
Operat ing Instruct ions
取扱説明書

Before operating the system, please read this manual 
thoroughly and remain it for future reference.

STF-100HD Monitor Mount Swing Arm
HD モニター 三脚取付用 スイングアーム



安全上の注意
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WARNING

この製品の使用中の事故等による補償代償はご容赦ください。

注意

警告 “取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されること”を示します。

ご使用の前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みに
なった後は、大切に保管してください。

安全上の注意は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容に
なっていますので、必ずお守りください。

表示と図記号の意味は次のようになっています。

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または、物的損害の発生
が想定されること” を示します。

■水平でない場所など、不安定な場所で、三脚を設置して使用しない！

■本機を落としたり、強い衝撃を与えたりして、変形、破損した場合は、使用しない！

■本器に過重な機器を載せたり、乗ったり、ぶら下がったりしない！

指に注意

分解禁止

けがの原因となることがあります。

■本機を分解,改造,修理しない！

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

故障や事故を起こす原因となります

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。

※カメラおよび三脚が倒れて、けがや故障、事故の原因となります。

■本機のアームを伸ばすなど、不安定な状態で、三脚を設置して使用しない！

■スイングアームの回転部分に指をはさまれないようにする！
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STF-100 各部名称と働き

Names and Functions of Parts
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Swing Arm

Universal head and  w1/4 universal head screw 

Used for fixing up with a tripod and mounting the HD Mnitor.

三脚に取り付けて、HDモニターをユニバーサルヘッド等で取り付けて使用します。

HDモニターに取り付けてスイングアームに取り付けます。

w1/4  male-male screw adaptor
Used for mounting the HD Monitor with universal head to w1/4 female screw hole.

HDモニターにユニバーサルヘッドを取り付けて、カメラ等の w1/4 メスネジ に取り付けるとき使用します。

Used for mounting the HD Monitor on the swing arm.

w1/4  and w3/8  tripod base screws
Used for fixing up the Swing arm with a tripod base.

三脚ベースをスイングアームに取り付けるのに使用します。三脚ベースに合わせてw1/4またはw3/8を使用します。

HD Monitor

a b

c

a : w3/8 camera screw hole        w3/8 メスネジ穴

b : w1/4 camera screw hole       w1/4 メスネジ穴

c : hole for camera screw          三脚取付ネジ(カメラネジ)用穴

Camera Plate
カメラプレート

Tripod Base 三脚ベース

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100
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三脚への取り付け方法Mounting Swing Arm on tripod

Make sure to disconnect the connectors of the HD Monitor before fixing up. 

1

2

取り付けは、必ずHDモニターの入出力コネクタの配線をはずしてから行ってください。

Camera Plate of tripod
 三脚付属カメラプレート

(bottm side) 下面

Tripod Base
三脚ベース

Swing Arm
スイングアーム

(Screws are attached
            to the tripod)

STF-100 取り付け方法

Fixing

Prepare the tripod and remove the tripod base and the camera plate.
三脚を用意し、三脚ベース、カメラプレートを外します。

Fix up the Swing Arm with the tripod base and the camera plate.

 スイングアーム本体(三脚取付部)の上面に三脚ベースを取り付け、下面に三脚のカメラプレートを取り付けます。

Tripod Base 三脚ベース

parts for fitting up to tripod
(bottom side)     三脚取付部(下面)

(arm)
parts for mountig HD Monitor
HDモニター取付部

Tripod Base 三脚ベース

Camera Plate カメラプレート

Swing Arm
スイングアーム

parts for mountig HD Monitor
HDモニター取付部

Tripod Base Screws 三脚ベースネジ
or

Tripod Base Screws
 三脚ベース取付ネジ

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100
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STF-100 取り付け方法

三脚への取り付け方法

3 Fix up the Arm on the tripod and mount the HD Monitor on it.

アームを三脚に固定し、HDモニターをマウントします。

Mount a camera on the tripod base on the swing arm.4

スイングアーム上の三脚ベースへカメラを取り付けます。

 Mounting Swing Arm on Tripod

w 1/4 universal head screw

In case of using universal head,
fit up the universal head to the bottom
of the HD Monitor. And fix up the universal
head and the HD Monitor onto the swing
arm by w1/4 universal head screw.

universal head

NOTE : Make sure to mount the HD Monitor on the
           Swing Arm folded as shown in Fig.

           Failing to do so may cause an injury to the
           user or damage to the equipments.

注意 : HDモニターをマウントする場合は、図のように、必ず
         スイングアームを折りたたんだ状態で行ってください。

         スイングアームを延ばして行うと、三脚が倒れて
         けがをしたり、機材が壊れたりするおそれがあります。

ユニバーサルヘッドを使用する場合は、
HDモニター にユニバーサルヘッドを取り付け、
スイングアームの上へ w 1/4ユニバーサルヘッドネジで
固定します。

STANDARD
ENTER USER

PEAKING
CONTRAST

BRIGHT

MENUUTILMONORGBMARKERZEBRAINPUT

RETURN

MAIN

POWERVOLUME

PUSH SELECT

PROTECH

Tripod base

Swing arm

STANDARD
ENTER USER

PEAKING
CONTRAST

BRIGHT

MENUUTILMONORGBMARKERZEBRAINPUT

RETURN

MAIN

POWERVOLUME

PUSH SELECT

PROTECH

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100
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Specifications

General

Weight approx.  920 g

Dimensions (W x H x L) approx.  150 x 27 x 350 mm

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

STF-100 仕様

一般

デザイン, 仕様は、予告なく変更することがあります。

重量

外形寸法

Swing Arm

Universal Head approx.  170 g

approx.  30 gUniversal Head Screw

Swing Arm folded

Swing Arm extended approx.  150 x 27 x 632 mm

スイングアーム

ユニバーサルヘッド(高さ)

ユニバーサルヘッド取付ネジ

Universal Head(H) approx.  65 mm

Male-male Screw Adaptor(H) approx.  7 mm

スイングアーム伸長時

スイングアーム折畳み時

ユニバーサルヘッド

オスーオスネジアダプター(高さ)

HD Monitor Mount Swing Arm STF-100
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