
UC-600A/iLED CAMLIGHT

この度はＵＣ-600Ａ／ｉをご利用いただき誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

■各部説明

■主な仕様
重量

定格消費電力

約280g

0 ～ 7 W
定格電圧 12V(6V～20V)

色温度

照射角度

ライティング角度

電源入力端子

タングステン光(左)
デイライト光(右)
約70 標゚準ワイドレンズ使用時
約90 超゚ワイドレンズ使用時
レンズ光軸に対して約-90 ～゚＋90゜

ミニ6ピンコネクタ
ミニ6ピンコネクタ-カムタップコネクタ
ケーブル付属
(UC-600A約20cm, UC-600 i 約50cm)

※ご注意　本仕様は予告無く変更する場合があります。
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(高輝度 7W LED 2個使用)

ミニ6ピンーカムタップ

CBP-20

税抜価格4,800円
(税込価格5,040円)

（20㎝）
CBP-50

税抜価格4,800円
(税込価格5,040円)

（50㎝）

ミニ6ピンーキャノン４ピン

CBN-50
（50㎝）

CBN-300
（3 ｍ）

税抜価格4,800円
(税込価格5,040円)

税抜価格6,000円
(税込価格6,300円)

LED CAMLIGHT NIPPON VIDEO SYSTEM

POWER DC IN

6V～20VMADE IN JAPAN

スライドシュー固定ネジ

アクセサリーシューアダプター
固定ネジ(カメラ取り付けネジ)

スライドシュー

LED(デイライト光)
LED(タングステン光)

ライト取り付け金具

リアパネル
ライト本体

電源スイッチ DC IN 6ピンコネクタ

光度調節ボリューム
(左)タングステン光
(右)デイライト光

照射レンズ
   

■外形寸法

■取扱説明
1. カメラにUC-600を固定します。

アクセサリーシューアダプターをしっかり固定します。

スライドシューをアクセサリーシューに挿入、スライドできるように
スライドシュー固定ネジを上へゆるめます。

＜アクセサリーシュータイプ＞

アクセサリーシューに挿入後、スライドシュー固定ネジでしっかり固定します。

■オプション

アクセサリーシューアダプターをはずします。

スライドシュー固定ネジでカメラネジ台座へしっかり固定します。

＜カメラネジ台座タイプ＞

2. ケーブルでカメラに接続します。

リアパネルの6ピンコネクタにケーブルを接続します。

カメラのカムタップにケーブルを接続します。

3. ライトを点灯します。

リアパネルの電源スイッチ(POWER)を ON します。

被写体への光の当たり具合(ライトの高さ, ライティング角度)を調節します。

4. 光度・色温度を調節します。

光度は、リアパネルの調節ボリュームでタングステン光、デイライト光を調節します。

蛍光灯下や屋外の日陰での照明として使用する場合は、タングステン光を減光・調節します。
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照射レンズは、使用状況に応じて交換してください。照射レンズ交換方法は裏面をご覧ください。

左右それぞれ独立して
光量が調節できます。

ライト取り付け金具

ライトの高さ、ライティング角度が
調節できます。

スライドシュー固定ネジ

アクセサリーシュー
アダプター固定ネジ
(カメラ取り付けネジ)

スライドシュー

カメラのカムタップ
へ接続します。

オプションの
キャノン4ピンケーブル
を使用して
キャノン4ピンコネクタ
出力の DC電源へ接続
できます。

ライティング
角度調節

ライトの高さ調節

アクセサリーシューアダプター

ディフューザー

標準ワイドレンズ×2
超ワイドレンズ×2   付属

寸法 (W×H×D) 66 mm × 36 mm × 83 mm

付属品
ミニ6ピンコネクタ-カムタップコネクタ
ケーブル, アクセサリーシューアダプター,
照射レンズ(本体装着済み標準ワイド×2,
付属超ワイド×2), 取扱説明書　

(UC-600A付属品) (UC-600 i 付属品)

キャノン4ピンコネクタ
ピンアサイン

1     GND
2      NC
3      NC
4     +12 V DC

1     GND
2    +12 V DC
3      NC
4      NC
5      NC
6      NC

ミニ6ピンコネクタ
ピンアサイン

LED CAMLIGHT NIPPON VIDEO SYSTEM

POWER DC IN

6V～20VMADE IN JAPAN

(リアパネル) CAMLIGHT カムライトは株式会社日本ビデオシステムの登録商標です。

午前10時～12時・午後1時～6時まで  (土・日・祝日を除く)
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■照射レンズの交換方法

1. 前面パネル(前面ディフューザー)のネジ4本をはずします。

2. 前面ディフューザー、レンズ押えプレートをはずします。
       レンズ押えプレートは、表裏、上下があります。

3. 照射レンズを交換します。
      照射レンズは、縦横の方向があります。 LED(デイライト光)

LED(タングステン光)

ライト本体

照射レンズ
   

ディフューザー

標準ワイドレンズ×2

レンズ押えプレート   

超ワイドレンズ×2

ネジ M3-8mm ×4

レンズ押えプレート 表面(前面ディフューザー側) 裏面(照射レンズ側)

上

下短

長

照射レンズを押える溝

標準ワイドレンズ(照射角 約70° ) 超ワイドレンズ(照射角 約90° )
同心円の凹凸溝があるもの 曲面レンズになっているもの

横方向

(出荷時装着) (付属部品)

照射レンズを交換することにより、照射角を 約70° ←→約90° 
に変えることができます。

前面

背面 (LED 側)

レンズ

LED 挿入部

照射レンズ  側面

レンズ押えプレート
 挿入部

4.   組み立て方法

4-1. 使用するレンズを、LED の
      縦横方向に合わせて置きます。

4-2. レンズ押えプレートを、
      表裏、上下を間違えないように
      レンズおよび本体外枠の溝に
      合わせて落とし込みます。

4-3. 前面パネル(ディフューザー)
      およびレンズ押えプレートを
      4本のネジで固定します。

照射レンズ

レンズ押えプレート

表(前面)
上

下

溝

前面パネル(ディフューザー)

上下方向

LED

LEDに向きを
合わせて置く

UC-600A/iLED CAMLIGHT

CAMLIGHT カムライトは株式会社日本ビデオシステムの登録商標です。

午前10時～12時・午後1時～6時まで  (土・日・祝日を除く)
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