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EN

Disclaimer and Warning
Congratulations on purchasing your new DJITM product. The information in this document 
affects your safety and your legal rights and responsibilities. Read this entire document 
carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions 
and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, damage 
to your DJI product, or damage to other objects in the vicinity. This document and all other 
collateral documents are subject to change at the sole discretion of DJI.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning 
carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. 
You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product, 
and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that 
are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, 
precautions, practices, policies and guidelines DJI has made and may make available.

DJI accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or 
indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices 
including, but not limited to, those set forth in this document. Notwithstanding above, your 
statutory rights under applicable national legislation are not affected by this disclaimer.

DJI is a trademark of SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (abbreviated as “DJI”) and its 
affiliated companies. Names of products, brands, etc., appearing in this document are 
trademarks or registered trademarks of their respective owner companies. This product 
and document are copyrighted by DJI with all rights reserved. No part of this product or 
document shall be reproduced in any form without prior written consent of or authorization 
from DJI.

In the Box
Ring-shaped Bracket × 6
Antenna GND Cable (2 m) × 3
Antenna GND Cable (0.5 m) × 3
M8 Screw × 12
Hexagon Nut × 12
Screw Washer × 24
M4 Screw × 9
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Introduction
Directional Antenna Frame (G-16) is used to help G-16 directional antennas installation.

Usage
The figures below show the installation and connections.
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免責事項および警告
DJITM製品をご購入いただきありがとうございます。本書では、ユーザーの安全と法的権利と責
任に関する情報を取り扱っています。ご使用の前に、この文書のすべての内容をよくお読み頂き、
確実に適切な設定ができるようにしてください。本書に記載されている指示と警告に従ってい
ただかなかった場合、ご自身や他の人の重大なけが、または DJI製品および周辺の他の物の
破損につながる恐れがあります。この文書およびその他すべての付属書は、DJI独自の裁量で
変更されることがあります。

本製品を使用することにより、本書の免責事項および警告をよく読み、記載されている条件を
理解し、順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、
ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。適用されるすべての法、規則お
よび規制を順守して本製品を使用するとともに、DJIがこれまでに提供し、今後提供する資料
の全条件、安全上の注意、使用方法、方針およびガイドラインに従うことに同意するものとします。

本製品の使用により直接または間接的に発生する損害、傷害に対して、DJIは一切責任を負い
ません。ユーザーは、この文書の規定をはじめとする（ただしこれに限定しない）、安全で合法
的な使用方法を順守するものとします。上記に関わらず、該当する国の規制に基づくお客様の
制定法上の権利は、本免責事項の影響を受けることはありません。

DJIは、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.（略して「DJI」）およびその関連会社の商標です。本
書に記載されている製品、ブランドなどの名称は、その所有者である各社の商標または登録商
標です。本製品および本書は、不許複製・禁無断転載を原則とするDJIの著作物のため、DJIか
ら書面による事前承認または許諾を得ることなく、本製品または文書のいかなる部分も、いか
なる方法によっても複製することは固く禁じられています。

同梱物
リング形ブラケット× 6
アンテナGNDケーブル（2m）× 3
アンテナGNDケーブル（0.5m）× 3
M8ねじ× 12
六角ナット× 12
ねじワッシャー× 24
M4ねじ× 9



はじめに
指向性アンテナG-16用フレームは、G-16指向性アンテナの設置の補助に使用します。

使用方法
下図は設置と接続方法を示しています。
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