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取扱説明書 

L-705 ＬＥＤライト 

このたびはホーザン Ｌ-７０５ ＬＥＤライト 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。 

 各部の名称と入組明細 

 仕  様 

ＬＥＤ 

ＬＥＤ寿命 

色温度 

定格電圧 

消費電力 

高輝度白色ＬＥＤ ７個×２ 

約１００００時間 
※使用環境により 
  異なります。 
６５００Ｋ 

１.４Ｗ 

ＤＣ１２Ｖ  
（ＡＣアダプター付属） 

電源スイッチ 

クランプ 

電源 
ソケット 

固定ネジ 

フレキシブルアーム 

ゴム板 
３mm 
２mm 
１mm各１ 

ＬＥＤ 

付属品 

ＡＣアダプター 

照度 
（ｌｘ） 

発光部から 
の距離 ｍｍ 

３０ ３４０００ 
１００ １１９００ 

※上記は参考値です。 

取付支柱径 １４～２８ｍｍφ 

７５（Ｗ）×３３（Ｈ）
×５８（Ｄ）ｍｍ 
（取 り 付 け 金 具、
突起物含まず） 

本体 

アーム長 

重量 ３４０ｇ 

外
形
寸
法 

２００ｍｍ  



 ご使用上の注意 

２ 

 ご使用方法 

支柱径に適応する

よう、余分のゴム板

を抜き取ります。 

２ 

１ 本製品のクランプには異なる径の支柱に
適応するように３枚のゴム板が付属してい
ます。使用する支柱の径とゴム板の関係
をお確かめください。 

クランプを本体に取り付けます。カチッと音

がして止まるまでスライドさせて固定しま

す。 

３ 

クランプを取り外すときは、本体側シュー

（クランプ取り付け部）の突起を押し下げな

がらクランプを左にスライドさせます。 

電源には必ず付属のＡＣアダプターをご使用ください。 

注意 

 注意文の警告マークについて 

この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区別しています。 

  警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定してのご注意 

  注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意 

なお、注意  として記載されていても、あるいは特に記述がなくても、状況によっては重大

な結果をまねく恐れがあります。正しく安全にご使用ください。 

支柱 ゴム板 

Ｌｰ８０８ 
（支柱径：１４ｍｍφ） 

３ｍｍ＋２ｍｍ 
＋１ｍｍ 

Ｌｰ５２１、Ｌｰ５２３ 
（支柱径：２０ｍｍφ） ２ｍｍ＋１ｍｍ 

Ｌｰ４２４  ※ 
（支柱径：２６ｍｍφ） １ｍｍ 

※ Ｌｰ４２４の場合は、ホルダーアーム（鏡筒 
    取り付け支柱）には取り付きません。 



６ 電源スイッチを入れ、フレキシブル
アームを操作して目標物を照射するよ
うにします。 

 ご使用方法 

３ 

クランプを支柱に通し、希望の位置
でクランプのネジを締め込み固定し
ます。 

４ 

※Ｌ-８０８などの細い支柱に取り付 
  けるときは、クランプを先に支柱に取り 
   付けた方が作業が容易です。 

５ ＡＣアダプターをコンセントに接続し、
ＡＣアダプターのプラグをＬ-７０５本体
に接続します。 

●  

●  フレキシブルアームは巻きバネです。ねじれ方向
（巻きバネが締まる方向や緩む方向）に大きな力が
加わると破損の原因となります。引き出し角度を変
更するときは必ず一度まっすぐに伸ばし、ねじれ方
向の歪みを完全に取ってから、改めて希望の方向
に引き出してください。 

フレキシブルアームを部分的に鋭く曲げると破損の
原因となります。アーム全体に大きなＲがつくような
曲げ方をお勧めします。Ｒ３０㎜が限界です。それ以
上小さく曲げないでください。 

注意 

シュー（クランプ取り付け部）中央

のネジをゆるめてシューを取り外

し、突起部分を上に向けた位置

で再び固定すると、水平方向の

支柱に取り付けることができます。 

シューを取り外したとき、突起部

分に触れないでください。内部の

スプリングが飛び出し、紛失する

恐れがあります。 

突起 

水平支柱 

水平支柱への取り付け 



４ 
11.07A 

Ｌ-７０１-１ ＬＥＤユニット 

 交換部品 

Ｌ-７００-２  クランプ 

複数の機器で L-７０５をお使
いの場合、各機器にクランプ
を取り付けておくと着脱が容
易です。 

６ 
アルミニウム製リングを時計方向にまわして元通り固定します。 

 ＬＥＤユニットの交換方法 

５ 電源を入れてみて点灯を確認します。 

４ 
新しいＬＥＤユニットにコード付ソケットを差し込
みます。基板上にＲと記されたピンに赤いコー
ドのソケットを、Ｂと記されたピンに黒いコードの
ソケットを差し込みます。 

赤 

黒 
R 

B 

３ 
ＬＥＤユニットのリード部に差し込まれたコード付
ソケットを外します。 

１ 
発光部先端のアルミニウム製リングを
反時計方向にまわして取り外します。 

２ 
ＬＥＤユニットを引き出します。 

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１-２-１２ 

       TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024 

  

TEL(06)6567-3132 
月曜日から金曜日（祝日を除く）の 9:15～12:00、13:00～17:00 

技術的なお問い合わせ 

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。 

ホーザン  通信販売 検索 通信販売もご利用いただけます。 

部品はホーザンの通信販売でもお求めいただけます。 



１ 

INSTRUCTION MANUAL  

L-705 LED LIGHT 

Thank you for purchasing the HOZAN L-705 LED LIGHT. With proper care and handling 
this fine instrument will provide years of trouble-free operation. Please read this entire 
instruction manual carefully before attempting to place this instrument in service. Please 
keep this instruction manual available for reference. 

 Identification of parts  

AC  
adapter 

Accessory 

Power switch 

Clamp 

 

Set screw 

Flexible arm 

Rubber sheet 
3mm 
2mm 
1mm  ,1 each LED 

 Specifications 

12 VDC  
(with AC adapter)

LED 

LED Life 
Approx. 1000 HRS  
* Varies to the used 
  environment. 

Color  
temperature 6500 K 

Power  
consumption 1.4 W 

Light brightness  
(1 arm) 

Illumination 
lx 

Distance from 
light source  

mm 
30 34000 

100 11900 
＊These values are for  
    reference. 

340 g 

220 mm 

Weight 

Mounting 
post dia. 

14 to 28 mmφ 

75(W)×33(H)×58
(D) mm  
(wo/fastener and  
other projections) 

Unit body 

Arm length 

E
xt

er
na

l  
di

m
en
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on

s 



２ Remove the extra 
rubber sheets. 

３ Attach the clamp to the shoe (fastener 
portion) on the main unit, inserting until 
attached clicks. 

To remove the clamp, slide the clamp 
from right to left pushing down the  
projection at the side of the fastener. 

 Operation  

２ 

 Precautions 

Be sure to use the provided ac adapter for  power supply. 

 Caution 

 Warning and caution symbols       

 These symbols are used throughout the instruction manual to alert the user to potential  
 safety hazards as follows : 
  Warning  … Notice when incorrect handling could cause the user's death or serious 
                           injury. 
  Caution  … Notice when incorrect handling could cause injury to the user or material 
                           damage.   
 Even if the instructions do not have  Caution  mark, there are some possibilities for a 
 serious situation.  Follow the instructions. 

１ The clamp has three rubber sheets to be 
used with individual sized posts. Check 
combination of the post diameter and  
rubber sheet in the table. 

Arm or table Rubber sheets 

L-808  
Post diameter:14 mmφ 

3mm+2mm+ 
1mm 

L-521, L-523 
Post diameter:20 mmφ 2mm+1mm 

L-424  *  
Post diameter:26 mmφ 1mm 

* The L-705 can not be attached on  
   the head arm of the L-424. 



●  

●  The flexible arm is made of wound spring. Applying 
excessive force to the twisted  
direction (tightening or loosening the wound spring) 
could damage the flexible arm. When changing the 
angle of the flexible arm, bend to desired angle after 
stretching to eliminate distortion. 
 
Bending the flexible arm sharply could cause damage. 
We recommend bending gently throughout the flexible 
arm. Allowed minimum diameter of bending is 30 mm. 

Caution 

６ Turn the power switch on. Operate the 
flexible arms to illuminate the subject. 

３ 

＊ 

Position the clamp onto the post to 
desired position. Then, secure the 
clamp set screw. 

４ 

When setting on a thin post such 
as the L-808’s post, setting the 
clamp on the post before attaching 
the clamp to the main unit is  
recommended 

５ Plug the ac adapter into the wall  
outlet. Then, connect the socket of the 
ac adapter to the L-705 main unit. 

 Operation  

If use on a horizontal post,  
remove the shoe (the part which 
receives the clamp) unscrewing 
the screw in the center, then 
secure turning the projection of 
the shoe upward.  
Do not touch the projection when 
removing the shoe to prevent 
losing the spring in it. 

projection 

horizontal post 

Set on a horizontal post 



 How to replace the LED unit 

１ Remove the aluminum tube from the tip of the  
lighting portion turning counterclockwise. 

２ Draw the existing LED unit out. 

３ Remove the sockets with wires from the lead  
portion of the LED unit. 

４ Replace with a new LED unit. 
Connect the socket of the red wire to the lead  
indicated “R” on the PCB, the black wire to the 
lead indicated “B”. 

５ Check to see if it illuminates. 

６ Replace the aluminum tube screwing clockwise. 

red 

black 

R 

B 

４ 11.07A 

 Replacement parts 

L-701-1  LED Unit 

If use the L-705 on multiple  
apparatus, connecting a clamp to 
each apparatus is recommended. 

L-700-2  Clamp 

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan 
Tel   : 81-6-6567-3111   Fax : 81-6-6562-0024 


