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本製品｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣を､対応防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰのﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部と交換する作業を､ご自
身で実施しないで下さい｡ 
本交換作業を実施されました場合には､本製品の保証期間内でありましても､作業実施により
発生したいかなる不具につきまして､弊社ではその責任を負いかねます｡予めご了承下さい。 
 
弊社にて､本交換作業を代行する【ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ 交換ｻｰﾋﾞｽ】を実施しており
ます｡詳細は本取扱説明書｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ 交換ｻｰﾋﾞｽについて｣を参照下さい｡ 

 

ｲﾉﾝ ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ  
 
ｲﾉﾝ製品のお買い上げ有難う御座います｡ 
 
｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣は､対応するｵﾘﾝﾊﾟｽ社製防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの前面ﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部と交換することで､ｵﾘﾝﾊﾟｽ
『M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』ﾌｨｯｼｭｱｲﾚﾝｽﾞを使用可能とする製品です｡ﾏﾙﾁｺｰﾄを施した光学ｶﾞﾗｽ
を採用したﾚﾝｽﾞにより､画面周辺部でも高画質である事はもちろん､ﾌﾚｱ/ｺﾞｰｽﾄを排除し､高ｺﾝﾄﾗｽﾄで切れのよい画
像を実現します｡ 
本｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣は､ｵﾘﾝﾊﾟｽ『M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』ﾚﾝｽﾞ専用のﾎﾟｰﾄとなります｡ 
 
 
製品内訳 : ・ ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体 ① ×1 

・ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ本体 ②  ×1 
・ 止めﾈｼﾞ ③   ×5 
・ 六角ﾚﾝﾁ ④   ×1 
・ 使用説明書(本書)   ×1 

 
 
 
対応防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ : ・ ｵﾘﾝﾊﾟｽ PT-EP13 

・ ｵﾘﾝﾊﾟｽ PT-EP12 
・ ｵﾘﾝﾊﾟｽ PT-EP10 

 
 
対応ﾚﾝｽﾞ : ・ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO 

 
* 『M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』ﾚﾝｽﾞをﾏﾆｭｱﾙﾌｫｰｶｽにて使用する際には､ｵﾘﾝﾊﾟｽ社製ﾌｫｰｶ

ｽｷﾞｱ｢PPZR-EP05｣が別途必要となります。 

 
取り付け方法 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 : ・ 本製品が対応する､ｵﾘﾝﾊﾟｽ防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの､固定式で取り外すことが出来ない前面ﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部を､本製品｢ﾄﾞｰ

ﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣へと交換する作業を､弊社にて代行致します｡ 

 

  ・ 本ｻｰﾋﾞｽをご依頼頂く前にご確認下さい｡ 
 
   本ｻｰﾋﾞｽを実施することによって､各防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの製品販売／製造元の保証対応を受けること

が出来なくなる可能性があります｡予めご了承下さい｡ 
   交換を希望される防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの状態によって､本製品｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣を正常に使

用することが出来ない場合､本ｻｰﾋﾞｽの実施をお断わりさせて頂くことがあります｡ 
   予めご了承下さい。 
 
 
  <交換ｻｰﾋﾞｽ料金> 
 
 
 
 
  ・ 初回のみ､交換ｻｰﾋﾞｽ料金､及び返送時の送料を弊社にて負担致します｡ 
  ・ 弊社に送付頂く際の送料はご負担頂きます｡ 
  ・ ｻｰﾋﾞｽ実施後､本製品｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣を別の防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰに装着する場合や､各対応防水ﾌﾟﾛﾃｸ

ﾀｰ本来のﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部へと仕様を戻す場合には､ｻｰﾋﾞｽ費用\4,500-[税別] / \4,860[税込]､ならびに返送時
の送料をご負担頂きます｡ 

 
    

(2016年 6月現在) 

(2016年 6月現在) 
 

交換ｻｰﾋﾞｽについて 
 

for ｵﾘﾝﾊﾟｽ
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OK NG 

<ｻｰﾋﾞｽ内容> 
  ・ 防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰのﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部を､本製品｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣に交換します｡ 
  ・ 当社規定の耐圧検査を実施します｡ 
  ・ 取り外したﾚﾝｽﾞﾎﾟｰﾄ部はご返送致します｡ 
 
  <ｻｰﾋﾞｽご依頼方法> 
  ・ 本製品｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣をご購入いただいた販売店を経由､あるいは弊社に直接ご依頼下さい｡ 
  ・ 弊社に直接ご依頼頂く場合､『「ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ交換ｻｰﾋﾞｽ」実施希望』の旨､及び・お名前 
   ・商品返送先ご住所・ご連絡先電話番号を記入頂いた書面と､交換を希望する防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ／本製品｢ﾄﾞｰﾑ

ﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ｣を､下記弊社住所まで合わせて送付下さい｡ 
  
〒２４７－００６１ 

  神奈川県鎌倉市台２－１８－９ 
  有限会社ｲﾉﾝ 
  電話番号０４６７－４８－２１７４ 
 
  <お預かり期間> 
  ・ お預かりからお渡しまで､通常 7日～10日程度で対応させて頂きます｡ 
 ※年末年始や夏季休業など､弊社指定休業日や修理品の混み具合によって異なります｡ 

 
  <お支払方法について> 
  ・ 代金引換のみの対応となります(代引手数料は弊社にて負担致します) 
  ・ 本ｻｰﾋﾞｽ実施初回のみ、交換ｻｰﾋﾞｽ費用は弊社にて負担致します 
 
 
 
ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの : ・ ｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体｣にﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを取り付けます｡ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを装着することで､ﾌﾚｱ/ｺﾞｰｽﾄを防ぐだ

けでなく､｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体｣を取り付けた防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを安定して置く事が出来る様になる
為､ご使用を強くお勧めします｡ 

  ・ ｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体｣を防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰにｾｯﾃｨﾝｸﾞした後､ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの大きいつばが上下になるよう､
｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体｣の上に置きます(図 A)｡ 

   次に､ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ左右の小さいつばを指で押し､｢ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ EP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ本体｣の溝と完全に合うよう､落と
し込みます｡最後に､付属の六角ﾚﾝﾁで４個の止めﾈｼﾞを均等に締め､固定します｡一部だけが締め付けられ
た状態を作らない様に注意しながら均等に締め付けて下さい｡
締めすぎると､ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの割れ･変形の原因となります｡ご注意下
さい｡ 

・ 『M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO』ﾚﾝｽﾞをｾｯﾄした
状態のｶﾒﾗを､防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰに取り付けます｡ ｶﾒﾗの防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ
への取り付け方法の詳細につきましては､防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属の使
用説明書をご覧下さい｡ 

 
 

 

 

 

 

 

使用上の注意 : ・ ﾎﾞｰﾄなどの激しい振動や大きな衝撃を与えないで下さい｡故障や浸水の原因となります｡ 

・ 砂浜や船のﾃﾞｯｷ上など､強い直射日光の当たる場所や､炎天下の自動車内など､高温となる場所に放置しな

いで下さい｡故障や浸水の原因となります｡ 

・ ご使用による衝撃やｷｽﾞが原因で､ﾚﾝｽﾞ部分の強度が低下する(＝耐圧水深が浅くなる)場合がありますので､

本製品の取り扱いには十分ご注意頂き､必ず実用耐水深以内でご使用下さい｡ 

 

・ 本製品を防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰへ組み合わせて使用する事項は､ﾚﾝｽﾞ/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾞｰﾑｷﾞｱの販売/製造元が関知し
ている物ではありません｡本製品等についてのご質問､お問合せ等は､決してﾚﾝｽﾞ/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾞｰﾑｷﾞｱの
製造元に行わないで下さい｡ 

・ 本製品を防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰに組み合わせた段階において､ﾚﾝｽﾞ/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ/ｽﾞｰﾑｷﾞｱ等の保証期間内であっても､

各製品販売/製造元の無償修理を受ける事が出来なくなる可能性があります｡ 予めご了承下

さい｡ 各製品の保証条項詳細につきましては､各製品付属の使用説明書/保証書をご確認下さい｡ 

・ 万一､本製品を使用することによって不具合(ﾚﾝｽﾞ/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ本体､ﾚﾝｽﾞ/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属品､ﾚﾝｽﾞを装着
して防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ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｡ 

・ 万一､｢当作業｣等を行う事によって浸水等の不具合が生じ､この不具合に起因する､付随的損害(撮影に要し
た諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても､弊社は一切､その責任を負
いかねます｡ 

・ 以上の注意事項､及び補償条項について､ご納得頂けない場合には､｢当作業｣等を行わない
で下さい｡未使用の場合に限り､関連製品の返品を受け付けます｡詳細につきましては､弊社
までお問合せ下さい｡ 

 

  

 

取り付け方法 
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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/ 
 

2016年 6月 

 

使用前検査 : ・ ご使用前に､本製品／防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰが確実に防水されている事を確認する為､必ず､清浄な真水(30°以下)

を満たした風呂等に､組み立てた本製品/防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰを沈めて静置し､両者の間に浸水が無い事を確認し

て下さい｡ 

使用前検査の詳細は､防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付属の使用説明書をご覧下さい｡ 

 
 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽについて : ・ ご使用後は､真水中(30℃以下)に数時間静置して塩分等をよく取り除いて下さい｡詳細は､防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ付

属の使用説明書をご覧下さい｡ 

・ ｴｱｶﾞﾝ等で水滴を吹き飛ばし､直射日光の当たらない､風通しの良い場所に置き､乾燥させて下さい(完全乾

燥には数日掛かります)｡ﾚﾝｽﾞ面に水滴を残したまま放置すると､ｼﾐ/ﾔｹ等の原因となります｡ご注意下さい｡ 
 

 

ｵﾌﾟｼｮﾝについて : ・ ﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞﾕﾆｯﾄｶﾊﾞｰ \3,000-(税抜) 

ｳｴｯﾄｽｰﾂと同じﾈｵﾌﾟﾚｰﾝｺﾞﾑ製の、水中使用可能なｶﾊﾞｰです。生地自体にｸｯｼｮﾝ性があるの
で持ち運び時、ﾚﾝｽﾞを保護することができます。持ち運びや着脱の際、凸状のﾄﾞｰﾑﾚﾝｽﾞ
を保護する為、ご使用の直前まで当ｶﾊﾞｰを装着しておく事をお勧めします。 

 
・ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ [保守部品] \1,800-(税抜) 

製品内訳中の②と､止めﾈｼﾞ③､六角ﾚﾝﾁ④のｾｯﾄです｡ 
 

 

 

 

 

 

 ｲﾉﾝ ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄ ｵﾘﾝﾊﾟｽEP01 主な仕様
 ﾀｲﾌﾟ  ﾄﾞｰﾑﾎﾟｰﾄEP01 for ｵﾘﾝﾊﾟｽ
 対応ﾚﾝｽﾞ ｵﾘﾝﾊﾟｽ M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
 全長 / 外径 / 重量  85mm / φ132mm / 451g (単体､陸上)
 実用耐水深 (*)  75m
 本体材質 / 表面処理  耐蝕ｱﾙﾐ合金 / 硬質黒ｱﾙﾏｲﾄ
 硝材 / 表面処理  光学ｶﾞﾗｽ / 内面ﾏﾙﾁｺｰﾃｨﾝｸﾞ

* ﾎﾟｰﾄ単体の実用耐水深は 75m ですが､防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの実用耐水深を深くする機能はあり
ません｡組み合わせる防水ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの実用耐水深を超えて使用する事はおやめ下さい｡ 

mailto:support@inon.co.jp
http://www.inon.co.jp/

