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インジケーターライト
インジケーターライトはライトの後方にあります。

バッテリー残量表示
バッテリー残量LEDは表示ウィンドウの下
にあります。LEDの色がバッテリー残量を示
します。

緑:                100%   -     75%   
橙色:            75%   -     50% 
赤:            50%   -     5%
赤の点滅:  25%   -     0%

LEDプレートがされると、モードスイッチがダイブモードに設定されるとバッ
テリー残量LEDが点灯します。ただし、ライトが低出力シャットダウンとなっ
た場合はその限りではありません。

充電状態
ライトの充電中は、ライト出力状態LEDは左から右に点滅します。バッテリー
残量LEDの色は赤から緑に変わり、その充電状態を示します。 

赤の点滅：   0～50% 充電   
橙色の点滅：   50～75% 充電   
緑の点滅：   75～100% 充電   
緑：  100% 充電

低出力シャットダウン
バッテリーがなくなると、バッテリー残量LEDは5秒間赤の点滅を続け、その
後ライトは完全に停止します。  
注意：低出力シャットダウン後、ライトは充電するまで点灯することできませ
ん。

ライト出力状態
ライト出力状態のLEDはバッテリー残量LEDの上にある7つのLEDです。こ
れはSola 4000の光度を以下のように示します。

1 LEDs =   500 ルーメン  
2 LEDs =   750 ルーメン 
3 LEDs = 1000 ルーメン  
4 LEDs = 1500  ルーメン 
5 LEDs = 2000  ルーメン  
6 LEDs = 3000  ルーメン 
7 LEDs = 4000  ルーメン 

SOSモード
ライトがSOSモードの場合、ライト出力状態LEDはライトと同じタイミングで
SOS点滅し、バッテリー残量LEDは消えます。

検知器
Sola 4000が漏電を検知すると、ライトは自動的に消え、ライト出力状態
LEDは左から右また左へのパターンで点滅します。漏電が示された場合は、
ライトを充電しないでください。 

点滅しているライト出力状態LEDを消すには、オン/オフスイッチを前方また
は後方に2秒間押し続けます。

した場合、Sola 4000は点灯しません。修理のため一度工場へお送りくださ
い。   
http://www.uwimaging.com/support

905-0376-A
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ヒント
• Sola 4000を最光度での使用を避けるとバッテリーを長持ちさせることができ
ます。Sola 4000にはストラップ取り付け用のD字型のリングが付属しています。
ライトは緩んだときのために、ハウジングにつないでおくことをお勧めします。
•   ¾インチLoc-lineアームを使用する場合は、¾インチLoc-lineのベースを掴ん
でライトの位置を固定してください。これにより、ライトがアームから落下すること
を防ぎます。

標準保証
Light & Motionは、その製品の当初の購入者に対して、通常の使用およびサー
ビスにおける、当初の仕上がりおよび材質のすべての欠陥に対して、以下の例外
を除き、購入日から2年間の限定保証を提供します。 
• バッテリー90日間保証 • 表面の色褪せ
Light & Motionは、本製品の販売または使用に直接的または間接的に起因す
る、付随的または結果的損害を含む、一切の損失、損害、費用について賠償責任
を負わないものとします。Light & Motion製造以外の製品は、Light & Motion
の保証対象ではありません。 

重要な情報：
• ライトは常に完全充電の状態で保管してください  •  旅行中または保管中はコ
ントロールスイッチを必ずロックしてください •  機器を決してすすぎ用バケツに
放置しないでください。他の機器により、損傷する可能性があります •潜水使用後
は毎回、真水ですすいでください。
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ステップ1：
警告
本説明書をよくお読みください。Sola 4000は、プロ仕様の水中ビデオライトで
強力な光と熱を発生します。お取り扱いには十分気を付けてご使用ください。  

- Sola 4000を水中以外で一度に数秒以上点灯させないでください。周
囲の水で冷却されるよう設計されており適切に冷却されない場合、過熱
する恐れがあります。  

- 点灯中は、Sola 4000のLEDを直接見ないでください。  
- Sola 4000には、旅行用に完全に回路からバッテリーを遮断するハード

オフスイッチまたはモードスイッチが付いています。また、空港でセキュリ
ティに要請された場合、LEDプレートを取り外すことができます。

 5.     充電ピン 
 6.     明るさインジケータ表示
 7.     バッテリー状態LED
 8.     D字型リング
 9.     マウントプレート

1.    ベゼル
2.    LEDプレート
3.    ダイブ/トラベル 
       モードスイッチ
4.    スライドスイッチ

Sola分解図: 

ステップ2： 
初めての組み立て/旅行用安全機能
Sola 4000は出荷時に、LEDプレートは逆に取り付けられ、モードスイッチは「トラベル」
(飛行機のアイコン) に設定されています。これは、Sola 4000を旅行に携行する場合、最
も厳しい航空規則に適合するために推奨される方法です。

LEDプレートの接続
1. 1. シルバーのベゼルを回して外し、LEDプレートを取り外します。   
2. 2. OリングやSola Nightsea LEDプレートのシール面に汚れがないか確認し

ます。Oリングには薄いシリコングリースが塗られていることを確認します。 
3. 3. LEDプレートを裏返して、本体のピンとLEDプレート裏面の穴を合わせて

LEDプレートを置きます。 
4. LEDプレートを押して正しくはめ込み、ベゼルをしっかりと締めます。
ダイブ/トラベルモード 
ダイブ/トラベルモードスイッチは、物理的にリチウムイオンバッテリーを回路から遮
断します。バッテリーを接続するには、ダイアルを回して溝がスキューバダイバーのア
イコンを指すようにします。ライトは使用可能状態になります。  
スライドスイッチ
スライドスイッチは、ライトを起動して明るさを制御します。スライドスイッチは、中央
に置いてどちらかの方向に90度回すことでロックすることができます。

ステップ3： 
Sola 4000の充電

注意：Sola 4000は、LEDプレートが接続して
いないと充電しません。 

充電するには:  モードスイッチをダイブモードに回し
て、充電器をライトヘッドの後ろに接続します。背面の
ディスプレイLEDは左から右へ点灯し、ライトが充電
中であることを示します。バッテリーアイコンは充電レ
ベルを示します。

ステップ4： 
操作方法
モードスイッチをダイブに回します。スライドスイッチのロックを外し、前方または後方
に押します。ライトは、レベル4の位置で点灯します (1500ルーメン)。空気中では、ライ
トを数秒以上点灯させないでください。

• ライトの点灯中にスイッチを前方に押すと、明るさのレベルが最高の設定 (出力
レベル7) になるまで上昇します。 
• スイッチを後方に押すと明るさレベルが最低の出力設定 (出力レベル1) まで下
がります。  
• スイッチを前方または後方の位置で2秒間押し続けると、ライトは消灯します。

SOSモード
o オフから：スライドスイッチを後方に押し続けます。ライトは通常どおり点灯

しますが、4秒以上押し続けるとSOSモードが起動します。スライドスイッチ
を放します。 

o オンから：スライドスイッチを後方に押し続けます。最初にライトが消灯し、3
秒後にSOSモードで点灯します。   

o SOSモードを終了するには、スライドスイッチを後方に4秒間押し続けます。

o SOSモードから通常設定に切り替える場合、スライドスイッチを前方に押し
ます。 

Mode Switch

Slider Switch

付属品
付属品を購入するには、以下の品番を添えてLight & Motionの販売代
理店にお問い合わせください。

シアンフィルターホイール - (800-0162)
シアンフィルターは、Sola 4000のライトを周囲の太陽光の色に
適応させます。これにより、周囲光で撮影するために使うものと同
じ赤色フィルターをカメラレンズに使用できます。前景と背景を調
和した色合いで撮影することが可能です。フィルターはフィルター
ホイールに標準の37mmフィルターのネジ径で取り付けることが
できるので、カスタムフィルターを取り付けることも簡単です。

Sola 4000ビデオアームキット  - (802-0272)
このキットにより、Light & Motionのクリックリリースベースが
ある全てのBluefinまたはStingrayハウジング にSola 4000を
取り付けることができます。これを使用するには、1インチphoto
ボールマウントを3/4インチLoc-lineマウント (本キットに付属) 
に置き換える必要があります。Sola 4000をLight & Motionハ
ウジングにマウントするアームがない場合、このキットを購入して
ください。このキットは、すべてのSola 4000トラベルパッケージ
に含まれています。

Sola 4000ビデオマウントキット  - (800-0166)
このキットには、Sola 4000用の3/4インチLoc-lineマウントの
みが含まれています。すでに3/4インチLoc-lineアームをお持ち
の場合はこのキットを購入してください。

YSマウント  - (800-0188)


