
 
 
ｲﾉﾝ ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
ｲﾉﾝ ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2 は､弊社「X-2」ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞや、「ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞｰⅢｾｯﾄ」等に、弊社「ｼｭｰﾍﾞｰｽ」を直接取り付
けるための追加ｵﾌﾟｼｮﾝです。弊社｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣や“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”を組み合わせる事で､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)をｺﾝﾊﾟｸﾄに取り付けることが可能となります｡ 

 
 

製品内訳 : ・ ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2本体 ① ×1 

・ M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ②  ×2 

・ M6 ﾜｯｼｬｰ ③   ×2 

・ M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ④  ×2 

・ M5 ﾜｯｼｬｰ ⑤   ×2 

・ M6六角ﾚﾝﾁ ⑥  ×1 

・ M5六角ﾚﾝﾁ ⑦  ×1 

・ 使用説明書(本書)  ×1 

 
 

取り付け対応製品 : X-2 ｼﾘｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 
  ・ ｲﾉﾝ X-2 for EOS10D、X-2 for EOS10D BK 

 ・ ｲﾉﾝ X-2 for EOS20D、X-2 for EOS20D BK、X-2 for EOS20D BK(TM) 

 ・ ｲﾉﾝ X-2 for EOS30D BK(TM) 

 ・ ｲﾉﾝ X-2 for EOS50D/40D 

 ・ ｲﾉﾝ X-2 for EOS60D 

 ・ ｲﾉﾝ X-2 for GF1、X-2 for GF2 

 

 

 ｱｰﾑｼｽﾃﾑ関連製品 

 ・ ｲﾉﾝ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞｰⅢｾｯﾄ 

 ・ ｲﾉﾝ ﾎﾙﾀﾞｰⅡｸﾞﾘｯﾌﾟｾｯﾄ 

 ・ ｲﾉﾝ ﾎﾙﾀﾞｰﾍﾞｰｽ 

 ・ ｲﾉﾝ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞｰｾｯﾄ 

 ・ ｲﾉﾝ ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞｰⅡｾｯﾄ 

 

 他社ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 

取り付ける 2つのﾈｼﾞ穴が条件を満たす場合、他社製ﾊｳｼﾞﾝｸﾞにも取り付けることが出来ます。詳細は次頁「他

社製ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ等に取り付ける場合」を参照ください。 

 

 
取り付け方法 : ｲﾉﾝ ｢X-2｣ｼﾘｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞに取り付ける場合 

① ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2本体を、「X-2」ｼﾘｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ上部に 2か所ある「ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ取り付けﾈｼﾞ穴(M6)」

に、付属の M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M6 ﾜｯｼｬｰ各 2個にて取り付け、付属の M6六角ﾚﾝﾁを用いてねじ込み固定します。 

② ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2に「ｼｭｰﾍﾞｰｽ」を取り付けます。ｼｭｰﾍﾞｰｽ取り付け方法の詳細につきましては、「ｼｭｰﾍﾞｰ

ｽ」付属の使用説明書をご確認ください。 

③ 弊社｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣や“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”を組み合わせた､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)を、ｼｭｰﾍﾞｰｽに取り付けます。｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣や“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”の「蝶ﾈｼﾞ」が、「X-2」ｼﾘｰｽﾞ

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞに組み合わせている“光 D ｹｰﾌﾞﾙ類”や“電気ｹｰﾌﾞﾙ”に干渉し、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｡ 
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*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｡ 

 : ｲﾉﾝ ｱｰﾑｼｽﾃﾑ関連製品に取り付ける場合 

上記ｲﾉﾝ「X-2」ｼﾘｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞに取り付ける場合と同様にして、付属の M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M6 ﾜｯｼｬｰ各 2個にてｱｰﾑｼｽﾃ

ﾑ関連製品に固定し、ｼｭｰﾍﾞｰｽを取り付けます。弊社｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣や“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”を組み合わせた､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)を、ｼｭｰﾍﾞｰｽに取り付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : 他社製ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ等に取り付ける場合 

ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2 にある 3 つの取り付け穴“A”“B”“C”のうち 2 つを使って、

付属の M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M6 ﾜｯｼｬｰ、または M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ/M5 ﾜｯｼｬｰ各 2個にて固定します。 

取り付ける製品には、ﾈｼﾞの深さが 7mm以上の M6または M5のﾈｼﾞ穴が 2つ必要です。

また、ﾈｼﾞ穴の中心から中心までの距離が以下の場合取り付けることが出来ます。 

M6 ﾈｼﾞ：取り付け穴 A-Bまたは C-Bで固定する場合  14～15mm 

 取り付け穴 A-Cで固定する場合   28mm～30mm 

M5 ﾈｼﾞ：取り付け穴 A-Bまたは C-Bで固定する場合  13.5～15.5mm 

 取り付け穴 A-Cで固定する場合   27～31mm 

弊社「ｼｭｰﾍﾞｰｽ」や｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣、“ﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ類”が、ﾊｳｼﾞﾝｸﾞやﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属品に干渉しないことを確認の上、ご

使用ください。万一､｢当作業等｣を行う事によって不具合(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ本体､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属品､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ内にｾｯﾄするｶﾒ

ﾗ本体等の不具合等)が生じた場合､弊社は一切､その責任を負いかねます｡ 

 
 

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｡ 

・ 電蝕によるｻﾋﾞを防ぐ為に､金属製の各ﾈｼﾞへ､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付属のｸﾞﾘ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｡ 

・ 一週間以上ご使用にならない時には､本製品を対応ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ｸﾞﾘｯﾌﾟ等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､変形や電蝕によるｻﾋﾞ等が発生する恐れがあります｡ 

・ 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/M5 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/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｡ 

・ ｼｭｰﾍﾞｰｽの取付ﾀﾞｲｱﾙが適切に締め付けられていなかったり､ｼｭｰﾍﾞｰｽ本体が正しい位置に取り付けられてい

なかったりすると､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/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｡前記取り付け

方法の項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､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ｸﾞﾘｯﾌﾟ等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｡また､本製品自体や“取り付け対応製品【ｽﾄﾛﾎﾞ/LED ﾗｲﾄ】”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/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｡ 

 
 
ｵﾌﾟｼｮﾝについて : ・ ｼｭｰﾍﾞｰｽ       \3,500-(税抜) 

本製品(｢ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ X-2｣)と組み合わせる事で､｢X-2｣ｼﾘｰｽﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞｰⅢｾｯ
ﾄ｣等に、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｡ 

 

 
 
 
 

 

② ③ ① 
ｼｭｰﾍﾞｰｽ 

M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

M6 ﾜｯｼｬｰ 

  ｲﾉﾝ ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰX-2 主要性能 [*1]

 名称  ｼｭｰﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰX-2

 寸法  39.5mm(幅)×17.5mm(高さ)×27mm(奥行)

 本体重量  10g (陸上) / 約6g (水中)

 本体材質 / 表面処理  耐蝕ｱﾙﾐ合金/硬質ｱﾙﾏｲﾄ


