
三脚アダプタープレート

この度は ST-2 をご利用くださいまして誠にありがとうございます。
弊社製品をお使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

■特長
・ HDS-300Sを三脚アダプター/三脚ベース(ソニー社製VCT-14,VCT-U14,弊社製VST-14,等)へ
   ダイレクト装着可能。
・ HDS-300Sの三脚への取り付け・取り外しが簡単。
・ 軽量・堅牢 ダイキャストシャーシ採用。

■仕様

■外形寸法図

取扱説明書

警告 『死亡または重傷などを負う可能性が想定されます。』
必ずお守りください。

安全上の注意 必ずお守りください。 注意 『傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されます。』
必ずお守りください。

■煙が出ている、変なにおいや音がする等の異常状態の場合は、電源スイッチを切る!
■本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切る!
■本機を落としたり、破損した場合は、電源スイッチを切る!
■本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切る!

■そのまま使用すると、感電・事故をおこすおそれがあります。
■お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご相談ください。

■本機の上に水の入った容器、小さな金属物
   を置かない ! 
   こぼれて、本機内部に入ると、故障や事故を
   おこすおそれがあります。

■機器の開口部から異物を差し込んだり、
   落とし込んだりしない ! 
   火災・感電の原因となります。

■機器がぬれたり、水が入らないようにする !
   火災・感電をおこすおそれがあります。
   雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は、
   特にご注意ください。
■水場で使用しない ! 
   火災・感電の原因となります。

■本機を改造しない ! 
   火災・感電の原因となります。

■本機の裏フタ・カバー・キャビネット等を
   はずさない ! 
   火災・感電の原因となります。

禁止

分解禁止

水場禁止

禁止

禁止

分解禁止

この製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 
取扱説明書の記載内容を守らないこと、あるいは取扱説明書の記載内容の誤記、等により生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

点検・整備・修理は、お買い上げの販売店またはPROTECHサポートセンターにご依頼ください。

質量

外形寸法(W x H x D)

付属品

約 210 ｇ

65 x 15 x 246 ｍｍ

w3/8-w1/4ネジ変換アダプター＊ × 1
w1/4カメラネジ(回転防止ピン付き) × 1
ワッシャー × 2
取扱説明書
＊カメラ・カムコーダーが、w3/8ネジ穴の場合にご使用ください。

(単位 : mm)

ST-2

○受付時間      午前10時～12時・午後1時～6時まで  (土・日・祝日を除く)

○website  https://protechweb.jp    ○e-mail  support@protechweb.jpお問い合わせ窓口

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。

☎ 0567-24-4581
（株） 日本ビデオシステム  プロテックサポートセンター

〒496-8005   愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地
TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577
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サポートセンター

15

246

65

NOTE    デザイン, 仕様は、予告なく変更することがあります。



HDS-300S
底板 (下面)

1. 三脚ベース(三脚アダプター)またはカメラをHDS-300Sの底板の
   上面へ取り付けます。(底板下面からネジ止め)

2. 三脚アダプタープレートST-2 をHDS-300S(底板の下面)へ
    取り付けます。

取り付け用長穴12個のうち、カメラ等の重量バランスを考慮して
取り付ける穴を選択してください。

三脚ベース ( カメラを装着 )

HDS-300S
( 底板 )

三脚ベース三脚アダプタープレートST-2の 取り付け方法

ネジの頭のため
くぼんでいます。

凹 穴

三脚ベース
(HDS-300S/ST-2 へ )

三脚

カメラ

三脚アダプタープレート ST-2
付属のネジで取り付けます。

(ST-1)

1/4インチネジ穴7個, 3/8インチネジ穴6個のうち、
カメラ等の重量バランスを考慮して取付穴を選択してください。

ST-2

1/4または3/8

注  意

三脚アダプターの ロックレバーは
しっかり固定されていることを確認してください。
ロックレバーの 誤操作・ゆるみ は
カメラの落下の原因となりますのでご注意ください。

三脚ベース
または
カメラを直接

■取扱方法

ST-2

HDS-300S

①

②

① ST-2 を HDS-300S に取り付けます。
    付属のネジで確実に固定します。

ロックレバー

HDS-300S

③

camera

ST-2

ST-2をHDS-300Sに取り付けてご使用ください。

三脚アダプタープレート

三脚ベース

三脚

三脚ベース

② 三脚ベース (三脚アダプター )を三脚に取り付けます。
    付属のネジで確実に固定します。

③ HDS-300S を三脚にマウントします。
    HDS-300S へカメラを取り付けます。

三脚ベース

※ST-2 を取り付ける前に、まず、カメラを装着する
   三脚ベース (または直接カメラ )を取り付けます。



■Specifications

■Dimensions

■Features
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- Used to fix the HDS-300S to a tripod adaptor/tripod base.

- Easy operation to mount the HDS-300S to a tripod and remove it. 

- Light and strong die-casting chassis.

For using ST-2.
Please read this manual thoroughly before operating the unit.

ST-2Tripodr Adaptor Plate Operating
Instructions

NIPPON VIDEO SYSTEM accepts no liability whatever for incidental damages arising out of the use or inability to use the product, including, 
but not limited to, damage to the camera, etc., corruption or loss of data, lost business revenue or suspension of business operations. 

NIPPON VIDEO SYSTEM accepts no liability whatever for damages arising from improper use not conforming to the instructions in the instruction manuals.

 * Used for a camera with the w3/8 screw hole.

Weight

Dimensions (W x H x L)

Supplied accessories

approx. 210 ｇ

65 x 15 x 246 ｍｍ

w3/8-w1/4 Screw adaptor* x 1
w1/4 Camera screw with stopper pin x 1
Washer x 2
Operating Instructions

(Unit : mm)
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65

NOTE    Features, design, and specifications are subject to change without notice.

For inspection, overhaul or repair, contact the purchase shop or NIPPON VIDEO SYSTEM Service center.



(ST-1)

ST-2

1/4 or3/8

To attach the Tripod Base and Tripod Adaptor Plate ST-2

1. Attach the Tripod Base or Camera on the HDS-300S. 

Select the appropriate holes from among the twelve 
long holes considering the balance of the weight of 
the camera and others.

HDS-300S
Bottom Plate

(bottom surface)

Dent for
screw head

2. Attach the Tripod Adaptor Plate ST-2 or Tripod Plate
  on the bottom of HDS-300S with the supplied screw. 

Select the appropriate holes from among the seven 
1/4 holes or six 3/8 holes considering the balance of 
the weight of the camera and others.

Tripod Adaptor Plate ST-2
with the supplied screws.

Tripod Base (To mount the camera)

HDS-300S
(Bottom Plate)

Tripod Base
(To mount the HDS-300S/ST-2)

Tripod

Camera

Dent for
screw head

Tripod Base
(or  Camera)

■Installation

Tripod Base

Tripod Adaptor Plate

Tripodpod

ST-2

HDS-300S

①

②

Use the Tripod Adaptor Plate ST-2 for the HDS-300S.

Tripod base

Lock lever

HDS-300S

③

camera

ST-2

Caution
Please make sure that the lock lever of 
a tripod base is locked tightly.
The loose lock lever might cause a drop 
of the installed camera/camcorder.

① Attach the ST-2 to the bottom of the HDS-300S
    and secure it with the supplied screw.

③ Mount the HDS-300S and camera to a tripod.

② Attach a Tripod Base to a tripod and secure it
    with the supplied screw.

Tripod Base

※ Before attaching the ST-2, attach a tripod base for
    the camera or attach the camera directry.


