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レンズユニット 

L-820-2 

取扱説明書 

 各部の名称 

このたびはホーザン Ｌ-８２０-２ レンズユニットをお買い
上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱
説明書をよく読み、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。 

凸部 

ピントリング レンズ 



  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。 

 ご使用上の注意 
本器は、Ｌ-８２０ デジタルＣＣＤカメラに標準付属のカメラ
ユニットと交換して、一般（近接でない）画像を得るための
ものです。この目的以外に使用しないでください。 

 ご使用方法 

１ Ｌ-８２０から標準のレン

ズユニットを取り外しま

す。 

Ｌ-８２０のレンズリリース

ボタンを押さえながら、レ

ンズユニットを反時計方

向に回し、手前に引くと

外れます。 

レンズリリース 
ボタン 

２ 



  ご使用方法 

３ ピントリングを回してピントを合わせ

ます。 

反時計方向に回しすぎると抜け落

ちますのでご注意ください。 

３ 

２ 

Ｌｰ８２０   

凸部 

Ｌ-８２０に本器を装着します。 

Ｌ-８２０のハンドセットの凸部と、 

本器の凸部を一直線 

に合わせて挿入し、 

時計方向にカチッと 

クリック感があるまで 

回して固定します。 
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ホーザンテクニカルホットライン  

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

製品についての技術的なお問い合わせは 

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町１－２－１２ 
東京  TEL(03)3834-5111  FAX(03)3836-0525 
大阪  TEL(06)6567-3111  FAX(06)6562-0024 

Ｌ-８２０の操作方法についてはＬ-８２０の取扱説

明書をごらんください。 

アプリケーションソフトウェアの光源設定は標準のレ

ンズユニット用のままで一般的な使用ができるよう

になっておりますが、必要に応じて光源設定を微

調整してご使用ください。 

アプリケーションソフトウェアの詳しいご使用方法は、

Ｌ-８２０に付属のＣＤ‐ＲＯＭの中の“Ｏｎ Ｓｃｒｅｅｎ  

Ｍａｎｕａｌ” をご覧ください。 

 ご使用方法 
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L-820-2 

INSTRUCTION MANUAL 

LENS UNIT 
Thank you for purchasing the HOZAN L-820-2 
LENS UNIT. 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.  

Projection tab 

Focus ring Lens 

 Identification of parts 
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Lens release 
button 

 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. 

This lens unit is for replacing the standard lens 
unit of the L-820 to acquire a normal (i,e., non 
magnified) picture. Do not use for any other  
purpose. 

 Precautions 

 Operation 

To remove the standard lens unit 
from the L-820, depress the lens 
release button and gently  
turn the lens  
counterclockwise  
while pulling. 
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３ 

３ 

 Operation 

Ｌｰ８２０   

Projection tabs 

To connect this lens unit to the L-820, bring 
the projection tabs on both the lens unit and 
the L-820 into alignment. Gently insert the 
lens unit into the L-820, then turn it clockwise 
until it locks into position. 

You can adjust the focus by rotating the 
focus ring. 
Be sure not to excessively  
turn the focus ring in  
a counterclockwise  
direction, as it may  
fall out of the unit. 



The illumination setting for the  
application software can be used just as it is 
set for the standard lens unit. However, make 
any fine adjustments you think are necessary. 
 
For operating the application software of the L
-820, choose the “On Screen  
Manual” tab from the menu in the CD-ROM 
that was provided with the L-820. 
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 Operation 

HEAD OFFICE : 1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan  
                 Tel   : (06)6562-0023 
                 F a x  : (06)6567-3115 
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