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ｲﾉﾝ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ / AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
ｲﾉﾝ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰは､弊社 AD/28AD/SD ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞ､及び専用ｵﾌﾟｼｮﾝを､対応するｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等に
取り付け可能とする事で､水中でのｸｲｯｸな着脱/交換をｻﾎﾟｰﾄする､ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗｼｽﾃﾑのｵﾌﾟｼｮﾝﾊﾟｰﾂです｡ 
 
製品の主な特徴 

● ﾊﾞﾖﾈｯﾄ方式のｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞ取り付け部規格､ｲﾉﾝ AD/28AD/SD ﾏｳﾝﾄを､弊社ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ/YS ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾛｰﾄｱｰﾑﾎﾞﾃﾞ
ｨ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽに増設可能｡対応ﾚﾝｽﾞ/ｵﾌﾟｼｮﾝをﾜﾝﾀｯﾁで取り付け可能となります｡ 

 
製品内訳 : ・ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ] ① ×1 (AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ のみ) 

・ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴] ②  ×1 
・ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押え ③ ×1 (AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ のみ) 
・ ｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ ④ ×1 (AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ のみ) 
・ ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ⑤ ×1 (AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ のみ) 
・ 六角ﾚﾝﾁ ⑥ ×1 
・ 使用説明書(本書) ×1 

 
取り付け対応ﾚﾝｽﾞ : ・ AD ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞ関連製品 

 ｲﾉﾝ ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ｢UCL-165AD｣ 
 ｲﾉﾝ ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ｢UWL-105AD｣ 
 ｲﾉﾝ 水中ﾌｨｯｼｭｱｲｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ｢UFL-165AD｣ 

 
・ 28AD ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞ関連製品 
 ｲﾉﾝ ﾜｲﾄﾞｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ｢UWL-105 28AD｣ 
 ｲﾉﾝ ｢AD ﾏｳﾝﾄ変換ｽﾍﾟｰｻｰ for UCL-165AD｣ 

 
・ SD ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞ関連製品 
 ｲﾉﾝ 水中ｾﾐﾌｨｯｼｭｱｲｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾚﾝｽﾞ｢UFL-G140 SD｣ 
 ｲﾉﾝ 水中ﾜｲﾄﾞｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞ｢UCL-G165 SD｣ 

 
 
取り付け対応ｱｰﾑ : 本製品を取り付けるｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等によって､ 

 
1) 対応する AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰの種類 

 
が下記の通り異なります｡今一度､取り付けを行うｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽに､お手元の製品が対応し
ているかご確認下さい｡ また､ 
 

2) 本製品 1 つで増設可能な､AD ﾏｳﾝﾄの数 
3) 本製品を取り付け可能な個数 

 
が下記の通り異なります｡従って､対応するｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ等の製品 1つあたりの､AD/28AD/SD
ﾚﾝｽﾞ､及び専用ｵﾌﾟｼｮﾝを取り付け可能な数は､“2)×3)”となります｡ご留意下さい｡ 

 
● 1) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 1 種類のみ､対応する製品 【AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用)は取り付け不可】 
 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ① 2) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 1個で､1 箇所の AD ﾏｳﾝﾄを増設可能 

3) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを 1個のみ､取り付け可能 
 →【1 台のﾚﾝｽﾞを取り付け可能】 

 
・ ｲﾉﾝ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ DⅡ･ｺﾞﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ D付, ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ DⅢ･ｺﾞﾑｸﾞﾘｯﾌﾟ D 付 
・ ｲﾉﾝ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ + ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4 
・ ｲﾉﾝ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ + D ﾎﾙﾀﾞｰ 

 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ② 2) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 1個で､最大 2箇所の AD ﾏｳﾝﾄを増設可能 

3) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを 1個のみ､取り付け可能 
 →【最大 2台のﾚﾝｽﾞを取り付け可能】 

 
・ ｲﾉﾝ ｱｰﾑ SS ﾎﾞﾃﾞｨ, ｱｰﾑ S ﾎﾞﾃﾞｨ, YS ｱｰﾑ MS ﾎﾞﾃﾞｨ 

 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ③ 2) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 1個で､最大 2箇所の AD ﾏｳﾝﾄを増設可能 

3) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを最大 2個､取り付け可能 
 →【最大 4台のﾚﾝｽﾞを取り付け可能】 

 
・ ｲﾉﾝ ｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ, YS ｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ 

 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ④ 2) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 1個で､最大 2箇所の AD ﾏｳﾝﾄを増設可能 

3) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを最大 3個､取り付け可能 
 →【最大 6台のﾚﾝｽﾞを取り付け可能】 

 
・ ｲﾉﾝ ｱｰﾑ L ﾎﾞﾃﾞｨ 

 
● 1) AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用) / AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ  の 2種類が対応する製品 
 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤ 2) 何れの AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰでも､1個で､1箇所の AD ﾏｳﾝﾄを増設可能 

3) 何れの AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰでも､合計で最大 2個､取り付け可能 
 →【最大 2台のﾚﾝｽﾞを取り付け可能】 

 
・ ｲﾉﾝ ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ S ﾎﾞﾃﾞｨ, ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ, ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ ML ﾎﾞﾃﾞｨ 
・ ｲﾉﾝ ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑ S ﾎﾞﾃﾞｨ, ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄｱｰﾑ M ﾎﾞﾃﾞｨ 
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使用方法 : ・ ｸﾞﾙｰﾌﾟ①～④の対応製品に､1箇所のみ AD ﾏｳﾝﾄを取り付ける場合 【AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰのみ対応】 

AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝をｱｰﾑと合わせ､下左図の様に保持し､ｱｰﾑを挟んで反対側

から AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押えの｢INON｣ﾛｺﾞが入った面を手前にして同様に重ねます(下中央図)｡ 

そのままｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞをねじ込んで固定し､取り付け完了です(下右図)｡ 

なお､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ｣を組み合わせて､本製品を取り付け/使用する場合の詳細につきましては､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ

延長ﾊﾞｰ｣付属の使用説明書をご確認下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｸﾞﾙｰﾌﾟ②～④の対応製品に 2箇所､AD ﾏｳﾝﾄを取り付ける場合 【AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰのみ対応】 

AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝をｱｰﾑと合わせ､下左図の様に保持し､ｱｰﾑを挟んで反対側

から AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴]を手前にして同様に重ねます(下中央図)｡そのままｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを(付属の六角ﾚﾝﾁを用

いて)ねじ込み､取り付け完了です(下右図)｡ﾈｼﾞを締め過ぎるとﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ本体が破損します｡ご注意下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に､1箇所のみ AD ﾏｳﾝﾄを取り付ける場合 【AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ/ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 何れも対応】 

AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴]のﾚﾝｽﾞ取り付け側と反対の溝を､ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に備え付けられた“ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ取り付

け部”と下左図の様に合わせ､必ずｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞをねじ込み､取り付けを行って下さ

い(下中央図)｡ 

 

 

 

また､ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞでも､締め過ぎるとﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ本体が破損します｡ご注意下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に 2箇所､AD ﾏｳﾝﾄを取り付ける場合 【AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ/ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用 何れも対応】 

前項のｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に､片面のみ AD ﾏｳﾝﾄを取り付ける場合と同様に､ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品の反対側にあ

るもうひとつの“ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ取り付け部”へ､別途用意した AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用)､或いは AD ﾚﾝｽﾞﾎ

ﾙﾀﾞｰに含まれる AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[穴]を取り付けます｡【都合､AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ(ﾌﾛｰﾄｱｰﾑ用)､或いは AD ﾚﾝｽﾞﾎ

ﾙﾀﾞｰが､合計 2つ必要となります｡ご留意下さい｡】 

 

・ AD/28AD/SD ﾏｳﾝﾄｼﾘｰｽﾞﾚﾝｽﾞの取り付け方法 

各 AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ/28AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ/SD ﾏｳﾝﾄｹｰｼﾞ､或いは 28AD ﾎﾟｰﾄへの取り付け法と同じです｡各ﾚﾝｽﾞ付属の使用

説明書内､｢取り付け方法｣の項にて､｢AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ(or 28AD ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ or 28AD ﾎﾟｰﾄ)指標 A｣/｢同指標 B｣を､

夫々｢AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ指標 A｣/｢同指標 B｣と読み替えて下さい｡ 

 

ADﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞをねじ込むと､ｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品が破損します｡必ずｸﾞﾙｰﾌﾟ⑤対応製品に

付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを使用して取り付けを行う様､十分ご注意下さい(下右図)｡ 
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