
製品紹介
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。

マニュアルに従って正しくご使用ください。

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。

先端のレンズには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。

部位名称

電源ON時 点灯LED(黄緑色)

電源 ON/OFFボタン

画面明るさ調整ボタン 

フレキシブルケーブル

LEDライト明るさ調整ボタン 

ミラーボタン 

 防水加工
　LED レンズ

ハンドル

バッテリーコンパ-トメント

同梱品

2.4" TFT LCD モニター×1

使用する前の準備
バッテリーの装着方法

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  

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本をバッテリーコンパートメントに正しく挿入します。

3. 電池の挿入が完了しましたら背面のカバーを取り付けて下さい。

フレキシブルケーブルの装着方法

フレキシブル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。

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
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【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。

付属品（マグネット、フック、ミラー）の装着方法

付属品（マグネット、ミラー、フック）とカメラを下の図に従って装着してください。

 

注意  

図-4
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フックをカメラ付近にある 
穴に差し込む

カメラとフックの間に
ラバーリングをかぶせて、 
固定する

防水加工はレンズとチューブのみです、モニターは水に濡らさないでください。
使用しない時は、屋内に乾燥した場所に保管してください。

（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
付属品

9mm 防水加工
LED レンズ×1

チューブ径17mmタイプ
付属品

17mm 防水加工
LED レンズ×1 マグネット、フック、ミラー　×1

各種アーム3点セット

チューブ径17mmの場合 チューブ径9mmの場合

ビデオ出力

2.4”TFT-LCD

バッテリー残量少時点灯LED(赤色)

【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

ビデオケーブル×1
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マニュアル×1

アームをスロットに合わせます
アームをスロットから
外れないように閉じます

図-5 ビデオケーブルを接続

 電源ボタン

カメラ先端の

LEDライトの数は
チューブ径の仕様で

異なります

図-1 図-2 図-3

使用方法

1. 電源ボタンを1回押下でONにして、本体を起動させます。再度押下でOFFになります。（図1-参照）

　 LEDライト明るさ調整ボタン：LEDの明るさは6段階のレベルがあり、ボタンを押して光の強さを調整することができます。
   画面明るさ調整ボタン：モニターのコントラスト比は8段階のレベルがあり、ボタンを押して調整することができます。

ミラーボタン:0度/0度(反転)/180度/180度(反転)の4段階があり、ボタンを押して調整できます。

3. チューブは形状を保つことができます。(図3-参照）

4. 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。（図4-参照）

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。

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

5. 外部モニター(テレビやディスプレイなど)にビデオケーブルを接続し、リアルタイムの映像を映し出すことができます。(図5-参照)

※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。

2. モニターに表示される明るさ、角度は各種ボタンから調整できます。(図2-参照)



V ersion 1.0

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: GL8873 

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。.

INSPECTION VIDEO CAMERA WITH COLOR LCD MONITOR

使用上の注意
●   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。

●
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製品保証書

バッテリーが正しく入っていることを確認ください。

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。 

製品名：GL8873
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)

型番  GL8873

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  48°

最低照度 0 Lux

暗所可視範囲 3～17cm (LED点灯時）

電源装置  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 2.4”TFT-LCD

LCD解像度 480 x 234

ビデオシステム PAL / NTSC

消費電流 (Max.) 220mA

寸法 250 x 88 x 48(mm)

本体重量 374g

動作温度 -10°C～50°C/14°F～122°F

動作湿度 15～85％RH

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

チューブ径

CMOS

704 x 576 (PAL); 712 x 486 (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)

2.4”TFT-LCD

480 x 234

PAL / NTSC

220mA

250 x 88 x 48(mm)

450g

-10°C～50°C/14°F～122°F

15～85％RH

17mm 9mm

●

   

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。


