定するときに

使用します。受光角は10° (サークルライン)で

実際に11定 している部分を、日で確認するこ
とができ、正確に露出測定が行えます。
ポー トレー ト、風景のほか、特にネオンのよ
うに発光してぃる被写体、ウインドの中の品物、
室内から屋外の風景、舞台撮影等の露出の測
定に威力を発揮 します。

仕 様

●測定方式…反射光式
●測定範囲 EVO～ EV21(ASAloo)
●受 光 角…10° (サークルライン)

●受 光 音ト オフレカルファインダー倍率055倍

●サイズ、重≒1 40g、 62mm× 50mm× 32mm

アタッチ メン トの取付 け

lIR切換 リングのセット

IR(入 。反射 )L71換 リングを[1転 させてIR(入・

反射)標示マークにR(反射 )標示マークを合
せます。

2受 光部の交換

光球などを反時計方向にまわしてはずし、ビ
ューファイングー凸部 と回転受光部の赤点を
合せ、時計方向に回転させて締めつけます。


