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M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

M5 ﾜｯｼｬｰ 

ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ本体 

ｳｴｲﾄ 

ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ M5 ﾌﾟﾚｰﾄ 

ｳｴｲﾄ取り付け後 

 

ｲﾉﾝ ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ ﾈｼﾞ固定型 
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
ｲﾉﾝ ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄは､各種ｳｴｲﾄを装着して三脚代わりの台座とし､弊社｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS｣､｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣､｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰ
ｽⅢ｣､｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡa｣などを組み合わせる事で､弊社 LED ﾗｲﾄ/ｽﾄﾛﾎﾞ/GoPro®関連製品を自由自在に展開させるこ
とができる基本ﾊﾟｰﾂです｡ 
 

 

 

 

 

 

製品内訳 : ・ ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ本体 ① ×1 
    ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ用ｽﾄﾗｯﾌﾟ 

・ M5 ﾜｯｼｬｰ  ② ×4 
・ M5x18 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ③ ×4 
・ M5x25 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ④ ×4 
・ M5x30 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ⑤ ×4 
・ M5x35 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ ⑥ ×4 
・ M5六角ﾚﾝﾁ  ⑦ ×1 
・ ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ M5 ﾌﾟﾚｰﾄ ⑧ ×2 
・ M6 ｽﾍﾟｰｻｰ大(長さ 5mm) ⑨ ×1 
・ M6 ｽﾍﾟｰｻｰ小(長さ 3mm) ⑩ ×2 
・ 使用説明書 (本書)  ×1 

 

取り付け対応ｳｴｲﾄ :  ・ 村上商事株式会社 鉛ｳｴｲﾄ 500g 
   ・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 1kg 
   ・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 1.5kg 
   ・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 2kg 
 
    ※ｶﾗｰｳｴｲﾄは対応外となります｡ 
    ※上記以外のｳｴｲﾄへの本製品の取り付けにつきましては､保証外となります｡ 
    ※ベルトを通す溝が変形して狭くなっているｳｴｲﾄには、本製品を取り付けできないことがあります。 
 
取り付け対応製品 : ・ ｲﾉﾝ「ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS」 

・ ｲﾉﾝ ｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡa｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ WB｣ 
・ ｲﾉﾝ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ｣ 

 
ｳｴｲﾄ取り付け方法 : 本製品にｳｴｲﾄを取り付けます｡取り付けるｳｴｲﾄによって､使用するﾈｼﾞの種類が異なります。 

・ 村上商事株式会社 鉛ｳｴｲﾄ 500g →M5x18 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 
・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 1kg →M5x25 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 
・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 1.5kg →M5x30 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 
・ 日光社 鉛ｳｴｲﾄ 2kg →M5x35 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ 

 
取り付けるｳｴｲﾄの種類に適した｢M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣4 本に､｢M5 ﾜｯｼｬｰ｣を挿
入し､左図を参照の上､｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ本体｣→｢ｳｴｲﾄ｣→｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ M5 ﾌﾟﾚ
ｰﾄ｣の順番に重ね､｢M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣のﾈｼﾞ先を､｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ M5 ﾌﾟﾚｰﾄ｣のﾈ
ｼﾞ穴部分に合わせ､付属の｢M5六角ﾚﾝﾁ｣を用いてしっかりとﾈｼﾞを締め
込んで下さい｡ 
 
このﾈｼﾞ締めが緩いと､予期せぬｳｴｲﾄの落下の可能性があり､大変危険
となります｡十分に強く締め付けて下さい｡ 
 
ｳｴｲﾄによっては､ｳｴｲﾄﾍﾞﾙﾄを通す間隔が狭く､｢M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣が通りに
くいものがあります｡その際には､｢M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣を強くねじ込んで下
さい｡ 
 
 

(2015年 12 月現在) 

 

(2015年 12 月現在) 

 

本製品は､大重量のｳｴｲﾄを固定する製品です｡製品の取り付け､取り外しに不備があった場
合､製品の予期せぬ落下などにより､人が傷害を負う可能性があります｡ 
下記【ｳｴｲﾄ取り付け方法】をご参照頂き､しっかりとｳｴｲﾄを固定して下さい。 

 

注意 
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ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT 

 

M6 ﾈｼﾞ穴 

｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣ 

底面突起位置合わせ穴 

取り付け後 

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS 

 

M5 ﾈｼﾞ穴 

取り付け後 

対応製品取り付け方法 :  
 
 

 

｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS｣付属の M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞに M5 ﾜｯｼｬｰを

挿入します｡ 

次に､M5 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞの先端を､｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ本体｣の

【M5 ﾈｼﾞ穴】2ヶ所に合わせ､六角ﾚﾝﾁでしっかりと

締め付けて下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣底面から突起している M6 ｷｬｯ

ﾌﾟﾈｼﾞ先端と 2 ヶ所の凸部を､それぞれ｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ

本体｣の【M6 ﾈｼﾞ穴】／【｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣底面

突起位置合わせ穴】に合わせ､六角ﾚﾝﾁでしっかり

と締め付けて下さい｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ｣の底面に装着されている､M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ抜け防止用の O ﾘﾝｸﾞを外し､M6 ｷｬｯﾌﾟﾈ

ｼﾞを｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ｣本体から外します｡ 

・ 本製品付属品｢M6 ｽﾍﾟｰｻｰ大(長さ 5mm)｣を､外したﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢの M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞに挿入します。

この時､挿入する部品の順番は上画像参照の上､｢M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ｣→｢M6 ｽﾍﾟｰｻｰ大(長さ 5mm)｣→

｢M6 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ｣→｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ本体｣→｢O ﾘﾝｸﾞ｣として下さい｡ 

・ ｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ｣底面から突起している M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ先端と 2ヶ所の凸部を､それぞれ｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚ

ｰﾄ本体｣の【M6 ﾈｼﾞ穴】／【｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣底面突起位置合わせ穴】に合わせ､六角ﾚﾝﾁで

しっかりと締め付けて下さい｡ 
 
 

 

M6 ﾈｼﾞ穴 

｢ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT｣ 

底面突起位置合わせ穴 

ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ 

 

取り付け後 

M6 ｽﾍﾟｰｻｰ大(長さ 5mm) 

M6 ｷｬｯﾌﾟﾈｼﾞ[ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ付属] 

M6 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ [ﾀﾞｲｸﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ付属] 

O ﾘﾝｸﾞ [ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅢ付属] 

以下画像では｢ネジ固定型｣を使用しておりますが､対応製品および取り付け方法は｢ベルクロ型｣と同一です｡ 
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ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡa 

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 WB 

ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ 

M6 ﾈｼﾞ穴 

M6 ｽﾍﾟｰｻｰ小(長さ 3mm) 

M6 ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ [ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ付属] 

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/ 

2015年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡa｣/｢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 WB｣/｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ｣

付属品の M6 ｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ 2個に､本製品付属品｢M6 ｽﾍﾟｰｻｰ小(長さ 3mm)｣を挿入します｡ 

・ ｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ本体｣の【M6 ﾈｼﾞ穴】に､｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡa｣/｢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 WB｣/｢ﾏﾙﾁﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽⅡ･ﾛﾝｸﾞ｣付属品の六角ﾚﾝﾁを用いて､ﾈｼﾞを締め付けて下さい。 

 

 

 

 

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｡本製品に取り付ける対応製品には､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)｡ 

 

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 : ・ 本製品は､本紙に記載された“取り付け対応ｳｴｲﾄ”との組み合わせのみ､使用可能であることを確認してい

ます｡それ以外の“取り付け非対応ｳｴｲﾄ”と組み合わせた場合､取り付け出来ない可能性がございます｡そ

の際には本製品の取り付けを無理に実施しないで下さい｡取り付け作業を実施する過程において､製品等

が脱落/破損/紛失する恐れがあります｡ 
 

・ 本製品は､本紙に記載された“取り付け対応製品”との組み合わせのみに対応しています｡上記以外の製品

と組み合わせて使用しないで下さい｡取り付けを行った製品等が脱落/破損/紛失する恐れがあります｡ 
 

・ 本製品は､ｳｴｲﾄという大変重量のある製品を固定する製品です｡製品の取り付け､取り外しに不備があった

場合､製品の予期せぬ落下などにより､人が傷害を負う可能性があります｡【ｳｴｲﾄ取り付け方法】をご参照頂

き､しっかりとｳｴｲﾄを固定して下さい。 

 

 

ｵﾌﾟｼｮﾝについて : ・ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS      \800-(税抜) 
｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ｣ｼﾘｰｽﾞ専用のﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｡左右の回転機能を除去しﾛｰﾌﾟﾗｲｽを実現。 
｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LE｣／｢ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾄﾎﾙﾀﾞｰ･LF｣／｢Z ｼﾞｮｲﾝﾄ｣などを介して､ｽﾄﾛﾎﾞやﾗｲﾄ､
GoPro関連製品の取り付けが可能｡ 
 
 

・ ﾀﾞｲﾚｸﾄﾍﾞｰｽ YS RT      \1,800-(税抜) 
｢SD ﾏｳﾝﾄｹｰｼﾞ HERO3/3+/4｣／｢SD ﾏｳﾝﾄｹｰｼﾞ HERO3/3+｣／｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ D4｣／｢ｸﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ
M1｣／｢ｳｴｲﾄﾌﾟﾚｰﾄ｣／｢三脚ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｣／｢M6 ｼﾞｮｲﾝﾄ｣など､様々な製品に対応可能な､左右
回転機能を備えたﾍﾞｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ｡ 
 

 

 

取り付け後 


