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ｲﾉﾝ Z ｼﾞｮｲﾝﾄ 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
ｲﾉﾝ Z ｼﾞｮｲﾝﾄは､弊社外部ｽﾄﾛﾎﾞ(｢S-2000｣､｢D-2000｣､｢Z-240｣等)や､弊社 LED ﾗｲﾄ(｢LE250｣等)専用の“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”を､
“｢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｡特に､弊社｢ｼｭｰﾍﾞｰｽ｣/｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1｣/｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣
/｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣を組み合わせる事で､ｺﾝﾊﾟｸﾄ/ｼﾝﾌﾟﾙに外部ｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄの取り付けが可能です｡ 
 

製品内訳 : ・ Z ｼﾞｮｲﾝﾄ本体① ×1 

・ 専用工具②  ×1 

・ 使用説明書(本書) ×1 
 
対応ｽﾄﾛﾎﾞ/ : ・ ｲﾉﾝ S-2000 ､ Z-240 ､ D-2000 ､ D-2000S ､ 

D-2000W/Wn ､ D-180の一部(*) ､ D-180S ､ 
Z-220F ､ Z-220Sの一部(*) ､ Z-220の一部(*) 

・ ｲﾉﾝ ﾀﾞﾌﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE ､ ｸｱｯﾄﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE 
・ ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE 

 
(*) 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｡ 
 
 
対応 : ・ 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 M1､ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4､ D ﾎﾙﾀﾞｰ､ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ､ 

YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､ 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、 YS ｱｰﾑ MS､ YS ｱｰﾑ M､ 
ﾎﾟｰﾄｱｰﾑ for MRS､ ﾎﾟｰﾄｱｰﾑ for UFL-MR130 EFS60 

 
ｽﾄﾛﾎﾞ/ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ : ｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ｣以外に本製品を取り付ける場合 

下画像の通り､蝶ﾈｼﾞの部分を外した｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ本体｣を､対応“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”､あるいは､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)”に､付属の専用工具にて固定します｡ 
この際､専用工具の短辺[ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの被覆が掛かっている方]ではなく､長
辺をｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞに差し込み､適度なﾄﾙｸで締め付けを行なって下さい｡ 
専用工具以外の六角ﾚﾝﾁや､専用工具の短辺をｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞに差し込み､締め
付けを行なったり､必要以上に強く締め付けを行なったりすると､ｽﾄﾛﾎﾞ
側の“Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ/YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)”や“ｱｰﾑ台”部分が破損
する可能性がありますので十分ご注意下さい｡ 
 
｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ｣に本製品を取り付ける場合 

蝶ﾈｼﾞの部分を外した｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ本体｣を､ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰの“ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ/ｼﾞｮｲﾝﾄ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)”へ取り付
ける前に､本製品のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを取り外して､ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ付属のｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞと交換する必要があります｡ 
詳細は､ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ付属の使用説明書をご参照下さい｡ 
 
本製品の取り付け方向 

左画像の通り､用途に合わせて 2通りをお選び頂けます｡ 

但し､組み合わせる“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ”などによっ

ては､ｽﾄﾛﾎﾞの可動範囲や､“光 D ｹｰﾌﾞﾙ類”/“ｽﾄﾛﾎﾞ

側ﾐﾗｰﾕﾆｯﾄ”の取り回しなどに制限が加わる可能性が

ありますのでご留意下さい｡ 
 

 

“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣ : 取り外した蝶ﾈｼﾞの部分を｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ本体｣に再び捩じ込み､“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換
ｱｰﾑ”に取り付けます(右画像は､“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ”の｢ｼｭｰﾍﾞｰｽ｣に取り
付けを行っている所)｡ 
 

 
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(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄなど)｡ 

“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ” 
 

蝶ﾈｼﾞ 

ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ 

(2012年 3 月現在) 

(2012年 3 月現在) 

 

への取り付け 

互換ｱｰﾑ“ 
への取り付け 
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有限会社 ｲﾉﾝ  
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9 

Tel.   0467-48-2174  
Fax.   0467-48-2178  
E-mail support@inon.co.jp  
URL    http://www.inon.co.jp/ 

 
2012年 3 月 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｡ 

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 : ・ ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/蝶ﾈｼﾞの締め付けが緩いとﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾄﾛﾎﾞ本体等が脱落/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｡ 
 

ｵﾌﾟｼｮﾝについて : ・ ｼｭｰﾍﾞｰｽ       \3,500-(税抜) 
ﾎｯﾄｼｭｰ(ｱｸｾｻﾘｰｼｭｰ)を装備した下記取り付け対応ﾊｳｼﾞﾝｸﾞに､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部

を増設｡ 本製品と組み合わせる事で､対応ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ/対応ｽﾄﾛﾎﾞ間のﾜｲﾔﾚｽ接続にも対応し､

最小構成でｺﾝﾊﾟｸﾄに外部ｽﾄﾛﾎﾞや LED ﾗｲﾄを取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 

ｺﾝﾊﾟｸﾄな構成ながら､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部が基部より 45°傾いており､更に基部

が 360°回転する構造ですので､良好なｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄの取り回しを実現します｡ 
 

・ ﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ       \2,400-(税抜) 
自転車のﾊﾞｰなど､棒状の部材に｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部を増設する汎用ｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 

本製品と組み合わせる事で､様々な場所へ LED ﾗｲﾄや外部ｽﾄﾛﾎﾞの取り付けが可能となります｡ 

｢LE250｣LED ﾗｲﾄと｢ｽﾄﾛﾎﾞﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣との組み合わせを､本製品と｢ﾊﾞｰﾎﾙﾀﾞｰ｣を使って 

自転車に取り付け､ｻﾌﾞﾗｲﾄとして使用するなど､様々な用途でご活用頂ける様になります｡ 
 

・ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4      \8,000-(税抜) 
新開発の“SPS(ｽﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄｼｽﾃﾑ)”を搭載し､多くのﾊｳｼﾞﾝｸﾞへ直接取り付け/｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣

互換ｱｰﾑ接続部の増設を実現｡ 本製品と組み合わせる事で､対応ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ/対応ｽﾄﾛﾎﾞ間のﾜｲ

ﾔﾚｽ接続にも対応し､ｼﾝﾌﾟﾙに｢S-2000｣等のｽﾄﾛﾎﾞを取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 

各種ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞ用“ﾏｳﾝﾄﾍﾞｰｽ”の取り付けはもちろん､ｲﾉﾝ“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”/専用ｵﾌﾟｼｮﾝ製

品の追加で､複雑なﾗｲﾃｨﾝｸﾞにも対応する(ｽﾄﾛﾎﾞの位置を調節可能な)構成や､多灯構成へ

の拡張が可能です｡ 
 

・ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1      \12,000-(税抜) 

ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞｼｽﾃﾑ規格などのﾃﾞｼﾞﾀﾙ一眼ｶﾒﾗ用､中型防水ﾊｳｼﾞﾝｸﾞに対応するﾍﾞｰｽ｢D ﾍﾞｰｽ M1｣

に､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣を組み合わせ､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ/ｸﾞﾘｯﾌﾟ機能をﾌﾟﾗｽしたｾｯﾄ製品｡ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

へは､2 本の三脚ﾈｼﾞで確実に固定できます｡ ﾍﾞｰｽの底面には脚を装備し､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞを置いた

際の安定性を高めています｡ ｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣を更に 1個増設して､ｽﾄﾛﾎﾞを左右に取り付けた多灯

ｼｽﾃﾑを構築する事も簡単です｡ 
 

・ D ﾎﾙﾀﾞｰ       \4,000-(税抜) 
｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽD4｣/｢ﾋﾞﾃﾞｵﾍﾞｰｽ･V1｣に組み合わせる事で､｢YSｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部/ｸﾞﾘｯﾌﾟ/ﾎ

ﾙﾀﾞｰ部を増設可能なｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 

2灯以上のｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄ増灯や､両手でのｼｽﾃﾑ保持を可能とします｡ 
 

・ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ      \2,100-(税抜) 
｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣或いは｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣/｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1｣の“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ”部分を延長する

事で､｢AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ｣/｢M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S｣などを取り付け可能とするｵﾌﾟｼｮﾝです｡ 

本製品(｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣)の取り付けは勿論､対応するｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞを保持可能になりますので､水中

での着脱/交換や､複数ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞでの運用を容易にします｡ 
 

・ YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ MV      \  900-(税抜) 
・ ﾀﾞﾌﾞﾙ YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ MV    \1,600-(税抜) 
・ YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ WB MV    \1,600-(税抜) 

本製品を取り付け可能な､ｲﾉﾝｱｰﾑⅡ規格のﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄです｡ 

ｲﾉﾝの豊富なｽﾄﾛﾎﾞｱｰﾑを接続可能となります｡ 

 
・ YS ｱｰﾑ MS       \7,500-(税抜) 
・ YS ｱｰﾑ M      \7,500-(税抜) 

ｱｰﾑ端の片側が“ｲﾉﾝｱｰﾑⅡ規格のﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ”､もう片側が“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部”となっているｽﾄ

ﾛﾎﾞ/ﾗｲﾄｱｰﾑです｡“｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣互換ｱｰﾑ接続部”へ､本製品を介して直接､外部ｽﾄﾛﾎﾞや LED ﾗｲﾄを取り付け

可能です｡｢ｸﾗﾝﾌﾟ｣等が必要ない､ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな構成となります｡ 

 
 

  ｲﾉﾝ Zｼﾞｮｲﾝﾄ 主要性能 [①]
 名称  Zｼﾞｮｲﾝﾄ
 寸法  24mm(幅)×40mm(高さ)×32.5mm(奥行)
 本体重量  46g (陸上) / 約23g (水中)
 本体材質 / 表面処理  ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ / ｽﾃﾝﾚｽ等
 付属品  専用工具×1
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