
 

ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LFは､弊社 LF ｼﾘｰｽﾞ LED ﾗｲﾄ(｢LF1000-S｣等)『1個』､あるいは『2個』を､弊社ｽﾄﾛﾎﾞ(｢S-2000｣､
｢D-2000｣､｢Z-240｣等)『1個』と一緒に､対応するｽﾄﾛﾎﾞ/ﾗｲﾄｱｰﾑに取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝです｡ ｼﾝﾌﾟﾙなｱｰﾑ構成で､
撮影用途に合わせた複数光源での運用を実現可能です｡ もちろん､弊社 LF ｼﾘｰｽﾞ LED ﾗｲﾄのみの取り付けにも対応し
ます｡ 
ご使用には､別売の｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ｣/｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣､あるいは｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣などが必要となります｡ ご使用形態に合わせて
別途ご用意下さい｡ 
 
製品内訳 : ・ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体 ① ×1 

・ LF ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ板金 ② ×2 
・ M4x8低頭ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ③  ×8 
・ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ④ ×1 
・ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ⑤ ×1 
・ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ M6 ﾈｼﾞ⑥ ×1 
・ 六角ﾚﾝﾁ(対辺 2.5mm) ⑦ ×1 
・ 六角ﾚﾝﾁ(対辺 5mm) ⑧ ×1 
・ 使用説明書(本書) ×1 

 
対応 LED ﾗｲﾄ : ・ ｲﾉﾝ ｢LF1000-S｣ 
  ・ ｲﾉﾝ ｢LF1400-S｣ 
  ・ ｲﾉﾝ ｢LF1100-W｣ 
  ・ ｲﾉﾝ ｢LF800-N｣(*1) 
  ・ ｲﾉﾝ ｢LF2700-W｣ 
 
  (*1)対応ｽﾄﾛﾎﾞに制限があります｡(後述の｢対応ｽﾄﾛﾎﾞ｣参照の事) 
 
LED ﾗｲﾄ取付可能数 : ・「Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ｣ 使用時  ･･･ LF ｼﾘｰｽﾞ LED ﾗｲﾄを『1個』あるいは『2個』取り付け可能 

・「Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣    使用時 ･･･ LF ｼﾘｰｽﾞ LED ﾗｲﾄを『1個』取り付け可能  
・「Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ」  使用時 ･･･ LF ｼﾘｰｽﾞ LED ﾗｲﾄを『1個』あるいは『2個』取り付け可能 

 
対応ｽﾄﾛﾎﾞ(*2)(*4) : ・ ｲﾉﾝ ｢S-2000｣､｢Z-240｣ 

・ ｲﾉﾝ ｢D-2000｣､｢D-2000S｣､｢D-2000W/Wn｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢D-180｣の一部(*3)､｢D-180S｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢Z-220F｣､｢Z-220S｣の一部(*3)､｢Z-220｣の一部(*3) 

 
(*2) 本製品を使用してｽﾄﾛﾎﾞを取り付けた場合､ﾜｲﾔﾚｽ接続を行う事は出来ません｡ 

各ｽﾄﾛﾎﾞ/ｶﾒﾗｼｽﾃﾑに対応する“光 D ｹｰﾌﾞﾙ”類や電気ｹｰﾌﾞﾙなどを使用して接続を行って下さい｡ 
  

(*3) ｢D-180｣/｢Z-220｣/｢Z-220S｣各ｽﾄﾛﾎﾞでは、“ｱ
ﾀﾞﾌﾟﾀｰ/ｼﾞｮｲﾝﾄ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)”部が横
画像の右側形状の製品にのみ､本製品の取
り付けが可能です｡  
横画像の左側形状製品には本製品を取り付
け出来ません｡ ご留意下さい｡ 
 

(*4)使用 LED ﾗｲﾄが｢LF800-N｣の場合､上記ｽﾄﾛﾎﾞの内､｢S-2000｣にのみ取り付けが可能です。 
(｢D-2000｣｢Z-240｣等には取り付け出来ません｡) 

 
対応ｱｰﾑ : 別売のｲﾉﾝ｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ｣/｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣を介しての取り付け時：  

・ ｲﾉﾝ“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”､“ﾌﾛｰﾄｱｰﾑｼｽﾃﾑ” 
 
別売のｲﾉﾝ｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣を介しての取り付け時：下記“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ”  
・ ｲﾉﾝ ｢ｼｭｰﾍﾞｰｽ｣､｢ﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ｣､｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣､｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1｣､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ MV｣､｢ﾀﾞﾌﾞﾙ YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ MV｣､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ WB MV｣､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣､｢YS ｱｰﾑ MS｣､｢YS ｱｰﾑ M｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾎﾟｰﾄｱｰﾑ for MRS｣､｢ﾎﾟｰﾄｱｰﾑ for UFL-MR130 EFS60｣ 

 
取り付け方法 : LED ﾗｲﾄの取り付け 

取り付けを行う LED ﾗｲﾄの“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ”を外した後､ 
“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ”の黄色 O ﾘﾝｸﾞ 2本､黒色 O ﾘﾝｸﾞ 1本､ 
計 3本 O ﾘﾝｸﾞを外します｡ 
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黄色 O ﾘﾝｸﾞ 

2本 

黒色 O ﾘﾝｸﾞ 

1本 



Z ｼﾞｮｲﾝﾄ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 
 

｢ｽﾍﾟｰｻｰ｣が必要 
 

｢LF ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ板金｣を少し広げながら LED ﾗｲﾄの“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ”に嵌め､O ﾘﾝｸﾞ 3本を元通りにｾｯﾄし
てから“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ”を再び取り付けます｡ LED ﾗｲﾄの“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ”/“ﾊﾞｯﾃﾘｰﾎﾞｯｸｽ”O ﾘﾝｸﾞの着脱は､
必ず LED ﾗｲﾄ付属の使用説明書をご参照の上､正しく確実に行って下さい｡ 
｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣の『ﾈｼﾞ穴』に､LED ﾗｲﾄ付属のｲﾉﾝｸﾞﾘｽを塗布した後､LED ﾗｲﾄの“ﾗｲﾄﾍｯﾄﾞ”と 
｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣の向きが､下画像と同様であることを確認の上､｢LF ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ板金｣にﾈｼﾞ止め
します｡ LEDﾗｲﾄは､｢ZｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ｣｢Zｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣使用時は､右/左に１つのみ､あるいは左右両方､何れの
取り付けにも対応可能です｡｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣使用時は､｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣の取り付け方向により､左右のどちらか
片方の取り付けとなります｡(後述の｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ/Z ｼﾞｮｲﾝﾄ/Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの取り付け｣参照の事) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ/Z ｼﾞｮｲﾝﾄ/ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの準備 
 

Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡを使用する場合には､Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡにあらかじめ取り付
けられている｢M6 蝶ﾈｼﾞ｣から｢ﾜｯｼｬｰ(白色)｣を取り外して､本製品
付属の｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣に付け替えた後､改めて｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀ
ｰⅡ本体｣に｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣/｢ﾜｯｼｬｰ(白色)｣をｾｯﾄしま
す｡ 
また､｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ本体｣に､予め｢M2 ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ｣3個が取り付けられ
ている事を確認して下さい｡ 

 
Z ｼﾞｮｲﾝﾄを使用する場合には､Z ｼﾞｮｲﾝﾄにあらかじめ取り付けられている｢ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣を､本製品付属の
｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣に交換します｡ 
 
Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを使用する場合には､Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰにあら
かじめ取り付けられている｢止めﾈｼﾞ(黒色)｣か
ら｢ｽﾍﾟｰｻｰ｣を取り外して､本製品付属の｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗ
ｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ｣に付け替えた後､改めて｢Z ｱﾀﾞ
ﾌﾟﾀｰ本体｣に｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ｣/｢ｽﾍﾟｰｻ
ｰ｣をｾｯﾄします｡ 
 
誤った“ﾈｼﾞ”を組み合わせるなど､上記と異なる構成で使用した場合､ｽﾄﾛﾎﾞを破損する可能性があ
ります｡ 
 
Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ/Z ｼﾞｮｲﾝﾄ/ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰの取り付け 
｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣の､｢黒色ｺﾞﾑ(O ﾘﾝｸﾞ)｣が接着された面から､各“ﾈｼﾞ”を交換した Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ
/Z ｼﾞｮｲﾝﾄ/Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰを嵌めます｡ ｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣の反対側からから突き出した各“ﾈｼﾞ”と､
対応ｽﾄﾛﾎﾞの“ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ/ｼﾞｮｲﾝﾄ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)”とを合わせ､下記の通り正しくﾈｼﾞ止めを行いま
す｡  
● ZｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡのﾈｼﾞ止め時には､必ずZｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡにあらかじめ組み込まれている｢ﾜｯｼｬｰ(白色)｣､及び

｢M2 ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ」と､本製品付属の｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣とを使用して､本製品付属の六角ﾚﾝﾁ(対
辺 5mm)の長辺で､過度なﾄﾙｸを掛けない様にﾈｼﾞ止めを行って下さい｡ 六角ﾚﾝﾁ(対辺 5mm)の短辺を
使うなど､過度なﾄﾙｸを掛けると､ｽﾄﾛﾎﾞが破損する可能性があります｡ 

 
● Zｼﾞｮｲﾝﾄのﾈｼﾞ止め時は､Zｼﾞｮｲﾝﾄの｢蝶ﾈｼﾞ｣の挿入口がLEDﾗｲﾄの反対側にくるよう､取り付けを行

って下さい｡また､必ず Z ｼﾞｮｲﾝﾄ付属の専用工具を正しい向きで使用し､過度なﾄﾙｸを掛けない様
にご注意下さい｡ 詳細は Z ｼﾞｮｲﾝﾄ付属の使用説明書をご参照下さい｡ 

 
● Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰのﾈｼﾞ止め時には､必ず Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰにあらかじめ組み込まれている｢ｽﾍﾟｰｻｰ｣と､本製品付属

の｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ｣とを使用して下さい｡ また､｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣に接着されている
黒色の｢ｺﾞﾑ(O ﾘﾝｸﾞ)｣と､対応ｽﾄﾛﾎﾞの“ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ/ｼﾞｮｲﾝﾄ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)”の周りに接着されてい
る黒色の｢ｺﾞﾑ(O ﾘﾝｸﾞ)｣とが､どちらも脱落していない事をご確認後､ﾈｼﾞ止めを行って下さい｡ 

 
 
 
 
 
 

 
 

(取り付け方法続き) 

Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ 

｢ﾜｯｼｬｰ(白色)｣が必要 

｢M2 ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ｣ 
3個が必要 
 

Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ Z ｼﾞｮｲﾝﾄ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 
 



*1 性能､価格等､予告なしに変更する場合があります｡予めご了承下さい｡ 

*2 ｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣/｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ｣/｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰM6ﾈｼﾞ｣を含まず 
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ｽﾄﾛﾎﾞの取り付けを行わずに､LED ﾗｲﾄのみ取り付けを行う場合には､ 
右画像の通り､ｽﾄﾛﾎﾞの代わりに｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ M6 ﾈｼﾞ｣を使って､ 
同様に各“ﾈｼﾞ”を締め付け､Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ/Z ｼﾞｮｲﾝﾄ/ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 
を固定します｡ 
この際､｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ M6 ﾈｼﾞ｣にある溝と､｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣側
の凸形状とが勘合する様に取り付けを行って下さい｡ 
 

 

対応ｱｰﾑへの取り付け 
取り付けに対応する“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰ
ﾑ”､あるいは“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”/“ﾌﾛｰﾄｱｰﾑｼｽﾃ
ﾑ”に取り付けて下さい｡  
取り付け方法の詳細は､ZｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ/Zｼﾞｮｲ
ﾝﾄ/ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､および､各“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互
換ｱｰﾑ”/“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”/“ﾌﾛｰﾄｱｰﾑｼｽﾃﾑ”
付属の使用説明書をご参照下さい｡ 
 
 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについて : ・ ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後､直射日光の当たらない､風通しの
良い場所に置き､よく乾燥させて下さい｡変形や破損の原因になる為､火や熱などに直接当てな
いで下さい｡ 

・ お手入れの際､ｱﾙｺｰﾙやﾍﾞﾝｼﾞﾝ､ｼﾝﾅｰなどの有機溶剤や､防錆剤､潤滑剤､艶出し剤､洗剤(特にｱﾙｶﾘ
性洗剤)などの油脂/化学薬品を使用しないで下さい｡本製品の構成部品には､上記物質に触れる
と溶けたり､脆くなったりといった変化が起こるものがあります(ﾎﾟﾘｵｷｼﾒﾁﾚﾝなど)｡ 

・ 一週間以上ご使用にならない時には､取り付け対応製品を本製品から取り外し保管して下さい｡
長時間取り付けた状態で保管すると､取り付け対応製品に持続的に力が加わり､変形/破損等が
生じる恐れがあります｡ 

・ ｢塩噛み｣や｢電蝕｣によって､ﾈｼﾞが固着する事を防ぐ為､｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ本体｣のﾈｼﾞ穴(計 8箇所)､
および｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ M6 ﾈｼﾞ｣へ､LED ﾗｲﾄ付属のｸﾞﾘｰｽを定期的に塗って下さい｡ 
 

保管上の注意 : ・ 乾燥後は､直射日光の当たらない､風通しの良く乾燥した場所で保管して下さい｡薬品(樟脳やﾅﾌ
ﾀﾘﾝなど)の雰囲気下や､寒冷/高温/多湿環境下､温度変化の激しい場所での保管は避けて下さい｡
変形や破損､ｶﾋﾞ/錆の発生､腐蝕等の原因となります｡ 

・ お子様の手の届かない所に保管して下さい｡付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあ
ります｡万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は､直ちに医師にご相談下さい｡ 

 
取り扱い上の注意 : ・  ｢M4x8 低頭ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣や｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣/｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣の蝶ﾈｼﾞ､｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ｣

などの締め付けがきつすぎたり緩すぎたりすると､本製品や LED ﾗｲﾄ､ｽﾄﾛﾎﾞ､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ等が
脱落/破損/紛失する恐れがあります｡ 締め付けは､必要なだけしっかり行って下さい｡ 

・ 本製品取り付け後のｼｽﾃﾑ運搬時等には､ｼｽﾃﾑ自体をしっかりと持って行ない､過度な衝撃や振動､
無理な力を与えない様､十分ご注意下さい｡ 本製品や LED ﾗｲﾄ､ｽﾄﾛﾎﾞのみを持つことはおやめ下
さい｡  本製品や LED ﾗｲﾄ､ｽﾄﾛﾎﾞ､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ等が脱落/破損/紛失する恐れがあります｡ 

 
 
ｵﾌﾟｼｮﾝについて : ・ Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰⅡ      \3,200-(税抜) 

本製品と組み合わせる事で､対応する弊社 LED ﾗｲﾄ(LF1000-S 等)を､対応する“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”
規格ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄのﾎﾞｰﾙ部を持つ製品へ､｢ｸﾗﾝﾌﾟⅢ｣を介して取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝで
す｡ 
 
 
 
 

・ Z ｼﾞｮｲﾝﾄ       \1,500-(税抜) 
本製品と組み合わせる事で､対応する弊社 LED ﾗｲﾄ(LF1000-S等)を､対応する“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟ
ﾀｰ｣互換ｱｰﾑ”へ取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 
 

  ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF 主要性能 [*1]

 名称  ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF

 寸法  122.3mm(幅)×42.4mm(高さ)×52.7mm(奥行)

 本体重量 [*2]  65g (陸上) / 約35g (水中)

 本体材質 / 表面処理  POM(ﾎﾟﾘｵｷｼﾒﾁﾚﾝ)､耐蝕ｱﾙﾐ合金/硬質ｱﾙﾏｲﾄ 等

(取り付け方法続き) 


