
Version 1.1

使用する前に、このユーザーマニュアルを詳しく読んでください 

Model: GL8822

Inspection Camera 
with Recordable Monitor

INSPECTION TOOL

使用上の注意に反する不当なお取り扱いは、重大な事故やけがの恐れがあり大変危険なためおやめください

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、
製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日　西暦　　　　年　　　月　　　日より　6ヶ月間

製品保証規定

製品保証書

製品名：GL8822
S/N:

販売店名:

●　この製品の保証規定は、製品保証書の明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常
な使用をしていたにもかかわらず製品故障が発生した場合に、製品の無料修理をお約束ものです。

●　保証期間の無料修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に
返送することとします。下の記入欄に不具合の内容を記入し、表面の製品保証書に記載された宛
先まで、故障製品を送付して下さい。送料はそれぞれ送付元負担とさせて頂きます。

●　保証期間であっても次の項目に該当する場合は、無料修理の範囲外とさせて頂きます。(但し
、無料修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。)
１.使用上の誤り又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
２.お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
３.火災、自身、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生
じた故障及び損傷
４.車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
５.経年劣化によるもの、または消耗品の交換
６.本製品保証書の提示がない場合
７.本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句不当に書き換えられた場合

●　本製品保証規定は日本国内でのみ有効です。

●　本製品保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

不具合記入欄(できる限り詳しくご記入ください)

株式会社 エフケイシステム　  〒462-0063 名古屋市北区丸新町212
TEL:(052)909-7460   FAX:(052)909-7461 サポート窓口：support@fksystem.com
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安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために

ご使用の前に

製品特長

同梱品

部位名称

使用する前の準備

バッテリーの装着方法

   カメラケーブルの装着方法

02

03

03

03

04

05

05

05

   MicroSDカードの挿入

   USBケーブル接続

   ビデオ出力

06

06

07

   延長ケーブル(オプション)の装着方法 05

   フック/ミラー/マグネットの装着方法 06

液晶モニタは絶対に浸水させたり、液体をこぼしたりしないでください。

このユニットは耐衝撃性ではございません。落下による衝撃を防ぐために、

高所に置いたりハンマーとして使うことはしないでください。 

感電や破損の恐れがありますので、乾いた場所に保管してください。

レンズ内で結露した場合、カメラを使用しないでください。使用される前に結露を蒸発させてください。

完全な耐水機能が組み込まれているのは、チューブとレンズのみで、液晶とハンドルは防水ではありません。

●   使用しない時は、必ず電源を落としてください。   

●   本製品は、電池を取り外して完全に電源を落とすことができます。

● バッテリーを廃棄する際は、地域の条例に従って適切に処理をしてください。

●   バッテリーを外すと、自動的に機器がリセットされます。

●   長時間使わない時は、電池を取り外してください。

● 電池を取り替えるときは、一部の電池だけを取り替えることはやめてください。必ず4つすべての電池を交換してください。

● 指定されたバッテリー以外は使用しないでください。

●

   

電池は適切に保存及び廃棄してください。高温になる場所に長時間放することは爆発の恐れがあり大変危険です。

● バッテリーが正しく入っていることを確認ください。

●

   
カメラレンズ（先端部分）は透明アクリルで保護されていますが、硬い面（コンクリート等）でこするとキズが付き、

映像が曇ったり乱れたりしますので、使用する際はご注意ください。

キズが付いてしまった場合は修理が出来ませんのでカメラケーブルを別途ご購入下さい。
   
● 延長ケーブル(別売り)は複数を繋げて使用しないでください。延長ケーブルを2本以上の延長接続はサポート対象外になります。

また、延長ケーブルとカメラケーブルの連結部は完全防水ではございません。

   ●

   ●

   ●

   ●

   ●

操作方法

   電源起動

07

07

   動画録画モード

   静止画撮影モード

   動画/写真再生モード

   動画/写真を消去する

   フォルダを消去する

   システム設定

   言語設定

   ビデオ設定  

フォーマット

  デフォルト設定

バージョン

フレームレート

   日時スタンプ
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困った時は

   日時設定

   仕様表
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   カメラズーム 07

   LED照明調節 08

09



製品特長

0403

部位名称

ご使用の前に

パワーインジケーター

メニューボタン

確認ボタン

アップボタン

ダウンボタン

この度は当社の工業用内視鏡カメラのお買い上げありがとうございます。

ご使用される前に、マニュアルをよく読みご理解の上ご使用ください。

先端レンズからチューブ部にかけて防水加工がされており、リアルタイムに映像を見ることができます。

同梱品

ビデオケーブル
x 1

USB ケーブル
x 1

フレキシブルチューブ

防水加工
LED レンズ

チューブ接続口

パワースイッチ

写真撮影ボタン

ビデオ撮影ボタン

ビデオ/写真 再生ボタン

フォルダ消去/カメラズームボタン

LCDモニター

USBポート

マイクロSDスロット

ビデオ出力

●    その場でモニタリングしながら、MicroSDカードへの保存もできる優れもの！最大32GBまで対応

●    

IP67　防水防塵設計(カメラ部/チューブ部のみ)により、検査の幅が広がります

 先端のカメラがLEDライト一体型設計で、暗闇でも鮮明な画像が得られます

●    

●    

乾電池での電源供給により、野外での使用も可能●    

マグネット×1; 狭い場所で落とした物を磁石で取り出し可能●    

フック×1; 狭い場所で落とした物を引っ掛けて取り出し可能●    

ミラー×1; 側視ミラー付き●    

持ち運びに便利な軽量設計: コンパクトなカラーCCDスコープカメラ

LCDモニター付きハンドル
x 1

Micro SDカードは別売りです

（ラバーリング付き)各種アーム3点セット

マグネット、フック、ミラー　×1

チューブ径9mmタイプ付属

9mm 防水加工
LED レンズ

オプション

延長ケーブル

チューブ径17mmタイプ付属

17mm 防水加工

LED レンズ マグネット、フック、ミラー　×1

※1 9mm/ 17mmには各種アーム3点セットが付属しております
　　5.8mm/ サイドビュー15mmには各種アーム対応はしていません
　

各種アーム3点セット

5.8mm/ 9mm/ 17mm/ サイドビュー15mm

防水加工 LED レンズ

1m/ 2m/ 5m

各種アーム3点セット(9mm/ 17mm)

※1

マニュアル
x 1

この製品は自動車整備やパイプの整備など手の届かない場所や暗い隙間内などを見る目的に使用されます。

また、MicroSDカード(別売)を装着することで写真/動画を保存することができます。
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使用する前に、このユーザーマニュアルを詳しく読んでください 
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with Recordable Mon
itor
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使用上の注意に反する不当なお取り扱いは、重大な事故やけがの恐れがあり大変危険なためおやめください
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使用する前の準備

バッテリーの装着方法

1. 本体の背面にあるカバーを取り外します。

2. 単三電池×4本をバッテリー挿入口に正しい向きで挿入します。

3. 電池の挿入が完了しましたら背面カバーを取り付けてください。

ソケット側の回しを
最後まで回し、しっかり留める

ケーブルのプラグを
ソケットに差し込む

初めに延長ケーブルとモニター本体を接続しますので、上記の手順より先に行ってください。

延長ケーブルのプラグをモニター本体のソケットに差し込みます。

次に、ソケット側の接続口を最後まで回し、確実に固定されていることを確認してください。

回す向きは上記確認方法を参考してください。

延長ケーブル(オプション)の装着方法

アームをスロットから
外れないように閉じますアームをスロットに合わせます

金属の接触面を上に向けて

MicroSDカードの挿入

液晶モニターの右側面にある赤いカバーをめくり、中央のMicroSDカードスロットに

MicroSDカードをカチッと聞こえるまで挿入してください。

※注意:  MicroSDカードの問題により正しく認識できない場合があります。

液晶モニターに”FORMAT TF CARD”が表記された場合、

上記の手順で認識されない場合で、MicroSDカードに異常がなければ、

CD driver( G )3.5 Floppy Disk( A ) Mobile Disk( H )

USBケーブル接続

    液晶モニターの右側面にある赤いカバーをめくり、上のMiniUSBポートに付属のUSBケーブル挿入します。

USBケーブルの片方をPCのUSBポートに接続します。

※万が一、撮影したビデオファイルが見えない場合は、

弊社ホームページのダウンロードからビデオファイルプレイヤーをインストールしてください。

差し込み方が悪い場合でも表示されることがありますので、一度挿し直してください。

”YES”を選択しフォーマットすることで正常に認識されるようになります。

差し込んだ状態で、

フックを穴に差し込みます

チューブ径17mmの場合 チューブ径9mmの場合

上からラバーリングをかぶせます

濡れた手でのバッテリー交換は故障の原因となります。注意  

カメラケーブルの装着方法

カメラケーブルとモニターを接続します。

右の図にならって、ケーブルのプラグをソケットに差し込みます。

次に、ソケット側の接続口を最後まで回し、確実に固定されている

ことを確認してください。

【回す向きの確認方法】

取り付ける場合: モニター先端の　REMOVE　の矢印と反対に回す

取り外す場合: モニター先端の　REMOVE 　の矢印と同じ向きに回す

設置が完了しましたらカメラケーブルと延長ケーブルを同じ手順で装着します。

フック/ミラー/マグネットの装着方法

フック/ミラー/マグネットとカメラケーブルを下の図に従って装着してください。

【チューブ径9mmの各種アームを装着するコツ】

初めにフックをカメラケーブル先端付近にある穴に差し込んでしまうと、ラバーリングの装着ができなくなってしまうので、

フックを穴に差し込む前に、あらかじめカメラケーブル側にラバーリングを装着しておいてください。

差し込んだあとにラバーリングを引き寄せ、固定されるように調節してください。

最後までうまく挿入できない場合、MicroSDカードが斜めに挿入されています。

一度MicroSDカードを抜き、再度挿入してください。

また、モニターの電源をONにしますと画面右下からMicroSDカードの挿入状態を確認できます。

:MicroSDカードが挿入されています。

:MicroSDカードが挿入されていません。または認識されていません。

挿入してください

PCが新しいハードウェアとして自動認識し、マイコンピュータの中にリムーバブルディスクが出現します。
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ビデオケーブルの片方を外部モニター(テレビやディスプレイなど)に接続し、リアルタイムの映像を大画面で映し出すことができます。

※外部モニターは販売しておりません。RCA端子のみの接続になります。.

ビデオ出力

2. カメラチューブは形状を保つことができます。無理に曲げたり、過度な力を加えないようにしてください。

3. 付属の各種アームを装着することで、さまざま場面に合わせてお使いいただけます。

操作方法

1. カメラを起動するために、初めにパワースイッチを約3秒間押し続けます。

    押下直後にパワーインジケーターが光りますが、画面に‘WELCOME’が表示されるまで押し続けてください。

電源起動

カメラズーム

    リアルタイム視聴時に”　　”ボタン（フォルダ消去/カメラズームボタン)で

1 . リアルタイム視聴時に”   “ボタン(録画ボタン)を押すと録画が開始されます。

2. もう一度撮影ボタンを押すと、撮影が終了します。

動画録画モード

*  ビデオは30分ごとに、自動的に個別に保存されます。

* “Memory Full”の文字が液晶モニタに表示された場合、

録画

録画した
時間

バッテリ-残量

SDカード
アイコン

日付/時刻

注意！

ズーム倍率

LED照明調節

静止画撮影モード

    リアルタイム視聴時に”　　“ボタン(撮影ボタン)を押すと静止画が撮影されます。

リアルタイム視聴時、または動画録画モードの時に、”  “ボタン、

または”  “ボタンで5段階の照明調節が出来ます。
 

* “Memory Full”の文字が液晶モニタに表示された場合、

メモリカードがいっぱいです。

メモリカードがいっぱいです。

液晶モニターの右側面にある赤いカバーをめくり、下のビデオポートに付属のビデオケーブル挿入します。

フック: 小物を引っかけることができます　マグネット: 金属の小物を磁力で引きつけます　

ミラー: カメラ側面を見ることができます

×1.0,×1.5,×2.0,×2.5,×3.0で拡大することができます。

*  MicroSDカードが挿入されていない場合は利用できません。

*   MicroSDカードが挿入されていない場合は利用できません。

2013/03/21
13:50:40

+ 1.5x

- +
2

00:05:43
2013/03/21
13:50:40

+ 1.5x

再度約3秒間押し続けますと電源が切れます。“BYE-BYE”が表示されるまで押し続けてください。

注意！



動画再生モード

“  　”ボタンや“　  ”ボタンを押しながら、ご覧になりたい動画を選び、

   “OK”ボタンを押してください。

    一時停止: “OK”ボタン(確認ボタン)を押しますと一時停止し、もう一度押しますと再開します。

    早送り: 動画再生中にアイコンが“    ”に切り替わるまで、 

 “   　”ボタンを押し続けます。

    巻き戻し: 動画再生中にアイコンが“  　 ”に切り替わるまで、   

   “   　”ボタンを押し続けます。

    ストップ/終了: メニューボタンを押してください。

    
写真再生モード

    
“  　”ボタンや“　  ”ボタンを押しながら、ご覧になりたい写真を選び、

    “OK”ボタンまたは“MENU”ボタンを押すと写真を見ることが出来ます。 

動画/写真を消去する

2.

3. 

4.  確認のため、液晶モニターに右の図のように消去するかどうかの確認が表示されます。

    

消去したい場合は“はい”、キャンセルしたい場合は“いいえ”を選択し、

    “OK”ボタンを押してください。
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再生モード

1. リアルタイム視聴時に“     ”ボタン(ビデオ/写真 再生ボタン)を押すと、

    日付別の撮影履歴フォルダ一覧が表示されます。
.

2. “    ”ボタンや“    ”ボタンを押して、ご覧になりたいフォルダを選び、

   “OK”ボタン(確認ボタン)を押してください。

JPGで表示されているファイルは写真ファイル、

MP4で表示されているファイルは動画ファイルです。

ビデオ再生モード

フォルダを消去する

システム設定

リアルタイム視聴時に“MENU”ボタンを押します。

動画
ファイル

写真
ファイル

1. 設定モード中に“  　”ボタンや“　  ”ボタンを押しながら、“システム設定”を選び、

    “OK”ボタンを押します。

2. “  　”ボタンや“　  ”ボタンを押しながら、“言語”を選び、“OK”ボタンを押します。 

右の図のような画面が表示されます。

3. “  　”ボタンや“　  ”ボタンを押しながら、設定したい言語を選びます。

4. 選択確認のため、“OK”ボタンを押し、“MENU”ボタンで設定を終了します。

言語設定

    もう一度押しますと終了します。

1. リアルタイム視聴時に“     ”ボタン(ビデオ/写真 再生ボタン)を押すと、

    日付別の撮影履歴フォルダ一覧が表示されます。

“    ”ボタンや“    ”ボタンを押して、消去したいファイルの入っている

   フォルダを選び、“OK”ボタン(確認ボタン)を押してください。

“    ”ボタンや“    ”ボタンを押して、消去したい動画または写真を選び、

   “　　　”ボタン(フォルダ消去/カメラズームボタン)を押してください。

13:54:15     JPG

14:17:34     MP4
14:36:40     JPG
15:09:03     MP4

14:12:19     MP4

2013/03/21 0001/0005

00:00:05           00:05:12

13:54:15     JPG

14:17:34     MP4
14:36:40     JPG
15:09:03     MP4

14:12:19     MP4

2013/03/21 0001/0005

ファイルを削除しますか？

2013/03/18
2013/03/19
2013/03/20
2013/03/21

2013/03/17
2013/03/16
2013/03/15

システム設定

ファイルが残っています！

撮影履歴

いいえ

はい

2.

※  フォルダ内にファイルが残っている場合は、初めに削除したいフォルダ内のファイルを 

1. リアルタイム視聴時に“     ”ボタン(ビデオ/写真 再生ボタン)を押すと、

    日付別の撮影履歴フォルダ一覧が表示されます。

“    ”ボタンや“    ”ボタンを押して、消去したいフォルダを選択し、

   “　　　”ボタン(フォルダ消去/カメラズームボタン)を押しますと削除が完了します。

削除してください。ファイルが残っている場合は、右の図のようにメッセージが表示されます。

言語

※　画面上部に表示されている言語国旗マークが現在設定されている言語になります。



バージョン

2 . “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“バージョン”を選択し、“OK”ボタンを押します。

    現在使用中の商品のバージョンを見ることが出来ます。
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ビデオ設定

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“システム設定”を選択し、

    “OK”ボタンを押します。

2. “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“ビデオシステム”を選択し、“OK”ボタンを押します。

3. “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、 “NTSC”と“PAL”を切り替えて設定したいシステムを選択し、

    希望する項目で“OK”ボタンを押して確認後、“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。

フォーマット(MicroSDカードの初期化)

“フォーマットしますか？”の表示がされますので“いいえ”または“はい”を選択し、

デフォルト設定

日時設定

    

2. 

フレームレート

3. “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、フレームレートの数値を切り替えながら希望するレートにを選び、

日時スタンプ

3. 

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“システム設定”を選択し、

    “OK”ボタンを押します。

 “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“フォーマット”を選び、“OK”ボタンを押します。

     希望する項目で“OK”ボタンを押して確認後、“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“システム設定”を選択し、

    “OK”ボタンを押します。

“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“デフォルト設定”を選択し、“OK”ボタンを押します。

“設定を初期化しますか？”の表示がされますので“いいえ”または“はい”を選択し、工場出荷時に戻すかキャンセルをするかを選び、

     希望する項目で“OK”ボタンを押して確認後、“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。

3.

2. 

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“システム設定”を選択し、

    “OK”ボタンを押します。

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“日時設定”を選択し、

    “OK”ボタンを押します。右の図のような表示がされます。

“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、 数字を増加/減少します。

“OK”ボタンを押すと年→月→日→時→分の順に進み、

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“撮影設定”を選び、

    “OK”ボタンを押します。

2. “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“フレームレート”を選び、“OK”ボタンを押します。

“OK”ボタンを押して確認後、“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。

1. 設定モード中に“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“撮影設定”を選び、

    “OK”ボタンを押します。

2. “ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、“日時スタンプ”を選び、“OK”ボタンを押します。

“ 　　”ボタンや“    ”ボタンを押しながら、オン/オフを切り替えながら、

“OK”ボタンを押して確認後、“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。
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“MENU”ボタンを押すと設定を終了します。

3. 

日時設定
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製品仕様

*  製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください

困った時は

!

           問題                            原因                                               解決方法

起動できない

画面が暗すぎる/明るすぎる

電池の電力が不足しています。

LEDライトの調整が必要です。

電池を取り換えてください。

リアルタイム視聴時、
または動画録画モードの時に、
”  “ボタン、または”  “ボタンで
照明の調節をして下さい。

　　　　　　　   

ご使用の前には必ず安全に関するしおりをご確認ください。
確認をする際には必ず電源をお切りください。

*  本マニュアル(Ver.1.1)が同梱された製品は以前のバージョンから仕様変更がされております。
   変更内容:画面操作アイコン表示の複数変更、画面操作文字表示位置/表示説明の複数変更、ズーム倍率×2.5の機能追加

型番  GL8822

イメージセンサー CMOS

解像度 640 x 480 (PAL); 640 x 480 (NTSC) 

水平視野角度  45°

最小照度 0 Lux

暗所可視範囲 3～17cm (LED点灯時）

給電方式  単三アルカリ電池  4本

防水規格 IP67 (チューブ/レンズ部分のみ)

LCDモニタータイプ 2.7”TFT-LCD

LCD解像度 640 x 480

ビデオシステム PAL / NTSC

消費電流 (Max.) 220mA

寸法 263 x 86 x 49(mm)(カメラケーブルを除く)

USB 2.0

動作温度

5,10,15,20,25,30フレーム/秒

動作湿度 

.JPEG/ .MP4

チューブ径

CMOS

640 x 480 (PAL); 640 x 480 (NTSC) 

50°

0 Lux

7～50cm（LED点灯時）

 単三アルカリ電池  4本

IP67 (チューブ/レンズ部分のみ)

2.7”TFT-LCD

640 x 480

PAL / NTSC

220mA

263 x 86 x 49(mm)(カメラケーブルを除く)

USB 2.0

5,10,15,20,25,30フレーム/秒

.JPEG/ .MP4

17mm 9mm

MicroSDカード

通信方式

写真形式/動画形式  

動画保存時間

フレームレート

15～85％RH 15～85％RH

-10°C～50°C/14°F～122°F -10°C～50°C/14°F～122°F

493ｇ 429ｇ本体重量 

2～32GB

1ファイルにつき最大30分

2～32GB

1ファイルにつき最大30分

画面に“トラブルシューティングの モニター部とカメラケーブルの 5ページのカメラケーブルの装着方法

マニュアルを参照にして下さい”と

表示される

接続または認識がされていません。 をよく読み、正しく装着して下さい。

写真または動画が MicroSDカードの相性に問題があります。 推奨MicroSDカード、または16GB以下の

うまく保存できない Kingston, Kingmax, SanDiskを推奨しております。 容量のMicroSDカードお使いください。

モニター部とカメラケーブル、

または延長ケーブルの取り外しが

できない

モニター側の回しに異物が入っていたり

劣化することにより硬くなることがあります。

取れない場合は弊社に返送してください。

無理に取り外し、故障した場合は保証対象外に

なることがありますのでご注意ください。


