
 

ｲﾉﾝ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
ｲﾉﾝ D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰは､弊社｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣「D ﾎﾙﾀﾞｰ」「ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1」に取り付ける事で、「LD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S」,「M67
ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S」または「AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ」を取り付ける機能を追加するｵﾌﾟｼｮﾝ製品です｡ 
ご使用のｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞやｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄにより､本製品の取り付け方法や､必要となる別売ｵﾌﾟｼｮﾝが異なります｡後述の
｢作業手順/確認事項｣にてご確認下さい｡ 
 
 
製品内訳 : ・D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ本体①  ×1 

・D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰｽﾍﾟｰｻｰ ② ×1 
・ｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ③   ×1 
・M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ④  ×1 
・M6 ﾜｯｼｬｰ ⑤   ×1 
 

 
取り付け対応製品 : ・ ｲﾉﾝ ｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣ 

・ ｲﾉﾝ ｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣ 
・ ｲﾉﾝ「ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ M1」 

 

取り付け対応製品 : 本製品にｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞを取り付けるためには、「ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ」を別途お買い求めいただく必要があり
ます。ご使用になるｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞに対応するﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをご用意ください。 

 

・AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ（片面のみ取り付け可能） 
・M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S 
・M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ W（片面のみ取り付け可能） 
・LD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S 
・LD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ W（片面のみ取り付け可能） 

 

 

｢D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ｣ : 本製品の、ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4/D ﾎﾙﾀﾞｰへの取り付け方は 2 ﾊﾟﾀｰﾝあります。取り付けを行うﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ、
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾚﾝｽﾞ、ｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄ、ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑに合わせてお選びください。 

 
ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4/D ﾎﾙﾀﾞｰのｶﾒﾗ側(内側)に取り付ける場合 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4/D ﾎﾙﾀﾞｰのｶﾒﾗと反対側(外側)に取り付ける場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ本体を、ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4/D ﾎﾙﾀﾞｰに、付属の M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M6 ﾜｯｼｬｰ各 1 個にて仮止
めします。次に、付属のｽﾍﾟｰｻｰを D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ本体の穴と D ﾎﾙﾀﾞｰのｽﾄﾛﾎﾞ取り付け穴にはめ込み
ます。そのまま M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞを(ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4/D ﾎﾙﾀﾞｰ付属の六角ﾚﾝﾁを用いて)ねじ込み固定します。 
②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 D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰと合わせ､D ﾎﾙﾀﾞｰを挟んで反対側
からﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押えを重ねます｡ 
③本製品付属のｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞをねじ込んでﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを固定し、取り付け完了です。 
 
 

ｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ 

の取り付け 

【ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ】 
 (2011年 12月現在) 

【ﾍﾞｰｽ】 
 

① 

ｻﾑﾉﾌﾞﾈｼﾞ 

① ③ 

M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

M6 ﾜｯｼｬｰ 

ｽﾍﾟｰｻｰ 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押さえ 

② 

AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]は、必ず D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ側に取り付けてください。ｽﾍﾟｰｻｰ(D ﾎﾙﾀﾞｰ)側に取
り付けると、ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰを破損する恐れがあります。 

ｽﾍﾟｰｻｰ 

M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

M6 ﾜｯｼｬｰ 

② 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ押さえ 

③ 

(2011年 12月現在) 

LD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ 



“ｽﾄﾛﾎﾞ”/ : 本製品への､“ｽﾄﾛﾎﾞ”/“LED ﾗｲﾄ”の取り付け方法には､以下 3 ﾊﾟﾀｰﾝがあります｡ 
 

(A) ｲﾉﾝ ｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣を装着済みの“ｽﾄﾛﾎﾞ”または“LED ﾗｲﾄ”を､直接取り付ける場合､ 
あるいは､ｲﾉﾝ ｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣を装着済みの“LED ﾗｲﾄ”を､直接取り付ける場合 

(B) ｲﾉﾝ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ｣､｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ｣を本製品に取り付け､“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”製
品を介して､“ｽﾄﾛﾎﾞ”/“LED ﾗｲﾄ”を取り付ける場合 

(C) ｲﾉﾝ ｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣を本製品に取り付け､“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”製品を介して“ｽﾄﾛﾎﾞ”/“LED ﾗｲﾄ”
を取り付ける場合 

 
(B)/(C)の場合､上記製品のほか､実際に“ｽﾄﾛﾎﾞ”/“LED ﾗｲﾄ”を取り付けるまでに｢ｸﾗﾝﾌﾟ｣､｢Z ｱﾀﾞﾌﾟ
ﾀｰ｣､｢YS ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣､｢ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨ｣といった“ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑ”製品を別途ご用意頂く必要があります｡“ｱｰﾑ
Ⅱｼｽﾃﾑ”構成詳細や､対応ｽﾄﾛﾎﾞにつきましては､本製品のご購入店へお問合せ頂くか､弊社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ､
ｽﾄﾛﾎﾞ付属の使用説明書をご参照下さい｡ 
なお、弊社ﾜｲﾔﾚｽ対応ｽﾄﾛﾎﾞとのﾜｲﾔﾚｽ接続は、ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰがｶﾒﾗ側ﾐﾗｰの反射光を遮ることがあるため、
非対応とさせていただきます。光ｹｰﾌﾞﾙ接続にてご使用ください。 
 
(A)の場合 
｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣､｢D ﾎﾙﾀﾞｰ｣付属の D ﾎﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｰｻｰを､D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ本体のｽﾄﾛﾎﾞ取り付け穴(左下画
像中､矢印で示した穴)にはめ込みます｡この状態で､あらかじめ｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣を装着済みの対応ｽﾄﾛﾎﾞ
/LED ﾗｲﾄや、｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣を装着済みの LED ﾗｲﾄを取り付けて下さい｡詳細は､｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣｢ｼﾝｸﾞ
ﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣付属の使用説明書をご参照下さい｡なお､D ﾎﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｰｻｰをはめ込む方向は､｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣
/｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣の金属製ﾈｼﾞが接する方向から(＝蝶ﾈｼﾞをねじ込むのと反対方向から)となり
ます｡反対方向からはめ込んだ場合､｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣/｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣の金属製ﾈｼﾞが､D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ
を傷つけてしまいます｡ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(B)の場合 
｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ｣､｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ｣付属の M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M6 ﾜｯｼｬｰを使って､D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ
本体のﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ取り付けﾈｼﾞ穴(左下画像中､矢印で示したﾈｼﾞ穴)に､夫々ﾈｼﾞ止め可能です｡ま
た､上記製品の取り付け場所/方向は､右下 2画像のように、ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰの反対側となります｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(C)の場合 
｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣付属の止めﾈｼﾞ(M6､黒色)とｽﾍﾟｰｻｰ(黒色)を使って､D ﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ本体の Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ取り
付けﾈｼﾞ穴(左下画像中､中央の矢印で示したﾈｼﾞ穴)に､ﾈｼﾞ止め可能です｡なお､｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣は､事前
に付属の M2 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M2 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ各 3個を､下画像の通り組み付けておく必要があります｡詳細
は､｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣付属の使用説明書をご参照下さい｡また､｢Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣の取り付け場所/方向は､右下 2
画像のようにﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰの反対側となります｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“LED ﾗｲﾄ”/ 

ｱｰﾑⅡｼｽﾃﾑの取り付

 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

内側に装着した場合 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

外側に装着した場合 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

内側に装着した場合 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

外側に装着した場合 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

内側に装着した場合 

ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰをDﾎﾙﾀﾞｰの

外側に装着した場合 
D ﾎﾙﾀﾞｰｽﾍﾟｰｻｰを

はめ込む 

Z ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰに M2 ｷｬｯﾌﾟﾈ

ｼﾞ/M2 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

を組み付ける 



*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｡ 

有限会社 ｲﾉﾝ                       
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9 
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178 

E-mail support@inon.co.jp     
URL    http://www.inon.co.jp/ 

 
2011年 12月 

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(POM など)｡ 

・ 電蝕によるｻﾋﾞを防ぐ為に､金属製の各ﾈｼﾞ部へ､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ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 : ・ M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞが適切に締め付けられていないと､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾄﾛﾎﾞ本体/LED ﾗｲﾄ本体等が脱

落/破損/紛失する恐れがあります｡取り付け作業の各項目を今一度ご確認の上､正しく行なって
下さい｡ 

・ 本製品取り付け後のｼｽﾃﾑ運搬時等には､取り付け対応【ﾍﾞｰｽ】をし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｡また､本製品自体や取り付け対応製品【ﾚ
ﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ】などを持つことはおやめ下さい｡何れの場合にも､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 ｼﾞｮｲﾝﾄ       \1,500-(税抜) 

対応する弊社ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ対応外部ｽﾄﾛﾎﾞ(｢S-2000｣､｢D-2000｣､｢Z-240｣等) や､対応

するﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類(｢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｣等)を､本製品を始めと

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｡特に､本製品や「D

ﾎﾙﾀﾞｰ」｢ｼｭｰﾍﾞｰｽ｣と組み合わせる事で､ｺﾝﾊﾟｸﾄ/ｼﾝﾌﾟﾙに外部ｽﾄﾛﾎﾞの取り付けが可

能です｡ 

 

・ ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE     \2,000-(税抜) 

LED ﾗｲﾄ製品 1個を､“｢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､本製品や「D ﾎﾙﾀﾞｰ」｢ｼｭｰﾍﾞｰｽ｣と組み合わせる事で､ｺﾝﾊﾟｸﾄ/手軽にｶﾒﾗｼｽﾃﾑへ

の取り付けが可能となります｡ 

 

・ M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ S      \4,200-(税抜) 

・ M67 ﾏｳﾝﾄのﾚﾝｽﾞを、ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨに取り付けできるようにするﾊﾟｰﾂです。水中でのﾚﾝ

ｽﾞ交換、持ち運びに役立ちます。 

 

・ AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ      \3,800-(税抜) 

AD ﾏｳﾝﾄおよび 28AD ﾏｳﾝﾄのﾚﾝｽﾞを、ｱｰﾑﾎﾞﾃﾞｨに取り付けできるようにするﾊﾟｰﾂで

す。水中でのﾚﾝｽﾞ交換、持ち運びに役立ちます。本製品には、AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ[ﾈｼﾞ]

のみ使用。 

 

・ 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｡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｡本製品と組み合わせる事

で､M67 ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰ/AD ﾚﾝｽﾞﾎﾙﾀﾞｰが取り付け可能となります。 

 

・ 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｡ 

 

 

 
 
 
 
 

  ｲﾉﾝ Dﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ 主要性能 [*1]
 名称  Dﾎﾙﾀﾞｰ延長ﾊﾞｰ
 寸法  25mm(幅)×91mm(高さ)×10mm(奥行)
 本体重量  53g (陸上) / 約34g (水中)
 本体材質 / 表面処理  耐蝕ｱﾙﾐ合金/硬質ｱﾙﾏｲﾄ 等


