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イノンストロボ - 光ケーブル対応表

光ケーブル類 ストロボ

「Z-240 Type4」/「D-2000 Type4」ストロボ販売開始に合わ
せて、光ケーブル全種類を、コネクタ部分が “L 型” 形状となっ
た「L 型光ケーブル」に更新しました。「Z-330」「D-200」
「Z-240 Type4」/「D-2000 Type4」との接続に対応していない、
旧タイプ（非 L 型コネクタ、ワイヤレス非対応）は、「ワイヤ
レス対応」への交換作業が必要です。また、「Z-240 Type3」/

「D-2000 Type3」以前のストロボに、新タイプ（L型コネクタ・
ワイヤレス対応）を接続する場合は、「ワイヤレス非対応」へ
の交換作業が必要です。下表を参考にして、各ストロボに対応
したコネクタを使用してください。なお、交換作業の詳細は、「ス
トロボ側 L型コネクタ仕様変更手順書」をご覧ください。

L型コネクタ・ワイヤレス対応型

非L型コネクタ・ワイヤレス非対応型（旧タイプ、黒プラスチック型）

L型コネクタ・ワイヤレス対応型

非L型コネクタ・ワイヤレス対応型 [         +        ]

Z-330/Z-240 Type4 付属の「ワイヤレ
ス接続対応センサーキャップ」を分解
し、旧タイプのストロボ側コネクタを“ワ
イヤレス対応型” に変更する。保守部
品「センサープラグ・ワイヤレス対応」
（￥600 ＋税）を用いることも可能。

保守部品「センサープラグ・ワイ
ヤレス対応」（￥600 ＋税）を用い
て、旧タイプのストロボ側コネクタ
を “ワイヤレス対応型”に変更する。

L型コネクタ・ワイヤレス対応型

非L型コネクタ・ワイヤレス非対応型（旧タイプ、黒プラスチック型）

非L型コネクタ・ワイヤレス非対応型（旧タイプ、黒プラスチック型）

L型コネクタ・ワイヤレス非対応型

L型コネクタ・ワイヤレス非対応型
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[         +        ]

保守部品「センサープラグ・ワイヤ
レス非対応」（￥600 ＋税）を用いて、
ストロボ側 L 型コネクタを “ワイヤ
レス非対応型” に変更する。

保守部品「センサープラグ・ワイヤ
レス非対応」（￥600 ＋税）を用いて、
ストロボ側 L 型コネクタを “ワイヤ
レス非対応型” に変更する。

スレーブセンサーの直径が約15mm

スレーブセンサーの直径が約15mm

スレーブセンサーの直径が約8mm

スレーブセンサーの直径が約8mm

スレーブセンサーの直径が約8mm
ワイヤレス対応型 /非対応型どちら
の光ケーブルも取り付け可
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非L型コネクタ・ワイヤレス対応型
Z-330/Z-240 Type4付属の
「ワイヤレス接続対応セン
サーキャップ」を分解

保守部品「センサープ
ラグ・ワイヤレス対応」
（￥600 ＋税）

保守部品「センサー
プラグ・ワイヤレス非
対応」

保守部品「センサー
プラグ・ワイヤレス非
対応」

旧タイプのスト
ロボ側コネクタ

旧タイプのスト
ロボ側コネクタ

ストロボ側L型
コネクタ

ストロボ側L型
コネクタ

Z-330
Z-240 Type4

D-200
D-2000 Type4

S-2000

Z-240
Type3/Type2/type1

D-2000
Type3/Type2/type1

そのまま接続

そのまま接続

そのまま接続

そのまま接続

そのまま接続

そのまま接続



 
 
 

ｲﾉﾝ ｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀ 仕様変更手順書 

 

 

重要なご注意                

 

ｽﾄﾛﾎﾞ側 L型ｺﾈｸﾀについて           

ｲﾉﾝ Ｌ型“光ｹｰﾌﾞﾙ”類のｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀには、【ﾜｲﾔﾚｽ

対応型】と【ﾜｲﾔﾚｽ非対応型】の 2種類があります。出

荷時の製品は、【ﾜｲﾔﾚｽ対応型】となっていますので、

ﾜｲﾔﾚｽ非対応のｽﾄﾛﾎﾞに接続する場合は、別売の【ﾜｲﾔﾚｽ

非対応型】へ変更してからご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部の名称                 

 
① L型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ 

② ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ対応 

③ L型ｺﾈｸﾀ本体 

④ L型ｺﾈｸﾀ蓋 

⑤ L型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ 

⑥ ﾈｼﾞ 

⑦ ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応（別売） 

 

使用工具：精密ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ﾌﾟﾗｽ(+)#0 

 

 

「L型ｺﾈｸﾀ本体」と「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」の構造 

「L 型ｺﾈｸﾀ本体」と「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」を分離させる

には、この２つの部品がどのようにして連結している

のかをご理解頂く必要があります。 

下図のように、２つの部品には「D ｶｯﾄ」と呼ばれる D

型の形状が施されています。この「D ｶｯﾄ」が互いに同

一形状をしており、その形状が合わさった場合には連

結/分離させることができます。そして、連結させた状

態で 180度回転させると、D ｶｯﾄ形状が合わなくなりﾛｯ

ｸがかかります。このﾛｯｸがかかった状態では、お互い

の部品を分離させることはできません。 

 

  
ﾛｯｸ解除 

互いのＤｶｯﾄが合わさっ

ている状態 

ﾛｯｸ 
互いのＤｶｯﾄ形状が合っ

ていない状態 

本書は､Ｌ型“光ｹｰﾌﾞﾙ”類のｽﾄﾛﾎﾞ側 L 型ｺﾈｸﾀを、【ﾜｲ

ﾔﾚｽ対応型】から【ﾜｲﾔﾚｽ非対応型】に変更する方法を

説明したｶﾞｲﾄﾞです｡本製品の詳細な装着方法や取り扱

いについては､製品付属の取扱説明書をご覧ください｡ 

 
分解・組立がご不安な場合は、販売店または弊社に

ご相談ください。取り付け時に起きた怪我、事故、

破損等につきまして弊社は一切の保証を致しかねま

す。ご理解のうえ作業をお願いいたします。 

本書で使用しているｲﾗｽﾄ・写真は、実際の製品とは

異なる場合があります。 
 
 
 
 
 

ｽﾄﾛﾎﾞ側Ｌ型ｺﾈｸﾀ・ﾜｲﾔﾚｽ対応型 

ｽﾄﾛﾎﾞ側Ｌ型ｺﾈｸﾀ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応型 

【対応ｽﾄﾛﾎﾞ】（2018年 9月現在） 

Z-330、D-200、Z-240 Type4、D-2000 Type4、S-2000 

 

【対応ｽﾄﾛﾎﾞ】（2018年 9月現在） 

Z-240 Type3/Type2/Type1 

D-2000 Type3/Type2/Type1 

S-2000 (2種類の｢ｽﾄﾛﾎﾞ側 L型ｺﾈｸﾀ｣どちらも取付け可) 

D-2000S Type2/Type1、D-2000W/Wn 

Z-220 ｼﾘｰｽﾞ、D-180 ｼﾘｰｽﾞ 

ｲﾉﾝ TTL調光ｾﾝｻｰ Z/SB/YS、ｲﾉﾝ ﾌｫｰｶｽﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 

 

L型ｺﾈｸﾀ本体の D ｶｯﾄ 

L型ｹｰﾌﾞﾙ押さえの D ｶｯﾄ 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑦ 



ｽﾄﾛﾎﾞ側 L型ｺﾈｸﾀ・ﾜｲﾔﾚｽ対応 の分解     

 

① 
「L 型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」をひねりな

がら引き抜く。 
 

 

② 
精精密ﾄﾞﾗｲﾊﾞを用いて、「L 型ｺﾈｸ

ﾀ本体」と「L型ｺﾈｸﾀ蓋」とを繋い

でいる 3 本のﾈｼﾞを取外す。この

時、ﾈｼﾞをなくさないように大切

に保管して下さい。 

 

③ 
「L型ｺﾈｸﾀ蓋」を取外す。 

 

 

④ 
光ｹｰﾌﾞﾙを「L 型ｺﾈｸﾀ本体」のｶﾞｲ

ﾄﾞからていねいに取外す。 

 

 

⑤ 
光ｹｰﾌﾞﾙを引き抜く。 

 

 

⑥ 
①で本体から分離させておいた

「L型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」をｹｰﾌﾞﾙから

引き抜く。 

 

⑦ 
引き抜いた「L 型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」

を、「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗｸﾞ L型・ﾜｲﾔﾚｽ対応」

の開口部より押し込んで、力をか

けたままの状態を保持する。 

 

⑧ 
「L 型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」を強く押付

けながら、「L型ｺﾈｸﾀ本体」を 180

度回転させ、そのまま下に引き抜

く。 

 

⑨ 
「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」を「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗ

ｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ対応」から取外す。こ

れで分解作業は終了です。 

 

 

ｽﾄﾛﾎﾞ側 L型ｺﾈｸﾀ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応 の組立    

 

⑩ 
「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」を「ｾﾝｻｰﾌﾟﾗ

ｸﾞ・ﾜｲﾔﾚｽ非対応」の中に入れる。 

 

⑪ 
ﾜｲﾔﾚｽ機能非対応のｽﾄﾛﾎﾞのｽﾚｰﾌﾞ

ｾﾝｻｰ部に、⑩の部品を装着する。

こうすることで、「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さ

え」が固定され、回転しなくなり

ます。 

 

⑫ 
「L 型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」を光ｹｰﾌﾞﾙ

に装着する。⑥と逆の手順です。 

 

⑬ 
光ｹｰﾌﾞﾙを装着する。まず「L 型ｺ

ﾈｸﾀ本体」の D ｶｯﾄをくぐらせてか

ら、「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」に挿入す

る。光ｹｰﾌﾞﾙは、ｽﾄﾛﾎﾞのｾﾝｻｰ部に

突き当たるまで入れてください。 

 

⑭ 
光ｹｰﾌﾞﾙを押し込む力を保持しな

がら、「L 型ｹｰﾌﾞﾙ押さえ」と「L

型ｺﾈｸﾀ本体」の D ｶｯﾄ形状を合わ

せて、連結させる。 

 

⑮ 
⑭の状態から「L 型ｺﾈｸﾀ本体」を

180 度回転させる。こうすること

で、D ｶｯﾄ形状が合わなくなり、ﾛ

ｯｸがかかります。 

 

⑯ 
「L 型ｺﾈｸﾀ本体」のｹｰﾌﾞﾙｶﾞｲﾄﾞ溝

に合わせて、光ｹｰﾌﾞﾙをｾｯﾄする。 

 

⑰ 
ｽﾄﾛﾎﾞから L型ｺﾈｸﾀﾕﾆｯﾄを取外し、

②③で取外した「L 型ｺﾈｸﾀ蓋」と

3本のﾈｼﾞを再度取り付ける。 

 

⑱ 
「L 型用光ｺｰﾄﾞｶﾊﾞｰ」を本体と連

結させる。これで、ﾜｲﾔﾚｽ機能非

対応のｽﾄﾛﾎﾞに装着できるように

なります。 
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