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ご注意 
 本キーボードをプリセットカメラシステムのシステムコントローラ

（ＰＣＳ－３５ＳＣ）と接続する場合は、プリセットシステムの取扱 

説明書をご覧ください。 
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この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す
るために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ
うになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人
が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があること
を告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）
が描かれています。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解
禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるもので
す。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグ
をコンセントから抜け）が描かれています。

警告

注意

絵表示の例

 　
ご使用の前にこの「安全に正しくお使いいただくために」と「取扱説明
書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後はいつでも見られる所に保管してください。

•お買い上げになった機器に当てはまらない注意事項もありますが、ご
了承ください。

安全に正しくお使いいただくために

安全上のご注意（必ずお守りください。）



●本機のケース・裏パネル等をはずさない！

内部には高圧の部分があり、感電の原因となります。内部の点
検・整備・修理は販売店または営業所にご依頼ください。

●本機の上に水などの入った容器を置かない！

こぼれて中に入ると、火災・感電の原因になります。

●表示された電源電圧以外は使用しない！

火災・感電の原因となります。

●本機に水が入ったり、ぬらしたりしない！

火災・感電の原因になります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使
用は特にご注意ください。

●本機の開口部から金属物や燃えやすいものなどの異物を差し込ま

ない！落とし込まない！

火災・感電の原因となります。

●電源コードを傷つけない！加工しない！無理に曲げない！ねじら

ない！引っ張らない！加熱しない！

コードが破損して火災・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。

●風呂、シャワー室などの水場では使用しない！

火災・感電の原因となります。

●雷が鳴り出したら、同軸コネクタ／ケーブルや電源プラグに触れ

ない！

感電の原因になります。

●指定された消費電力（W）を越える装置は接続しない！

火災の原因となります。本機のACアウトレットが供給できる電
力(W)はACアウトレット付近または取扱説明書に表示してあり
ます。

　警告使用上の注意

●本機の上に小さな金属物を置かない！

中に入ると、火災・感電の原因となります。

安全上のご注意（必ずお守りください。）



　警告
●不安定な場所に置かない！

落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

●電源コードの上に重いものを置かない！本機の下敷きにしない！

コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。コードの上を
敷物などで覆うと、それに気付かず、重い物をのせてしまうこと
があります。

●水場に設置しない！

火災・感電の原因となります。

●指定された機器以外とは接続しない！

火災・感電の原因となります。

●本機の固定は工事専門業者に依頼を！

本機を固定する場合は、指定された方法できちんと固定しない
と、落ちたり、倒れたりして、火災・感電・けがの原因になりま
す。特に、壁や天井に固定する場合は、必ず工事専門業者にご依
頼ください。なお、取付け費用については、販売店または営業所
にご相談ください。

●煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態の場合は、

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なく
なるのを確認して、 販売店または営業所に修理をご依頼くださ
い。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●本機の内部に水などが入った場合は、電源スイッチを切り、電源

プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また
は営業所にご連絡ください。

●本機の内部に異物が入った場合は、電源スイッチを切り、電源プ

ラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また
は営業所にご連絡ください。

設置について

異常時の処理について

安全上のご注意（必ずお守りください。）



　注意

　警告
●本機が故障した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜

く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また
は営業所に修理をご依頼ください。

●本機を落としたり、ケースが破損した場合は、電源スイッチを切

り、電源プラグを抜く！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また
は営業所にご連絡ください。

●電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）場合は、交換を依

頼する！

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店また
は営業所に交換をご依頼ください。

●本機に乗らない！

倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。

●本機の上に重いものを置かない！

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因になること
があります。

●移動させる場合は、必ず電源スイッチを切り、プラグを抜き、機

器間の接続ケーブルをはずす！

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●長期間使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセン

トから抜く！

火災の原因となることがあります。

使用上の注意

異常時の処理について

安全上のご注意（必ずお守りください。）



　注意

●湿気やほこりの多い場所に置かない！

火災・感電の原因となることがあります。

●調理台や加湿器のそばなど油煙や湿気が当たる場所に置かない！

火災・感電の原因となることがあります。

●電源コードを熱器具に近づけない！

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがありま
す。

●レンズで太陽・照明などをのぞかない！

強い光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

●本機の通風孔をふさがない！

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあ
ります。次のような使い方はしないでください。
本機を仰向けや横倒し、逆さまにする。風通しの悪い狭い所に押
し込む。じゅうたんや布団の上に置く。テーブルやクロスなどを
掛ける。

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない！

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず
プラグを持って抜いてください。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない！

感電の原因となることがあります。

使用上の注意

設置について

安全上のご注意（必ずお守りください。）



　注意
●お手入れの際は安全のため、スイッチを切り電源プラグを抜く！

感電の原因となることがあります。

●１年に一度くらいは、販売店または営業所に内部の掃除の相談

を！

本機の内部にほこりがたまったまま使用し続けると、火災・故障
の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前
に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店ま
たは営業所にご相談ください。

お手入れについて

安全上のご注意（必ずお守りください。）
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取扱取扱取扱取扱いいいい上上上上のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    
● むやみにケースを開けないで下さい。 

● 周囲温度は定格内、湿度は８０％以下の非結露の場所でご使用ください。 

● 強い衝撃や振動はキズや故障の原因になりますので、取扱いにご注意下さい。 

● 直射日光や暖房等の強い熱のあたる場所には設置しないで下さい。 

● 強力な磁界や強い電波のある場所には設置しないで下さい。 

● 本装置をラジオ、テレビ等の無線機に隣接して設置されますと、受信障害の原因となる

場合があります。 

 

※本システムで使用する他のカメラ、周辺機器の詳細は個々の取扱説明書をご覧下さい。 
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１１１１．．．．概概概概    要要要要 

 

 本器は、最大２００ＣＨのプリセットカメラ、マニュアルカメラ、固定カメラの映像切り替

えやズームレンズ／パンチルト、またデジタルレコーダなどの操作を手元で一元的に操作する

ことができ、総合的セキュリティシステムが構築できます。 

 プリセットカメラを、あらかじめ各監視場所のズームアップ画面を記憶させておくことによ

り、その番号を入力すると、自動的にそのズームアップ画面を素早くマスタモニタに出力する

ことができます。その他に、屋外用などのマニュアル操作のズームレンズ／パンチルトも混在

して１つのキーボードでコントロールすることができます。 

また、キーボードを増設し、各キーボードにマスタモニタを設置して最大２０ヶ所で同時操

作することができます。さらに専用回線などを利用し、遠隔操作することも可能です。 

 

２２２２．．．．特特特特    長長長長 

 

（（（（１１１１））））複数台複数台複数台複数台ののののキーボードキーボードキーボードキーボードをををを同時操作可能同時操作可能同時操作可能同時操作可能        

・ １システム内の最大２０台のキーボードからそれぞれ別のカメラを同時に操

作することができます。 

もし、同じカメラを操作しようとした場合は、最後に操作しようとしたキー

ボードが優先します。 

 ・ 他のキーボードから操作できないようにロックすることもできます。 

 

（（（（２２２２））））プリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラ操作操作操作操作        

・ あらかじめ各監視場所のズームアップ画面にプリセット番号をつけて登録することがで

きます。プリセット番号を入力すれば、プリセットポジションに素早くズームアップし

ます。プリセット番号はＮｏ０００１～９９９９まで登録することができます。 

・ プリセットカメラのフリッカレス、ワイドダイナミックレンジなどの各種設定をカメラ

操作中でも簡単に設定することができます。 

固定カメラも擬似的にプリセットポジションの１つとして登録することがで

きます。 

 

（（（（３３３３））））デジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダ操作操作操作操作        

・ デジタルレコーダの前面パネルの操作を手元で操作することができます。 

 

（（（（４４４４））））遠隔制御遠隔制御遠隔制御遠隔制御        

・ ＲＳ－２３２Ｃポートから、専用回線などを利用し遠隔地から操作することができます。 

 

（（（（５５５５））））外外外外    観観観観、、、、操操操操    作作作作        

・ Ａ４サイズでスペースファクタに優れています。 

・ 操作ボタンには、メンブレンスイッチを採用。防水性、防塵性、耐久性に優れています。 

・ ２０文字Ｘ２行の大型ＬＣＤ画面を採用し、視認性が向上しています。 

・ ３Ｄジョイスティックの採用により、片手でパンチルト，ズーム，スピードの操作を容

易に行うことができます。 
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        ３３３３．．．．各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと機能機能機能機能 

 

 

       ①     ②       ③          ④ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

 

 

  

⑫ 

⑥ 

⑪ 

 

 ⑬ 

 

 

⑦ 

 

 

        ⑧     ⑨         ⑩   

 

① 電源スイッチ 

② 通信コネクタ  

 

③ ＬＣＤ 

 

④ ３Ｄｼﾞｮｲｽﾃｨｯｸ  

⑤ 操作モード選択部 

 

 

⑥ ファンクション部 

  

⑦ 操作部     

⑧ シフト     

⑨ テンキー部   

⑩ キャンセル 

⑪ 確認      

⑫ ロック     

⑬ 輝度調整 

 

 

：｜側が電源ＯＮです。 

：I-LAN(RS-485)に同梱のケーブルで弊社製周辺機器を接続し

ます。RS-232C(DCE)からも同様に制御することができます。 

：２０行Ｘ２桁の大型ＬＣＤです。５分間操作しないと自動

消灯します。 

：パンチルト、ズームレンズの操作が片手で行えます。 

：オートスイッチャ監視、カメラＣＨ選択、プリセット番号

呼出し、デジタルレコーダ操作などの操作モードを選択し

ます。 

：各操作モードで操作用のファンクションボタンの内容が 

切り替わります。ページを切替えて色々な操作を行います。 

：ワイパ、スピード、フォーカスの操作を行います。 

：特殊な操作の時に使用します。 

：カメラＣＨやプリセット番号を入力します。 

：セットアップ時、主に何もせず前画面に戻る時使用します。 

：セットアップ時、設定内容をメモリします。 

：現在使用しているカメラ操作権をロックします。 

：文字の輝度を調整できます（側面の穴）。 
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        ４４４４．．．．接続接続接続接続のしかたのしかたのしかたのしかた 

 

【【【【シシシシステムステムステムステム例例例例１１１１】】】】     

 ※コンビネーション（プリセット）カメラ８台を１台のキーボードで操作する場

合（キーボードの工場出荷設定でこのシステムが動作します）。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【システムシステムシステムシステム例例例例２２２２】】】】     

 ※屋外用コンビネーション（プリセット）カメラとデジタルレコーダをキーボー

ドで操作する場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ヒント◆ 

I-LAN と RS-232C を同時に使用すること 

も可能です。 
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【【【【システムシステムシステムシステム例例例例３３３３】】】】     

 ※固定カメラ８台とマトリクススイッチャを３台のキーボードで操作する場合。 
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        ５５５５．．．．操作操作操作操作のしかたのしかたのしかたのしかた 

※操作は大きく分けて 設定、登録、操作、監視 の４つの状態があります。 
【【【【５５５５．．．．１１１１】】】】    設設設設    定定定定    

１１１１））））システムシステムシステムシステム設定設定設定設定（（（（キーボードキーボードキーボードキーボード））））    

システムシステムシステムシステム設定設定設定設定はははは、、、、監視画面監視画面監視画面監視画面でででで    シフトシフトシフトシフト＋＋＋＋セットセットセットセット＋＋＋＋モードモードモードモードボタンボタンボタンボタンをををを同時同時同時同時にににに押押押押しますしますしますします。。。。    

－－－－    説明文中説明文中説明文中説明文中のののの太文字太文字太文字太文字はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての操作操作操作操作にににに共通共通共通共通してしてしてして必要必要必要必要なななな内容内容内容内容ですですですです。－。－。－。－    

①①①①    キーボードキーボードキーボードキーボード設定設定設定設定    

  

・・・・↑↑↑↑ここにここにここにここにＰＰＰＰのののの文字文字文字文字がががが出出出出ているているているている時時時時はははは、、、、ページページページページをををを押押押押ししししファンクションファンクションファンクションファンクションをををを表示表示表示表示できますできますできますできます。。。。    

 

 

・・・・このこのこのこの様様様様にににに｜｜｜｜でででで仕切仕切仕切仕切られているられているられているられている画面画面画面画面はははは、、、、ＦＦＦＦ・・・・１１１１～～～～ＦＦＦＦ・・・・６６６６にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。    

②②②②    キーボードキーボードキーボードキーボードＩＤＩＤＩＤＩＤのののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

 

 

 

・・・・数値入力数値入力数値入力数値入力はははは    １０１０１０１０キーキーキーキーでででで数字数字数字数字をををを入力入力入力入力ししししセットセットセットセットをををを押押押押しますしますしますします。。。。    

・・・・右上右上右上右上にににに→→→→がががが点滅点滅点滅点滅したしたしたした時時時時はははは、、、、    確認確認確認確認    でででで設定設定設定設定されされされされ前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。    

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルはははは設定設定設定設定されずにされずにされずにされずに前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。    

・キーボードの使用数が１台の場合は０１を設定します。複数台の場合は各キーボー

ドごとに順に、０２、０３・・・と設定します。 

 

   ③③③③    スタートスタートスタートスタートＣＨＣＨＣＨＣＨ設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２））））    

・キーボードを起動した時、マスタモニタに何の映像を表示するかを設定します。 

 

 

 

・０００の場合は、オートスイッチャとなります。 

 ※オートスイッチは基本的にはキーボードが１台のときに設定します。 

複数のキーボードが、同時に１台のモニタに対してオートスイッチすることはで

きません。 

・０００以外を入力した場合、そのＣＨの映像が固定表示されます。 

 

④④④④    設定設定設定設定データデータデータデータのののの送信送信送信送信（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・６６６６））））    

 

 

 

   ・他のキーボードへ設定データを送信し、コピーすることができます。 

・キーボードのＩＤ以外の設定データがコピーされます。コピーは数分かかります。 

シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム        セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                                

ＰＰＰＰ    １１１１    ：：：：    キキキキ    －－－－    ホホホホ    ゛゙゙゙    －－－－    トトトト    ゛゙゙゙                                            

ＫＫＫＫ    ＢＢＢＢ    －－－－    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ        ｜｜｜｜    スススス    タタタタ    －－－－    トトトト    ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ｜｜｜｜                            

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜        ソソソソ    ウウウウ    シシシシ    ンンンン        

ＫＫＫＫ    ＢＢＢＢ    －－－－    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ：：：：    ００００    ００００                                                →→→→    

                                                                                

スススス    タタタタ    －－－－    トトトト        ヒヒヒヒ    ョョョョ    ウウウウ    シシシシ    ゛゙゙゙        ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ：：：：    ００００    ００００    ００００            →→→→    

                                            （（（（    ００００    ００００    ００００    ＝＝＝＝    オオオオ    －－－－    トトトト    ））））    

セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ    テテテテ    ゛゙゙゙    －－－－    タタタタ    ヲヲヲヲ        タタタタ    キキキキ    ョョョョ    クククク    ヘヘヘヘ    ソソソソ    ウウウウ    シシシシ    ンンンン    →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ソソソソ    ウウウウ    シシシシ    ンンンン    ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    シシシシ    ナナナナ    イイイイ    
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２２２２））））システムシステムシステムシステム設定設定設定設定（（（（システムシステムシステムシステム））））    

            ①①①①    システムシステムシステムシステム設定設定設定設定 

・・・・ＰＰＰＰのののの右右右右にににに数字数字数字数字があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは複数複数複数複数ののののページページページページがががが存在存在存在存在することをすることをすることをすることを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。    

      ・・・・        ＞＞＞＞    でででで次次次次ののののページページページページ２２２２をををを表示表示表示表示させますさせますさせますさせます。。。。    

 

 

 

・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

      ②②②②    カメラカメラカメラカメラ台数台数台数台数のののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

 

 

・使用するカメラの全数を設定します。 

 

   ④④④④    カメラカメラカメラカメラ種別種別種別種別のののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２））））    

・使用するカメラの種別（制御方法）を設定します。 

 

 

 

・・・・カメラカメラカメラカメラＣＨＣＨＣＨＣＨををををセットセットセットセットするとするとするとすると、、、、カーソルカーソルカーソルカーソルがががが移動移動移動移動しますのでしますのでしますのでしますのでページページページページをををを押押押押しますしますしますします。。。。 

・・・・ファンクションファンクションファンクションファンクション画面画面画面画面からからからから戻戻戻戻るとるとるとると、、、、右上右上右上右上にににに→→→→がががが点滅点滅点滅点滅しししし、、、、    確認確認確認確認    でででで設定設定設定設定されされされされ、、、、自動的自動的自動的自動的にににに    

次次次次ののののＣＨＣＨＣＨＣＨががががセッセッセッセットトトトされますされますされますされます。。。。    

・・・・続続続続けてけてけてけてセットセットセットセットをををを押押押押してしてしてして設定設定設定設定をををを続続続続けるかけるかけるかけるか、、、、    キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルをををを押押押押してしてしてして前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。    

 

 

 

・コテイ   ：固定カメラ 

・マニュアル ：ＺＰＣ（ＡＣ１００Ｖ）制御のパンチルト付きカメラ 

・プリセット ：コンビネーションカメラなどプリセット機能があるカメラ 

※固定カメラをプリセット番号呼出ししたい場合はプリセットに設定します。 

 

      ⑤⑤⑤⑤    ケケケケーブルーブルーブルーブル補償補償補償補償のののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・３３３３））））    

・同様に使用するカメラのケーブル補償を設定します。 

※ケーブル補償とはケーブル長による映像の劣化を補償する機能です。 

 

 

    

    ・同軸ケーブルの種類と距離で決定します（詳細はプリセットコントローラ参照）。 

 

 

 

シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム        セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                                

ＰＰＰＰ    ２２２２    ：：：：    シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム                                                        

カカカカ    メメメメ    ララララ    スススス    ウウウウ        ｜｜｜｜    シシシシ    ュュュュ    ヘヘヘヘ    ゛゙゙゙    ツツツツ        ｜｜｜｜        ホホホホ    シシシシ    ョョョョ    ウウウウ        

セセセセ    ツツツツ    ソソソソ    ゛゙゙゙    クククク        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

カカカカ    メメメメ    ララララ        タタタタ    ゛ イイイイ    スススス    ウウウウ    ：：：：    ００００    ００００    ００００    タタタタ    ゛゙゙゙    イイイイ                →→→→    

                                                                                

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００     シシシシ    ュュュュ    ヘヘヘヘ    ゛゙゙゙    ツツツツ    ：：：：    ココココ    テテテテ    イイイイ                    →→→→    

ＰＰＰＰ    ２２２２    －－－－    ２２２２    ：：：：    カカカカ    メメメメ    ララララ        シシシシ    ュュュュ    ヘヘヘヘ    ゛゙゙゙    ツツツツ                            

    ココココ    テテテテ    イイイイ            ｜｜｜｜    ママママ    ニニニニ    ュュュュ    アアアア    ルルルル        ｜｜｜｜    フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト    

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００     ケケケケ    －－－－    フフフフ    ゛゙゙゙    ルルルル    チチチチ    ョョョョ    ウウウウ    ：：：：    シシシシ    ョョョョ    －－－－    トトトト    →→→→    

ＰＰＰＰ    ２２２２    －－－－    ３３３３    ：：：：    ケケケケ    －－－－    フフフフ    ゛゙゙゙    ルルルル        ホホホホ    シシシシ    ョョョョ    ウウウウ                        

    シシシシ    ョョョョ    －－－－    トトトト        ｜｜｜｜        ミミミミ    トトトト    ゛゙゙゙    ルルルル        ｜｜｜｜        ロロロロ    ンンンン    クククク    ゛゙゙゙        

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            
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      ⑥⑥⑥⑥    機器接続機器接続機器接続機器接続のののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・４４４４））））    

・使用するカメラの機器接続を設定します。 

 

 

 

・・・・カメラからマスタモニタまでの接続を順に設定します（最大７機種）。 

・・・・カメラＣＨをセットすると、カーソルが下段に移動しますのでセットを押し 

ます。 

・下段にて ＜   ＞ を押すと隣の機器に移動します。 

・ Ｃ を押すとカーソルがある位置の機器接続がクリアされます。 

・機器接続設定画面から戻ると、右上に→が点滅し、 確認 で設定され、自動的に 

次のＣＨがセットされます。 

・続けてセットを押して設定を続けるか、 キャンセルを押して前画面に戻ります。 

 

 

 

・ページを押し、ファンクション画面で機器の種類を選択します。 

・画面が戻ったら、機器ＩＤをセットします。 

   ※Ｐｒの場合はＩＤの入力があっても無視されます 

      ※Ｖｓの場合はＩＤがシステムＩＤになりますので、標準は００をセットします。 

・入力ＣＨと出力ＣＨをセットします。ＣＨが１つしかない場合は１をセットします。 

・分割画面を出力したい場合は、ＩＮを下記のように設定します。 

※ シフト＋１～４ に設定すると４分割画面のＡ～Ｄが出力されます。 

※ シフト＋６ に設定すると１６分割画面が出力されます。    

※ シフト＋８，９ に設定すると９分割画面のＢ、Ａが出力されます。 

 

 

 

    ・Ｐｒ（プリセットコントローラ：ＰＣＳ－３５８など） 

    ・Ｍｓ（マトリクススイッチャ ：ＭＳＷ－６４１６など） 

    ・Ｖｓ（ビデオスイッチャ   ：ＶＳ－５１６など） 

    ・Ｆｓ（フレームスイッチャ  ：ＭＶＦ－１６０など） 

    ・Ｍｖ（マルチビューア    ：ＭＶＳ－４４Ｃなど） 

    ・Ｄｒ（デジタルレコーダ   ：ＳＤＲ－３０４など） 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００        キキキキ    キキキキ    セセセセ    ツツツツ    ソソソソ    ゛゙゙゙    クククク                            →→→→    

ＰＰＰＰ    ｒｒｒｒ    ＞＞＞＞    ＶＶＶＶ    ｓｓｓｓ    ＞＞＞＞    ＭＭＭＭ    ｓｓｓｓ    ＞＞＞＞    ＭＭＭＭ    ｖｖｖｖ    ＞＞＞＞    ＦＦＦＦ    ｓｓｓｓ    ＞＞＞＞    ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ    ＞＞＞＞            

キキキキ    キキキキ    １１１１    ::::    ＭＭＭＭ    ｖｖｖｖ    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ００００    １１１１    ＩＩＩＩ    ＮＮＮＮ    ＭＭＭＭ    ４４４４    １１１１    ＯＯＯＯ    ＵＵＵＵ    ＴＴＴＴ    ００００    １１１１    

ＰＰＰＰ    ２２２２    －－－－    ４４４４    ：：：：    セセセセ    ツツツツ    ソソソソ    ゛゙゙゙    クククク    キキキキ    キキキキ                                    

        ＰＰＰＰ    ｒｒｒｒ            ｜｜｜｜            ＭＭＭＭ    ｓｓｓｓ            ｜｜｜｜            ＶＶＶＶ    ｓｓｓｓ            

        ＦＦＦＦ    ｓｓｓｓ            ｜｜｜｜            ＭＭＭＭ    ｖｖｖｖ            ｜｜｜｜            ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ            

◆ ヒント ◆ 

カメラ選択ＣＨにて、分割画面をある架空のＣＨに設定すれば、そのＣＨを入力す

ることにより、カメラ単独画面のほかに分割画面も呼び出せます。 

（例）カメラ４台が４分割マルチビューワに接続されている場合 

 カメラ台数を５台に設定。カメラ１～４を通常通り、ＣＨ００１～００４に設定。 

 ＣＨ００５に４分割画面を設定。 
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３３３３））））システムシステムシステムシステム設定設定設定設定（（（（オートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャ））））    

①①①①    オートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャ設定設定設定設定    

    ・キーボード設定のスタートＣＨ設定でオートスイッチャ（ＣＨ０００）を設定した

場合に、オートスイッチャ設定を行います。 

・  ＞ で次のページ３を表示させます。 

 

 

 

・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

         ②②②②    カメラカメラカメラカメラごとのごとのごとのごとのオートスイッチオートスイッチオートスイッチオートスイッチ登録設定登録設定登録設定登録設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

     

 

 

・カメラＣＨをセットすると、カーソルが移動しますのでページを押します。 

 

 

 

・ＯＮ ：そのカメラはオートスイッチを行います。 

    ・ＯＦＦ：そのカメラはオートスイッチを行いません。 

    

③③③③    オールオールオールオールＯＮＯＮＯＮＯＮ設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２）、）、）、）、オールオールオールオールＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・３３３３））））    

    

 

 

 

 

 

    ・オートスイッチするカメラが多い場合、全てのカメラをＯＮしてから、少数のカメ

ラのオートスイッチをＯＦＦにします。 

    ・オートスイッチ設定をクリアしたい時、オールＯＦＦを行います。 

 

④④④④    オートスイッチオートスイッチオートスイッチオートスイッチ時間設定時間設定時間設定時間設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・４４４４））））    

 

 

 

    ・オートスイッチ時間を秒単位で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム        セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                                

ＰＰＰＰ    ３３３３    ：：：：    オオオオ    －－－－    トトトト    スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    ャャャャ                                        

カカカカ    メメメメ    ララララ    ココココ    ゛゙゙゙    トトトト    ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    ルルルル    ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ        ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    ルルルル    ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ    

    シシシシ    ゛゙゙゙    カカカカ    ンンンン        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００        スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    ャャャャ    トトトト    ウウウウ    ロロロロ    クククク    ：：：：    ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ        →→→→    

ＰＰＰＰ    ３３３３    －－－－    １１１１    ：：：：    トトトト    ウウウウ    ロロロロ    クククク                                                

        ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ            ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ            ｜｜｜｜                            

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

スススス    ヘヘヘヘ    ゛゙゙゙    テテテテ    ノノノノ    カカカカ    メメメメ    ララララ    ヲヲヲヲ        スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    シシシシ    ママママ    スススス            →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ＹＹＹＹ    ＥＥＥＥ    ＳＳＳＳ        ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    ＮＮＮＮ    ＯＯＯＯ        

スススス    ヘヘヘヘ    ゛゙゙゙    テテテテ    ノノノノ    カカカカ    メメメメ    ララララ    ヲヲヲヲ        スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    シシシシ    ママママ    セセセセ    ンンンン        →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ＹＹＹＹ    ＥＥＥＥ    ＳＳＳＳ        ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    ＮＮＮＮ    ＯＯＯＯ        

オオオオ    －－－－    トトトト    スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    シシシシ    ゛゙゙゙    カカカカ    ンンンン    ：：：：    ００００    ００００    ００００    ヒヒヒヒ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ウウウウ    →→→→    

                                                                                



 

                     10 

４４４４））））システムシステムシステムシステム設定設定設定設定（（（（パンチルトパンチルトパンチルトパンチルト））））    

①①①①    パンチルトパンチルトパンチルトパンチルト設定設定設定設定    

    ・各カメラごとにＺＰＣ制御を行うかを設定します。 

  ・システム設定のカメラ種別の設定でマニュアルを選択したカメラが対象となります。 

 

 

・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

            ②②②②    カメラカメラカメラカメラごとのごとのごとのごとのＺＰＣＺＰＣＺＰＣＺＰＣ制御制御制御制御ＣＨＣＨＣＨＣＨ設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

 

 

 

・カメラＣＨをセットすると、ＺＰＣ制御ＣＨにカーソルが移動します。 

    ・ＺＰＣ制御器のＣＨをセットします。 

  

            ③③③③    オールオールオールオールＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・３３３３））））    

 

 

 

    ・ＺＰＣ制御するカメラない場合や、設定をクリアする場合に設定します。 

 

        ５５５５））））システムシステムシステムシステム設定設定設定設定（（（（工場出荷工場出荷工場出荷工場出荷））））    

①①①①    工場出荷設定工場出荷設定工場出荷設定工場出荷設定    

・  ＞ で次のページ５を表示させます。 

 

 

 

    ・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

      ②②②②    キーボードキーボードキーボードキーボード（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１）、）、）、）、プリセットコントローラプリセットコントローラプリセットコントローラプリセットコントローラのののの工場出荷設定工場出荷設定工場出荷設定工場出荷設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２））））    

 

 

 

 ・設定データを消去し初期状態に戻します。 

          ・・・・    確認確認確認確認    をををを２２２２秒以上秒以上秒以上秒以上、、、、長押長押長押長押しするとしするとしするとしすると設定設定設定設定したしたしたしたデータデータデータデータがががが全全全全てててて初期化初期化初期化初期化されますのでされますのでされますのでされますので、、、、    

充分充分充分充分にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム        セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                                

ＰＰＰＰ    ４４４４    ：：：：    ハハハハ    ゜゚゚゚    ンンンン    チチチチ    ルルルル    トトトト                                                

カカカカ    メメメメ    ララララ    ココココ    ゛゙゙゙    トトトト    ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    ルルルル    ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ    

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００        ハハハハ    ゜゚゚゚    ンンンン    チチチチ    ルルルル    トトトト    セセセセ    イイイイ    キキキキ    ゛゙゙゙    ョョョョ            →→→→    

ＺＺＺＺ    ＰＰＰＰ    ＣＣＣＣ    セセセセ    イイイイ    キキキキ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ：：：：    ００００    ００００    ００００                            

ＺＺＺＺ    ＰＰＰＰ    ＣＣＣＣ    ニニニニ    ヨヨヨヨ    ルルルル    セセセセ    イイイイ    キキキキ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ハハハハ        アアアア    リリリリ    ママママ    セセセセ    ンンンン        →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ＹＹＹＹ    ＥＥＥＥ    ＳＳＳＳ        ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    ＮＮＮＮ    ＯＯＯＯ        

シシシシ    スススス    テテテテ    ムムムム        セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                                

ＰＰＰＰ    ５５５５    ：：：：    ココココ    ウウウウ    シシシシ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ウウウウ        シシシシ    ュュュュ    ッッッッ    カカカカ                            

        ＫＫＫＫ    ＢＢＢＢ            ｜｜｜｜            ＰＰＰＰ    ｒｒｒｒ            ｜｜｜｜                            

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ココココ    ウウウウ    シシシシ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ウウウウ    シシシシ    ュュュュ    ッッッッ    カカカカ        ＫＫＫＫ    ＢＢＢＢ                            →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ナナナナ    カカカカ    ゛゙゙゙    オオオオ    シシシシ    ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    ナナナナ    シシシシ    

ココココ    ウウウウ    シシシシ    ゛゙゙゙    ョョョョ    ウウウウ    シシシシ    ュュュュ    ッッッッ    カカカカ        ＰＰＰＰ    ｒｒｒｒ                            →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    ナナナナ    カカカカ    ゛゙゙゙    オオオオ    シシシシ    ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    ナナナナ    シシシシ    



 

                     11

【【【【５５５５．．．．２２２２】】】】    登登登登    録録録録    

        １１１１））））プリセットプリセットプリセットプリセット登録登録登録登録    

プリセットプリセットプリセットプリセット登録登録登録登録はははは、、、、監視画面監視画面監視画面監視画面でででで    シフトシフトシフトシフト＋＋＋＋    番号番号番号番号    ボタンボタンボタンボタンをををを同時同時同時同時にににに押押押押しますしますしますします。。。。    

    

①①①①    プリセットプリセットプリセットプリセット登録登録登録登録    

・プリセット登録とは、あらかじめカメラの向きとズームに番号を付けて記憶させる

ことです。その後はカメラＣＨ選択（ホーム動作）やプリセット番号呼出しをする

だけで自動的にカメラが動作し、目的の画面をとらえます。 

    

    

    

    ・ページを押しファンクションを表示します。    

    

    

    

            ②②②②    ホームポジションホームポジションホームポジションホームポジション登録登録登録登録（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

・ホームポジションとは、カメラ起動時に向く位置です。 

・カメラＣＨ選択を行った時に、他局（他のキーボード）が操作していても、元のホ

ームポジションに戻ってから操作できます。 

・ホームポジションは各カメラＣＨのポジションＮｏ００１（固定）を登録します。 

    

    

    

・カメラＣＨをセットします。 

・・・・登録登録登録登録からからからから戻戻戻戻るとるとるとると自動的自動的自動的自動的にににに次次次次ののののＣＨＣＨＣＨＣＨががががセットセットセットセットされますされますされますされます。。。。    

・・・・続続続続けてけてけてけてセットセットセットセットをををを押押押押してしてしてして設定設定設定設定をををを続続続続けるかけるかけるかけるか、、、、    キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルをををを押押押押してしてしてして前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。    

 

 

 

・３Ｄジョイスティックでカメラを操作し、目的の画面に合わせます。 

               ・ジョイスティックを倒すとカメラの向きが変わ 

ります。 

                倒した角度が大きいほど動作スピードが速くな

ります。 

               ・つまみを回すとズームします。まわす角度が大

きいほどズームスピードが速くなります。 

                                                    ・スピードを押すと、ＬＣＤ画面のＳＰＤ：ノーマルと

オートが切り替わります。オートの場合はズームする

に従いパンチルトの速度が遅くなり、モニタ画面をみ

ながら自然な操作が行えます。 

・・・・右上右上右上右上にににに→→→→がががが点滅点滅点滅点滅しししし、、、、    確認確認確認確認    でででで登録登録登録登録されますされますされますされます。。。。キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルはははは登録登録登録登録されずにされずにされずにされずに前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻

りますりますりますります。。。。    

フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト        トトトト    ウウウウ    ロロロロ    クククク                                        

ＰＰＰＰ        ：：：：    ホホホホ    ゜゚゚゚    シシシシ    ゛゙゙゙    シシシシ    ョョョョ    ンンンン                                            

    ホホホホ    －－－－    ムムムム            ｜｜｜｜    フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト    ｜｜｜｜                            

    トトトト    ゛゙゙゙    ウウウウ    ササササ        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ホホホホ    －－－－    ムムムム        ホホホホ    ゜゚゚゚    シシシシ    ゛゙゙゙    シシシシ    ョョョョ    ンンンン                                        

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００        ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ００００    ００００    １１１１        ココココ    テテテテ    イイイイ                        

ホホホホ    －－－－    ムムムム        ホホホホ    ゜゚゚゚    シシシシ    ゛゙゙゙    シシシシ    ョョョョ    ンンンン                                    →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    メメメメ    モモモモ    リリリリ        ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    シシシシ    ナナナナ    イイイイ    
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        ③③③③    プリセットポジションプリセットポジションプリセットポジションプリセットポジション登録登録登録登録（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２））））    

・プリセットポジションとは、プリセット番号呼出しされた時に、カメラが自動的に

向く位置のことです。 

・プリセット番号呼出しを行った時に、他局（他のキーボード）が操作していても、

元のプリセットポジションに戻ってから操作できます。 

・プリセットポジション番号には、各カメラＣＨのポジション番号００１～を登録し

ます（プリセットコントローラによりＣＨごとに登録できる最大値が変わります。

例えばＰＣＳ－３５１は９９ポジション、ＰＣＳ－３５８は２００ポジションで

す）。 

    ・プリセット番号は０００１～９９９９までの任意の数値を登録できます。 

  

    

    

    ・プリセットＮｏ（呼出し番号）と登録するカメラＣＨとそのポジションＮｏをセッ

トします（※Ｎｏ００１はホームポジションになります）。 

  

 

 

・３Ｄジョイスティックでカメラを操作し、目的の画面に合わせます。 

・ 確認 で登録されます。キャンセルは登録されずに前画面に戻ります。 

 

            ④④④④    ホームホームホームホーム動作動作動作動作のののの設定設定設定設定（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・４４４４））））    

    ・ホーム動作をするかどうかを設定します。 

    

    

    

    ・ホーム動作をするに設定すると、監視を押して操作を終了した時に、操作したプリ

セットカメラが全て自動的にホームポジションに戻ります。 

    ・ホーム動作をしないに設定すると、監視を押して操作を終了した時に、操作したカ

メラの向きは操作した位置にとどまります。 

・ 確認 で設定されます。キャンセルは設定されずに前画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト    ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ００００    ００００    ００００    ００００                                    

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００        ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ００００    ００００    １１１１                                        

フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト        ホホホホ    ゜゚゚゚    シシシシ    ゛゙゙゙    シシシシ    ョョョョ    ンンンン                        →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    メメメメ    モモモモ    リリリリ        ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    シシシシ    ナナナナ    イイイイ    

ホホホホ    －－－－    ムムムム    トトトト    ゛゙゙゙    ウウウウ    ササササ                                                    →→→→    

［［［［    カカカカ    クククク    ニニニニ    ンンンン    ］］］］    スススス    ルルルル            ［［［［    キキキキ    ャャャャ    ンンンン    セセセセ    ルルルル    ］］］］    シシシシ    ナナナナ    イイイイ    
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【【【【５５５５．．．．３３３３】】】】    監監監監    視視視視    

１１１１））））    監視状態監視状態監視状態監視状態    

監視状態監視状態監視状態監視状態にするにはにするにはにするにはにするには        監視監視監視監視    をををを押押押押しますしますしますします。。。。    

    ・監視状態とは、全てのカメラの操作をしていない状態です。つまり、操作権を開放

したことになり、３Ｄジョイスティックを操作してもカメラの向きは変わりません。 

・基本的には、操作を終了した時に監視状態にします。 

 

 

 

・監視状態では、設定されたオートスイッチ画面か、固定ＣＨがマスタモニタに映り

ます。 

    ・オートスイッチャが設定されている場合は、右上にオートスイッチと表示され、設

定された時間でオートスイッチ設定がＯＮになっているカメラＣＨが切り替わり、

マスタモニタに映し出されます。 

    

【【【【５５５５．．．．４４４４】】】】    操操操操    作作作作    

            ※カメラを操作するためには、まずプリセット番号呼出し、またはカメラＣＨ選択を行

います。その後、そのカメラを操作することができます。 

 

１１１１））））プリセットプリセットプリセットプリセット番号呼出番号呼出番号呼出番号呼出しししし    

  プリセットプリセットプリセットプリセット番号呼出番号呼出番号呼出番号呼出しをしをしをしを行行行行うにはうにはうにはうには、、、、    番号番号番号番号    をををを押押押押しますしますしますします。。。。    

            ①①①①    プリセットプリセットプリセットプリセット番号入力番号入力番号入力番号入力    

 

 

 

    ・プリセットＮｏ（番号）をセットします。 

     ※あらかじめプリセット登録していないと動作せず、ピピピッとブザーがなります。 

      ②②②②    カメラカメラカメラカメラ操作操作操作操作    

 

 

 

・カメラが自動的に動作し、目的の画面がマスタモニタに映し出されます。 

・その後、３Ｄジョイスティックでカメラを操作することができます。 

    ・スピードを押すと、ノーマルとオートが切り替わります。呼出された時は常に、 

オートになっています。 

 

    ・ページを押しファンクションを表示します。    

 

 

 

    ・操作方法は ２）カメラＣＨ選択 ④プリセットカメラ を参照ください。 

       ・・・・操作中操作中操作中操作中ははははもうもうもうもう一度一度一度一度ページページページページをををを押押押押すとすとすとすと前画面前画面前画面前画面にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。    

    

 

ママママ    スススス    タタタタ    モモモモ    ニニニニ    タタタタ    ：：：：    ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊        オオオオ    －－－－    トトトト    スススス    イイイイ    ッッッッ    チチチチ    

                                                                                    

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ００００    ００００    ００００    ００００                                                            

                                                                              

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                            ＳＳＳＳ    ＰＰＰＰ    ＤＤＤＤ    ：：：：    オオオオ    －－－－    トトトト        

ＰＰＰＰ    １１１１    ：：：：    ママママ    ニニニニ    ュュュュ    アアアア    ルルルル        ソソソソ    ウウウウ    ササササ                                    

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜        リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト        

シシシシ    ョョョョ    ウウウウ    メメメメ    イイイイ        ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    トトトト    ハハハハ    ゜゚゚゚    ンンンン    ｜｜｜｜        フフフフ    ォォォォ    －－－－    カカカカ    スススス    
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   ③③③③    カメラカメラカメラカメラ設定設定設定設定    

    ・操作しているカメラが対応している場合は、次の設定を行うことができます。 

・  ＞ で次のページ２を表示させます。 

 

 

 

    ・ページを押しファンクションを表示します。 

・・・・操作画面操作画面操作画面操作画面ではではではではファンクションファンクションファンクションファンクション画面画面画面画面からでもからでもからでもからでも、、、、    ＜＜＜＜    、、、、        ＞＞＞＞    でででで直接次直接次直接次直接次ののののページページページページのののの    

ファンクションファンクションファンクションファンクション画面画面画面画面にににに移動移動移動移動することができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

 

 

 

 

         ④④④④    フリッカレスフリッカレスフリッカレスフリッカレス（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・１１１１））））    

    ・関東地区では電源周波数が映像の周波数と異なるため、蛍光灯などの照明では、映

像がチラチラすることがあります。フリッカレスをＯＮにすると、チラチラはなく

なりますが、多少モニタ画面が暗くなります。 

 

 

 

 

         ⑤⑤⑤⑤    自動感度自動感度自動感度自動感度アップアップアップアップ（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・２２２２））））    

    ・屋外を監視している場合、夕方になると徐々に暗くなり、映像も暗くなっていきま

す。自動感度アップを設定すると、ある程度まわりが暗くても明るい映像になりま

す。ただしノイズと残像が多くなります。 

 

 

 

    ・ＯＦＦ  ：自動感度アップＯＦＦ 

    ・Ｓ／Ｎ  ：比較的ノイズは少ないが残像が多くなります。 

    ・ＳＴＤ  ：Ｓ／Ｎとウゴキの中間です。 

    ・ウゴキ  ：比較的残像は少ないがノイズが多くなります。 

 

⑤⑤⑤⑤    オートホワイトバランスオートホワイトバランスオートホワイトバランスオートホワイトバランス（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・３３３３））））    

    ・日光、蛍光灯、白熱灯などの色々な光源の色合いの中で、自動的に白いものは白く

映るようにする機能です。 

 

 

 

    ・オート１  ：標準的な設定です。 

    ・オート２  ：カメラの種類によって特別な光源の場合に使用します。 

    ・１プッシュ ：１プッシュオートホワイト機能がある場合に使用します。 

 

 

 

 

 

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                            ＳＳＳＳ    ＰＰＰＰ    ＤＤＤＤ    ：：：：    オオオオ    －－－－    トトトト        

ＰＰＰＰ    ２２２２    ：：：：    カカカカ    メメメメ    ララララ                                                            

フフフフ    リリリリ    ッッッッ    カカカカ    レレレレ    スススス    ｜｜｜｜    カカカカ    ンンンン    トトトト    ゛゙゙゙    ＵＵＵＵ    ＰＰＰＰ    ｜｜｜｜    ホホホホ    ワワワワ    イイイイ    トトトト    ＢＢＢＢ    ＬＬＬＬ    

ワワワワ    イイイイ    トトトト    ゛゙゙゙    ＤＤＤＤ        ｜｜｜｜    キキキキ    ゛゙゙゙    ャャャャ    ッッッッ    ココココ    ウウウウ    ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    トトトト    ＢＢＢＢ    ／／／／    ＷＷＷＷ    

フフフフ    リリリリ    ッッッッ    カカカカ    レレレレ    スススス                                ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ            

                                                    ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ                

シシシシ    ゛゙゙゙    トトトト    ゛゙゙゙    ウウウウ    カカカカ    ンンンン    トトトト    ゛゙゙゙    アアアア    ッッッッ    フフフフ    ゜゚゚゚    ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ            

    ＳＳＳＳ    ／／／／    ＮＮＮＮ            ｜｜｜｜        ＳＳＳＳ    ＴＴＴＴ    ＤＤＤＤ            ｜｜｜｜        ウウウウ    ココココ    ゛゙゙゙    キキキキ        

オオオオ    －－－－    トトトト    ホホホホ    ワワワワ    イイイイ    トトトト    ハハハハ    ゛゙゙゙    ララララ    ンンンン    スススス                                    

    オオオオ    －－－－    トトトト    １１１１        ｜｜｜｜        オオオオ    －－－－    トトトト    ２２２２        ｜｜｜｜    １１１１    フフフフ    ゜゚゚゚    ッッッッ    シシシシ    ュュュュ    
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            ⑥⑥⑥⑥    ワイドダイナミックレンジワイドダイナミックレンジワイドダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・４４４４））））    

    ・屋内と屋外を同時に映すと、屋外が白けたり、屋内が暗くなったりします。ワイド

ダイナミックレンジを設定すると、屋内外とも自然に見えるようになります。 

 

 

 

 

         ⑦⑦⑦⑦    逆光補正逆光補正逆光補正逆光補正（Ｆ（Ｆ（Ｆ（Ｆ・・・・５５５５））））    

    ・屋内と屋外を同時に映すとその明暗の割合で、屋外がはっきり見え、屋内が真っ暗

になることがあります。逆光補正をかけると、屋外が白っぽくなり屋内の映像がは

っきり見るようになります。 

 

 

 

    

      ⑧⑧⑧⑧    オートオートオートオートＢ／Ｗ（ＦＢ／Ｗ（ＦＢ／Ｗ（ＦＢ／Ｗ（Ｆ・・・・６６６６））））    

    ・オートＢ／Ｗは、照明が暗くなった場合に、自動的に白黒映像になり、感度が上が

り鮮明な映像が得られます。 

 

 

 

    ・オート  ：自動的に白黒映像に切り替わります。 

    ・カラー  ：カラー映像のまま切り替わりません。 

    ・Ｂ／Ｗ  ：白黒映像のまま切り替わりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワワワワ    イイイイ    トトトト    ゛゙゙゙                                        ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ            

タタタタ    ゛゙゙゙    イイイイ    ナナナナ    ミミミミ    ッッッッ    クククク    レレレレ    ンンンン    シシシシ    ゛゙゙゙            ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ                

キキキキ    ゛゙゙゙    ャャャャ    ッッッッ    ココココ    ウウウウ    ホホホホ    セセセセ    イイイイ                    ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＦＦＦＦ    ＦＦＦＦ            

                                                    ｜｜｜｜        ＯＯＯＯ    ＮＮＮＮ                

オオオオ    －－－－    トトトト        ＢＢＢＢ    ／／／／    ＷＷＷＷ                                                        

    オオオオ    －－－－    トトトト            ｜｜｜｜        カカカカ    ララララ    －－－－            ｜｜｜｜        ＢＢＢＢ    ／／／／    ＷＷＷＷ            
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２２２２））））カメカメカメカメララララＣＨＣＨＣＨＣＨ選択選択選択選択    

  カメラカメラカメラカメラＣＨＣＨＣＨＣＨ選択選択選択選択をををを行行行行うにはうにはうにはうには、、、、    ＣＨＣＨＣＨＣＨ    をををを押押押押しますしますしますします。。。。    

   ①①①①    カメラカメラカメラカメラＣＨＣＨＣＨＣＨ選択入力選択入力選択入力選択入力    

 

 

 

    ・カメラＣＨをセットします。 

     ※設定以上のカメラをセットすると、ピピピッとブザーがなります。 

 

      ②②②②    固定固定固定固定カメラカメラカメラカメラのののの選択選択選択選択    

 

 

 

 

・選択されたカメラ種別が固定カメラの場合は、その映像はマスタモニタに映し出さ

れますが、操作することはできません。 

 

③③③③    マニュアルカメラマニュアルカメラマニュアルカメラマニュアルカメラのののの選択選択選択選択    

 ・マニュアルカメラとは、ズームパンチルトコントローラ（ＺＰＣ）からパンチルト、

電動ズームレンズ、ワイパ、照明などを手動制御できるカメラのことです。 

 

 

 

・３Ｄジョイスティックでカメラを操作することができます。 

 ※ただし、パンチルトのスピード制御はできません。 

・ワイパ機能のあるカメラは、ワイパを１回押すと約５秒間ワイ

パが動作します。           

・フォーカス機能がある場合  遠 、 近 を押し、手動でフォー

カスを合わせることができます。 

               

 

 

             ・レンズスピードを制御する場合操作します。Ｈ→Ｌ→Ｍの順に切

り替わります。Ｈは速く、Ｌは遅く、Ｍは中間で動作します。 

 

    ・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

    ・Ｆ・１   ：ＺＰＣのＦ・１の動作のＯＮ／ＯＦＦを行います。 

    ・Ｆ・２   ：ＺＰＣのＦ・２の動作のＯＮ／ＯＦＦを行います。 

    ・アイリスカイ：アイリス制御がある場合に使用します。映像が明るくなります。 

    ・ショウメイ ：照明がある場合にその 

    ・オートパン ：オートパン動作のＯＮ／ＯＦＦを行います。 

    ・アイリスヘイ：アイリス制御がある場合に使用します。映像が暗くなります。 

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ００００    ００００    ００００                                                                

                                                                                

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                        ココココ    テテテテ    イイイイ    カカカカ    メメメメ    ララララ    

                                                                                

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                            レレレレ    ンンンン    スススス    ゛゙゙゙    ＳＳＳＳ    ＰＰＰＰ    ＤＤＤＤ    ：：：：    ＨＨＨＨ    

ＰＰＰＰ        ：：：：    ママママ    ニニニニ    ュュュュ    アアアア    ルルルル        ソソソソ    ウウウウ    ササササ                                    

        ＦＦＦＦ    １１１１            ｜｜｜｜            ＦＦＦＦ    ２２２２            ｜｜｜｜    アアアア    イイイイ    リリリリ    スススス    カカカカ    イイイイ    

シシシシ    ョョョョ    ウウウウ    メメメメ    イイイイ        ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    トトトト    ハハハハ    ゜゚゚゚    ンンンン    ｜｜｜｜    アアアア    イイイイ    リリリリ    スススス    ヘヘヘヘ    イイイイ    
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④④④④    プリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラのののの選択選択選択選択    

・プリセットカメラとは、コンビネーションカメラなどレンズパンチルト一体型プリ

セット機能つきのカメラのことです。 

 

 

 

・３Ｄジョイスティックでカメラを操作することができます。 

・ワイパ機能のあるカメラは、ワイパを１回押すと約５秒間ワイ

パが動作します。 

           

・オートフォーカスレンズが装備されている場合、白い壁やブラ

インドなど、縦線や濃淡がない画面ではフォーカスが合わない

場合があります。そのとき 遠 、 近 を押し、手動でフォーカ

スを合わせることができます。 

               

・スピードを押すと、ＬＣＤ画面のＳＰＤ：ノーマルとオートが

切り替わります。オートの場合はズームするに従いパンチルト

の速度が遅くなり、モニタ画面をみながら自然な操作が行えま

す。 

    ・ページを押しファンクションを表示します。    

 

 

 

    ・リセット  ：カメラがリセット動作を行い、動作原点を設定しなおします。 

            ※通常は使用しません。 

    ・ショウメイ ：照明機能付きカメラの場合、照明がＯＮ／ＯＦＦします。 

    ・オートパン ：オートパン（自動首振り）動作をＯＮ／ＯＦＦします。、 

            ※通常オートパンの使用は推奨いたしません。 

    ・フォーカス ：１プッシュフォーカス機能がある場合に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                ＳＳＳＳ    ＰＰＰＰ    ＤＤＤＤ    ：：：：    オオオオ    －－－－    トトトト        

ＰＰＰＰ    １１１１    ：：：：    ママママ    ニニニニ    ュュュュ    アアアア    ルルルル        ソソソソ    ウウウウ    ササササ                                    

                        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜        リリリリ    セセセセ    ッッッッ    トトトト        

シシシシ    ョョョョ    ウウウウ    メメメメ    イイイイ        ｜｜｜｜    オオオオ    －－－－    トトトト    ハハハハ    ゜゚゚゚    ンンンン    ｜｜｜｜        フフフフ    ォォォォ    －－－－    カカカカ    スススス    
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３３３３））））機能機能機能機能モードモードモードモード（（（（デジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダのののの操作操作操作操作））））    

     デジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダのののの操作操作操作操作をををを行行行行うにはうにはうにはうには、、、、    モードモードモードモード    をををを押押押押しますしますしますします。。。。    

    デジタルレコーダ（ＳＤＲ－３０１／３０４）の操作ボタンの制御が行えます。 

    

            ①①①①    デジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダののののＩＤＩＤＩＤＩＤ入力入力入力入力 

 

 

 

    ・使用したいデジタルレコーダのＩＤをセットします。 

 

   ②②②②    デジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダデジタルレコーダのののの操作操作操作操作    

    ・ページを押しファンクションを表示します。 

 

 

 

    ・それそれのファンクションがデジタルレコーダの前面パネルのボタンに対応してい

ます。 

    ・ページと ＜   ＞ でページ（ファンクション画面）を切り替えてデジタルレコー

ダの操作を行います。カーソル移動はジョイスティックを使用します。 

それぞれの機能／動作についてはデジタルレコーダの取扱説明書をご参照ください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ    ：：：：    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ００００    ００００                                                        

ＰＰＰＰ    １１１１    ：：：：    ロロロロ    クククク    カカカカ    ゛゙゙゙    ／／／／    ロロロロ    ッッッッ    クククク                                        

フフフフ    ゜゚゚゚    リリリリ    アアアア    ララララ    －－－－    ムムムム    ｜｜｜｜        ロロロロ    クククク    カカカカ    ゛゙゙゙    ｜｜｜｜        ロロロロ    ッッッッ    クククク            

    タタタタ    イイイイ    ママママ    －－－－            ｜｜｜｜        テテテテ    イイイイ    シシシシ        ｜｜｜｜        ロロロロ    ッッッッ    クククク    オオオオ    フフフフ    

ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ    ：：：：    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                                        

ＰＰＰＰ    ２２２２    ：：：：    ケケケケ    ンンンン    ササササ    クククク    ／／／／    セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ                                    

    ケケケケ    ンンンン    ササササ    クククク        ｜｜｜｜        ケケケケ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ        ｜｜｜｜        モモモモ    トトトト    ゛゙゙゙    ルルルル        

    セセセセ    ッッッッ    テテテテ    イイイイ        ｜｜｜｜                            ｜｜｜｜                            

ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ    ：：：：    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                                        

ＰＰＰＰ    ３３３３    ：：：：    ヒヒヒヒ    ョョョョ    ウウウウ    シシシシ    ゛゙゙゙                                                    

    ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    １１１１            ｜｜｜｜        ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ２２２２            ｜｜｜｜        オオオオ    －－－－    トトトト            

    ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ３３３３            ｜｜｜｜        ＣＣＣＣ    ＨＨＨＨ    ４４４４            ｜｜｜｜            フフフフ    ゛゙゙゙    ンンンン    カカカカ    ツツツツ    

ＤＤＤＤ    ｒｒｒｒ    ：：：：    ＩＩＩＩ    ＤＤＤＤ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                                        

ＰＰＰＰ    ４４４４    ：：：：    ササササ    イイイイ    セセセセ    イイイイ                                                        

リリリリ    ハハハハ    ゛゙゙゙    －－－－    スススス        ｜｜｜｜        ホホホホ    ゜゚゚゚    －－－－    スススス    ゛゙゙゙    ｜｜｜｜        ササササ    イイイイ    セセセセ    イイイイ        

ハハハハ    ヤヤヤヤ    モモモモ    トトトト    ゛゙゙゙    シシシシ    ｜｜｜｜        テテテテ    イイイイ    シシシシ            ｜｜｜｜        ハハハハ    ヤヤヤヤ    オオオオ    クククク    リリリリ    
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４４４４））））他局操作他局操作他局操作他局操作ととととロックロックロックロック    

    ①①①①    他局操作他局操作他局操作他局操作 

   ・キーボードの操作権は基本的に後優先です。複数のキーボードを同時に使

用した場合、それぞれ別のカメラを操作しているときは問題ありませんが、

同じカメラを操作しようとした場合、後から操作したキーボードに操作権

があります。 

    ※前優先だと、操作終了後に 監視 を押し忘れた場合、いつまでたっても、

そのカメラを操作することができなくなってしまいます。 

   ・もし、使用中に他局（他のキーボード）から操作権を奪われた場合は、Ｌ

ＣＤ画面に次のメッセージが表示されます。 

 

 

 

   ・この場合、カメラ操作はできなくなります。 

   ・このままの状態でもう一度セットを押すと、再び操作権を得ることができ

ます。 

・新たに、他のカメラを選択し、操作することは可能です。 

   ・他局が 監視 を押して操作をやめた時、自局も監視画面に戻ります。 

 

     ②②②②    ロックロックロックロック    

  ロックロックロックロックをををを行行行行うにはうにはうにはうには、、、、    ロックロックロックロック    をををを押押押押しますしますしますします。。。。    

   ・どうしても操作権を奪われたくない場合には操作権をロックすることがで

きます。 

 

 

 

   ・ＬＣＤ画面上に［ロック］と表示されます。 

   ・カメラ操作はそのまま行うことができます。 

 

  ③③③③    ロックロックロックロックされているされているされているされているカメラカメラカメラカメラをををを操作操作操作操作しようとしたしようとしたしようとしたしようとした場合場合場合場合    

   ・もし、他局がロック中のカメラを操作しようとした場合は、ＬＣＤ画面に

次のメッセージが表示されます。 

 

 

 

   ・ロック中新たに、他のカメラを選択し、操作することは可能です。 

   ・強制的にロックを解除するためには、シフト＋ロックを押します。 

    ※すべてのＣＨのロックが解除され、カメラを操作することができるよう

になります。 

   ・他局が 監視 を押して操作をやめた時、自局も監視画面に戻ります。 

 

 

 

 

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                                            

タタタタ    キキキキ    ョョョョ    クククク    ソソソソ    ウウウウ    ササササ    ！！！！        [[[[    セセセセ    ッッッッ    トトトト    ]]]]    ササササ    イイイイ    ソソソソ    ウウウウ    ササササ        

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    [[[[    ロロロロ    ッッッッ    クククク    ］］］］        ＳＳＳＳ    ＰＰＰＰ    ＤＤＤＤ    ：：：：    オオオオ    －－－－    トトトト        

ＰＰＰＰ    １１１１    ：：：：    ママママ    ニニニニ    ュュュュ    アアアア    ルルルル        ソソソソ    ウウウウ    ササササ                                    

ＮＮＮＮ    ｏｏｏｏ    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊    ＊＊＊＊                                                            

        タタタタ    キキキキ    ョョョョ    クククク        ロロロロ    ッッッッ    クククク    チチチチ    ュュュュ    ウウウウ                                



起動画面起動画面起動画面起動画面 ＩＩＩＩ ＫＫＫＫ ＥＥＥＥ ＧＧＧＧ ＡＡＡＡ ＭＭＭＭ ＩＩＩＩ ＺＺＺＺ ＰＰＰＰ ＣＣＣＣ シシシシ スススス テテテテ ムムムム
ＶＶＶＶ ｅｅｅｅ ｒｒｒｒ １１１１ ．．．． ００００ ００００

【【【【監監監監　　　　視視視視】】】】
監視画面監視画面監視画面監視画面

監視監視監視監視 ママママ スススス タタタタ モモモモ ニニニニ タタタタ ：：：： ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ オオオオ －－－－ トトトト スススス イイイイ ッッッッ チチチチ ママママ スススス タタタタ モモモモ ニニニニ タタタタ ：：：： ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
CH,CH,CH,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ or

【【【【操作状態操作状態操作状態操作状態】】】】
プリセットプリセットプリセットプリセット番号呼出番号呼出番号呼出番号呼出しししし画面画面画面画面 10101010KEY,C,KEY,C,KEY,C,KEY,C,ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ

番号番号番号番号 ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ００００ ００００ ００００ ００００
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙

ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト ｽﾋｽﾋｽﾋｽﾋﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙ ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ノノノノ －－－－ ママママ ルルルル
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ

他局操作 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ [[[[ ロロロロ ッッッッ クククク ］］］］ 　　　　 ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト

ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト ＜＞＜＞＜＞＜＞
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ シシシシ ョョョョ ウウウウ メメメメ イイイイ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ハハハハ ゜゚゚゚ ンンンン ｜｜｜｜ 　　　　 フフフフ ォォォォ －－－－ カカカカ スススス

他局操作
＜＞＜＞＜＞＜＞ ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト ｽﾋｽﾋｽﾋｽﾋﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙ ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ノノノノ －－－－ ママママ ルルルル

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ
他局操作 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ [[[[ ロロロロ ッッッッ クククク ］］］］ 　　　　 ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト
ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ

他局操作
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ フフフフ リリリリ ッッッッ カカカカ レレレレ スススス ｜｜｜｜ カカカカ ンンンン トトトト ゛゙゙゙ ＵＵＵＵ ＰＰＰＰ ｜｜｜｜ ホホホホ ワワワワ イイイイ トトトト ＢＢＢＢ ＬＬＬＬ ＜＞＜＞＜＞＜＞

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ワワワワ イイイイ トトトト ゛゙゙゙ ＤＤＤＤ ｜｜｜｜ キキキキ ゛゙゙゙ ャャャャ ッッッッ ココココ ウウウウ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ
他局操作 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ,,,,ＦＦＦＦ・・・・****

ＦＦＦＦ・・・・1111 フフフフ リリリリ ッッッッ カカカカ レレレレ スススス ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・2222 シシシシ ゛゙゙゙ トトトト ゛゙゙゙ ウウウウ カカカカ ンンンン トトトト ゛゙゙゙ アアアア ッッッッ フフフフ ゜゚゚゚ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＳＳＳＳ ／／／／ ＮＮＮＮ ｜｜｜｜ ＳＳＳＳ ＴＴＴＴ ＤＤＤＤ ｜｜｜｜ ウウウウ ココココ ゛゙゙゙ キキキキ
他局操作

ＦＦＦＦ・・・・3333 オオオオ －－－－ トトトト ホホホホ ワワワワ イイイイ トトトト ハハハハ ゛゙゙゙ ララララ ンンンン スススス
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ オオオオ －－－－ トトトト １１１１ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ２２２２ ｜｜｜｜ １１１１ フフフフ ゜゚゚゚ ッッッッ シシシシ ュュュュ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・4444 ワワワワ イイイイ トトトト ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ タタタタ ゛゙゙゙ イイイイ ナナナナ ミミミミ ッッッッ クククク レレレレ ンンンン シシシシ ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ
他局操作

ＦＦＦＦ・・・・5555 キキキキ ゛゙゙゙ ャャャャ ッッッッ ココココ ウウウウ ホホホホ セセセセ イイイイ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・6666 オオオオ －－－－ トトトト 　　　　 ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ オオオオ －－－－ トトトト ｜｜｜｜ カカカカ ララララ －－－－ ｜｜｜｜ ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ
他局操作

カメラカメラカメラカメラＣＨＣＨＣＨＣＨ選択画面選択画面選択画面選択画面 10101010KEY,C,KEY,C,KEY,C,KEY,C,ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ
ＣＨＣＨＣＨＣＨ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙
ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ 固定設定の場合

ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ココココ テテテテ イイイイ カカカカ メメメメ ララララ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙

マニュアル設定の場合
ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 　　　　 レレレレ ンンンン スススス ゛゙゙゙ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ＨＨＨＨ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ 　　　　 ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ
他局操作,他局ロック ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ [[[[ ロロロロ ッッッッ クククク ］］］］ 　　　　 レレレレ ンンンン スススス ゛゙゙゙ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ＨＨＨＨ
ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 ＦＦＦＦ １１１１ ｜｜｜｜ ＦＦＦＦ ２２２２ ｜｜｜｜ アアアア イイイイ リリリリ スススス カカカカ イイイイ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ シシシシ ョョョョ ウウウウ メメメメ イイイイ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ハハハハ ゜゚゚゚ ンンンン ｜｜｜｜ アアアア イイイイ リリリリ スススス ヘヘヘヘ イイイイ

他局操作 ﾌﾟﾘｾｯﾄ設定の場合10101010KEY,C,KEY,C,KEY,C,KEY,C,ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ
ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト ｽﾋｽﾋｽﾋｽﾋﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ノノノノ －－－－ ママママ ルルルル

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ
他局操作,他局ロック ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ [[[[ ロロロロ ッッッッ クククク ］］］］ 　　　　 ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト
ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ソソソソ ウウウウ ササササ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ シシシシ ョョョョ ウウウウ メメメメ イイイイ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ハハハハ ゜゚゚゚ ンンンン ｜｜｜｜ 　　　　 フフフフ ォォォォ －－－－ カカカカ スススス ＜＞＜＞＜＞＜＞

他局操作 10101010KEY,C,KEY,C,KEY,C,KEY,C,ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ
＜＞＜＞＜＞＜＞ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト ｽﾋｽﾋｽﾋｽﾋﾟ゚゚゚ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄﾞ゙゙゙ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： ノノノノ －－－－ ママママ ルルルル

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ
ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ [[[[ ロロロロ ッッッッ クククク ］］］］ 　　　　 ＳＳＳＳ ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト
ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ

他局操作 ＜＞＜＞＜＞＜＞
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ フフフフ リリリリ ッッッッ カカカカ レレレレ スススス ｜｜｜｜ カカカカ ンンンン トトトト ゛゙゙゙ ＵＵＵＵ ＰＰＰＰ ｜｜｜｜ ホホホホ ワワワワ イイイイ トトトト ＢＢＢＢ ＬＬＬＬ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ワワワワ イイイイ トトトト ゛゙゙゙ ＤＤＤＤ ｜｜｜｜ キキキキ ゛゙゙゙ ャャャャ ッッッッ ココココ ウウウウ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ
他局操作 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ ＦＦＦＦ・・・・****

ＦＦＦＦ・・・・1111 フフフフ リリリリ ッッッッ カカカカ レレレレ スススス ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・2222 シシシシ ゛゙゙゙ トトトト ゛゙゙゙ ウウウウ カカカカ ンンンン トトトト ゛゙゙゙ アアアア ッッッッ フフフフ ゜゚゚゚ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＳＳＳＳ ／／／／ ＮＮＮＮ ｜｜｜｜ ＳＳＳＳ ＴＴＴＴ ＤＤＤＤ ｜｜｜｜ ウウウウ ココココ ゛゙゙゙ キキキキ
他局操作

ＦＦＦＦ・・・・3333 オオオオ －－－－ トトトト ホホホホ ワワワワ イイイイ トトトト ハハハハ ゛゙゙゙ ララララ ンンンン スススス
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ オオオオ －－－－ トトトト １１１１ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ２２２２ ｜｜｜｜ １１１１ フフフフ ゜゚゚゚ ッッッッ シシシシ ュュュュ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・4444 ワワワワ イイイイ トトトト ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ タタタタ ゛゙゙゙ イイイイ ナナナナ ミミミミ ッッッッ クククク レレレレ ンンンン シシシシ ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ
他局操作

ＦＦＦＦ・・・・5555 キキキキ ゛゙゙゙ ャャャャ ッッッッ ココココ ウウウウ ホホホホ セセセセ イイイイ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ

他局操作
ＦＦＦＦ・・・・6666 オオオオ －－－－ トトトト 　　　　 ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ オオオオ －－－－ トトトト ｜｜｜｜ カカカカ ララララ －－－－ ｜｜｜｜ ＢＢＢＢ ／／／／ ＷＷＷＷ
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他局操作
機能機能機能機能モードモードモードモード画面画面画面画面 10101010KEY,C,KEY,C,KEY,C,KEY,C,ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ

ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ：：：： ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ００００ ００００
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： ロロロロ クククク カカカカ ゛゙゙゙ ／／／／ ロロロロ ッッッッ クククク

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ アアアア ララララ －－－－ ムムムム ｜｜｜｜ 　　　　 ロロロロ クククク カカカカ ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ロロロロ ッッッッ クククク ＜＞＜＞＜＞＜＞

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ タタタタ イイイイ ママママ －－－－ 　　　　 ｜｜｜｜ テテテテ イイイイ シシシシ ｜｜｜｜ 　　　　 ロロロロ ッッッッ クククク オオオオ フフフフ

＜＞＜＞＜＞＜＞ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ：：：： ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： ケケケケ ンンンン ササササ クククク ／／／／ セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 ケケケケ ンンンン ササササ クククク 　　　　 ｜｜｜｜ 　　　　 ケケケケ ッッッッ テテテテ イイイイ ｜｜｜｜ モモモモ トトトト ゛゙゙゙ ルルルル ＜＞＜＞＜＞＜＞

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ 　　　　

＜＞＜＞＜＞＜＞ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ：：：： ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ３３３３ ：：：： ヒヒヒヒ ョョョョ ウウウウ シシシシ ゛゙゙゙

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ １１１１ ｜｜｜｜ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ２２２２ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ トトトト ＜＞＜＞＜＞＜＞

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ３３３３ ｜｜｜｜ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ４４４４ ｜｜｜｜     フフフフ ゛゙゙゙ ンンンン カカカカ ツツツツ

＜＞＜＞＜＞＜＞ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ：：：： ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ４４４４ ：：：： ササササ イイイイ セセセセ イイイイ

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ リリリリ ハハハハ ゛゙゙゙ －－－－ スススス ｜｜｜｜ ホホホホ ゜゚゚゚ －－－－ スススス ゛゙゙゙ ｜｜｜｜ ササササ イイイイ セセセセ イイイイ ＜＞＜＞＜＞＜＞

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ハハハハ ヤヤヤヤ モモモモ トトトト ゛゙゙゙ シシシシ ｜｜｜｜ テテテテ イイイイ シシシシ ｜｜｜｜ 　　　　 ハハハハ ヤヤヤヤ オオオオ クククク リリリリ

他局画面他局画面他局画面他局画面
他局ロック ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ 　　　　 　　　　 タタタタ キキキキ ョョョョ クククク 　　　　 ロロロロ ッッッッ クククク チチチチ ュュュュ ウウウウ
他局ロック解除 監視画面へ

他局ロック ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ 　　　　 　　　　 タタタタ キキキキ ョョョョ クククク 　　　　 ロロロロ ッッッッ クククク チチチチ ュュュュ ウウウウ
他局ロック解除 監視画面へ

他局操作 ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊
監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ タタタタ キキキキ ョョョョ クククク ソソソソ ウウウウ ササササ ！！！！ 　　　　 [[[[ セセセセ ッッッッ トトトト ]]]] ササササ イイイイ ソソソソ ウウウウ ササササ 　　　　

ﾏﾆｭｱﾙｶﾒﾗ操作画面へ
他局操作 ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

監視監視監視監視,CH,,CH,,CH,,CH,番号番号番号番号,,,,ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ タタタタ キキキキ ョョョョ クククク ソソソソ ウウウウ ササササ ！！！！ 　　　　 [[[[ セセセセ ッッッッ トトトト ]]]] ササササ イイイイ ソソソソ ウウウウ ササササ 　　　　
ﾌﾟﾘｾｯﾄｶﾒﾗ操作画面へ

【【【【登登登登　　　　録録録録】】】】
監視画面時のみ有効

プリセットプリセットプリセットプリセット登録画面登録画面登録画面登録画面
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++番号番号番号番号 フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト 　　　　 トトトト ウウウウ ロロロロ クククク ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++番号番号番号番号 ＰＰＰＰ 　　　　 ：：：： ホホホホ ゜゚゚゚ シシシシ ゛゙゙゙ シシシシ ョョョョ ンンンン
ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ ホホホホ －－－－ ムムムム ｜｜｜｜ フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト ｜｜｜｜ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
トトトト ゛゙゙゙ ウウウウ ササササ ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

ＦＦＦＦ・・・・１１１１ ホホホホ －－－－ ムムムム ホホホホ ゜゚゚゚ シシシシ ゛゙゙゙ シシシシ ョョョョ ンンンン
ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ 　　　　 ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ００００ ００００ １１１１ 　　　　 ココココ テテテテ イイイイ

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ 確認確認確認確認,,,,ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ ホホホホ －－－－ ムムムム ホホホホ ゜゚゚゚ シシシシ ゛゙゙゙ シシシシ ョョョョ ンンンン 　　　　 →→→→

［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ メメメメ モモモモ リリリリ 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ シシシシ ナナナナ イイイイ

ＦＦＦＦ・・・・２２２２ フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ００００ ００００ ００００ ００００
ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ 　　　　 ＮＮＮＮ ｏｏｏｏ ００００ ００００ ００００ 　　　　

確認確認確認確認,,,,ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト ホホホホ ゜゚゚゚ シシシシ ゛゙゙゙ シシシシ ョョョョ ンンンン 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 →→→→

［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ メメメメ モモモモ リリリリ 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ シシシシ ナナナナ イイイイ

ＦＦＦＦ・・・・４４４４ ホホホホ －－－－ ムムムム トトトト ゛゙゙゙ ウウウウ ササササ 　　　　 　　　　 　　　　 →→→→ 確認確認確認確認でするをでするをでするをでするを保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり
［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ スススス ルルルル 　　　　 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ シシシシ ナナナナ イイイイ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでしないをでしないをでしないをでしないを保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり
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【【【【設設設設　　　　定定定定】】】】
監視画面時のみ有効

システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ シシシシ スススス テテテテ ムムムム セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ １１１１ ：：：： キキキキ －－－－ ホホホホ ゛゙゙゙ －－－－ トトトト ゛゙゙゙

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ 確認確認確認確認でででで保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ ＫＫＫＫ ＢＢＢＢ －－－－ ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ｜｜｜｜ スススス タタタタ －－－－ トトトト ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ｜｜｜｜ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでででで保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで戻戻戻戻りりりり

｜｜｜｜ ｜｜｜｜ 　　　　 ソソソソ ウウウウ シシシシ ンンンン
10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで→→→→表示表示表示表示

ＦＦＦＦ・・・・1111 ＫＫＫＫ ＢＢＢＢ －－－－ ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ：：：： ００００ ００００ →→→→

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで→→→→表示表示表示表示
ＦＦＦＦ・・・・2222 スススス タタタタ －－－－ トトトト ヒヒヒヒ ョョョョ ウウウウ シシシシ ゛゙゙゙ 　　　　 ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ：：：： ００００ ００００ ００００ →→→→

（（（（ ００００ ００００ ００００ ＝＝＝＝ オオオオ －－－－ トトトト ））））

ＦＦＦＦ・・・・６６６６ セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ テテテテ ゛゙゙゙ －－－－ タタタタ ヲヲヲヲ タタタタ キキキキ ョョョョ クククク ヘヘヘヘ ソソソソ ウウウウ シシシシ ンンンン →→→→
［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ソソソソ ウウウウ シシシシ ンンンン ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ シシシシ ナナナナ イイイイ

＜＞＜＞＜＞＜＞ シシシシ スススス テテテテ ムムムム セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ２２２２ ：：：： シシシシ スススス テテテテ ムムムム

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ 確認確認確認確認でででで保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ カカカカ メメメメ ララララ スススス ウウウウ ｜｜｜｜ シシシシ ュュュュ ヘヘヘヘ ゛゙゙゙ ツツツツ ｜｜｜｜ 　　　　 ホホホホ シシシシ ョョョョ ウウウウ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでででで保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで戻戻戻戻りりりり

セセセセ ツツツツ ソソソソ ゛゙゙゙ クククク ｜｜｜｜ ｜｜｜｜
10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで→→→→表示表示表示表示

ＦＦＦＦ・・・・１１１１ カカカカ メメメメ ララララ 　　　　 タタタタ ゛ イイイイ スススス ウウウウ ：：：： ００００ ００００ ００００ タタタタ ゛゙゙゙ イイイイ →→→→

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動
ＦＦＦＦ・・・・２２２２ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ シシシシ ュュュュ ヘヘヘヘ ゛゙゙゙ ツツツツ ：：：： ココココ テテテテ イイイイ →→→→

ＰＰＰＰ ２２２２ －－－－ ２２２２ ：：：： カカカカ メメメメ ララララ シシシシ ュュュュ ヘヘヘヘ ゛゙゙゙ ツツツツ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 ココココ テテテテ イイイイ ｜｜｜｜ ママママ ニニニニ ュュュュ アアアア ルルルル ｜｜｜｜ フフフフ ゜゚゚゚ リリリリ セセセセ ッッッッ トトトト
｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ＦＦＦＦ・・・・＊＊＊＊でででで→→→→

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ＦＦＦＦ・・・・３３３３ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ ケケケケ －－－－ フフフフ ゛゙゙゙ ルルルル チチチチ ョョョョ ウウウウ ：：：： シシシシ ョョョョ －－－－ トトトト →→→→

ＰＰＰＰ ２２２２ －－－－ ３３３３ ：：：： ケケケケ －－－－ フフフフ ゛゙゙゙ ルルルル 　　　　 ホホホホ シシシシ ョョョョ ウウウウ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚－－－－ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ 　　　　 シシシシ ョョョョ －－－－ トトトト 　　　　 ｜｜｜｜ 　　　　 ミミミミ トトトト ゛゙゙゙ ルルルル 　　　　 ｜｜｜｜ 　　　　 ロロロロ ンンンン クククク ゛゙゙゙ 　　　　
｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ＦＦＦＦ・・・・＊＊＊＊でででで→→→→

ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄまたはまたはまたはまたは10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,C→→→→ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで下段下段下段下段 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ＦＦＦＦ・・・・４４４４ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ 　　　　 キキキキ キキキキ セセセセ ツツツツ ソソソソ ゛゙゙゙ クククク →→→→

＜＞＜＞＜＞＜＞ででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動 ＰＰＰＰ ｒｒｒｒ ＞＞＞＞ ＶＶＶＶ ｓｓｓｓ ＞＞＞＞ ＭＭＭＭ ｓｓｓｓ ＞＞＞＞ ＭＭＭＭ ｖｖｖｖ ＞＞＞＞ ＦＦＦＦ ｓｓｓｓ ＞＞＞＞ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ＞＞＞＞ 　　　　 最後最後最後最後までまでまでまでｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄしたらしたらしたらしたら戻戻戻戻りりりりｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動
CCCC→→→→全全全全ｸﾘｱｸﾘｱｸﾘｱｸﾘｱ　　　　ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ→→→→ｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動 ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ,,,,10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,C→→→→ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ キキキキ キキキキ １１１１ :::: ＭＭＭＭ ｖｖｖｖ ＩＩＩＩ ＤＤＤＤ ００００ １１１１ ＩＩＩＩ ＮＮＮＮ ＭＭＭＭ ４４４４ １１１１ ＯＯＯＯ ＵＵＵＵ ＴＴＴＴ ００００ １１１１
ＰＰＰＰ ２２２２ －－－－ ４４４４ ：：：： セセセセ ツツツツ ソソソソ ゛゙゙゙ クククク キキキキ キキキキ

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 　　　　 ＰＰＰＰ ｒｒｒｒ ｜｜｜｜ ＭＭＭＭ ｓｓｓｓ ｜｜｜｜ ＶＶＶＶ ｓｓｓｓ
ＦＦＦＦ ｓｓｓｓ ｜｜｜｜ ＭＭＭＭ ｖｖｖｖ ｜｜｜｜ ＤＤＤＤ ｒｒｒｒ ＦＦＦＦ・・・・＊＊＊＊

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
＜＞＜＞＜＞＜＞ シシシシ スススス テテテテ ムムムム セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ３３３３ ：：：： オオオオ －－－－ トトトト スススス イイイイ ッッッッ チチチチ ャャャャ
ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ 確認確認確認確認でででで保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ カカカカ メメメメ ララララ ココココ ゛゙゙゙ トトトト ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ ルルルル ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ ルルルル ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでででで保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで戻戻戻戻りりりり
　　　　 シシシシ ゛゙゙゙ カカカカ ンンンン ｜｜｜｜ ｜｜｜｜

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動
ＦＦＦＦ・・・・１１１１ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ 　　　　 スススス イイイイ ッッッッ チチチチ ャャャャ トトトト ウウウウ ロロロロ クククク ：：：： ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ →→→→

ＰＰＰＰ ３３３３ －－－－ １１１１ ：：：： トトトト ウウウウ ロロロロ クククク 　　　　 　　　　

ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ ｜｜｜｜ ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ ｜｜｜｜
｜｜｜｜ ｜｜｜｜ ＦＦＦＦ・・・・＊＊＊＊

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ＦＦＦＦ・・・・2222 スススス ヘヘヘヘ ゛゙゙゙ テテテテ ノノノノ カカカカ メメメメ ララララ ヲヲヲヲ スススス イイイイ ッッッッ チチチチ シシシシ ママママ スススス →→→→

［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ＹＹＹＹ ＥＥＥＥ ＳＳＳＳ 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ ＮＮＮＮ ＯＯＯＯ 　　　　

ＦＦＦＦ・・・・3333 スススス ヘヘヘヘ ゛゙゙゙ テテテテ ノノノノ カカカカ メメメメ ララララ ヲヲヲヲ スススス イイイイ ッッッッ チチチチ シシシシ ママママ セセセセ ンンンン →→→→
［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ＹＹＹＹ ＥＥＥＥ ＳＳＳＳ 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ ＮＮＮＮ ＯＯＯＯ 　　　　

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで→→→→
ＦＦＦＦ・・・・４４４４ オオオオ －－－－ トトトト スススス イイイイ ッッッッ チチチチ シシシシ ゛゙゙゙ カカカカ ンンンン ：：：： ００００ ００００ ００００ ヒヒヒヒ ゛゙゙゙ ョョョョ ウウウウ →→→→

＜＞＜＞＜＞＜＞ シシシシ スススス テテテテ ムムムム セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ４４４４ ：：：： ハハハハ ゜゚゚゚ ンンンン チチチチ ルルルル トトトト

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ 確認確認確認確認でででで保存保存保存保存してしてしてして戻戻戻戻りりりり
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ カカカカ メメメメ ララララ ココココ ゛゙゙゙ トトトト ｜｜｜｜ ｜｜｜｜ オオオオ －－－－ ルルルル ＯＯＯＯ ＦＦＦＦ ＦＦＦＦ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでででで保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで戻戻戻戻りりりり

｜｜｜｜ ｜｜｜｜
10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄででででｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙｶｰｿﾙ移動移動移動移動

ＦＦＦＦ・・・・１１１１ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ００００ ００００ ００００ 　　　　 ハハハハ ゜゚゚゚ ンンンン チチチチ ルルルル トトトト セセセセ イイイイ キキキキ ゛゙゙゙ ョョョョ →→→→
ＺＺＺＺ ＰＰＰＰ ＣＣＣＣ セセセセ イイイイ キキキキ ゛゙゙゙ ョョョョ ＣＣＣＣ ＨＨＨＨ ：：：： ００００ ００００ ００００

10101010KEY,CKEY,CKEY,CKEY,Cｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄでででで次次次次ののののＣＨ、ＣＨ、ＣＨ、ＣＨ、制御制御制御制御ＣＨＣＨＣＨＣＨクリアクリアクリアクリア
ＦＦＦＦ・・・・3333 ＺＺＺＺ ＰＰＰＰ ＣＣＣＣ ニニニニ ヨヨヨヨ ルルルル セセセセ イイイイ キキキキ ゛゙゙゙ ョョョョ ハハハハ 　　　　 アアアア リリリリ ママママ セセセセ ンンンン →→→→

［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ＹＹＹＹ ＥＥＥＥ ＳＳＳＳ 　　　　 ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ ＮＮＮＮ ＯＯＯＯ 　　　　

＜＞＜＞＜＞＜＞ シシシシ スススス テテテテ ムムムム セセセセ ッッッッ テテテテ イイイイ 確認確認確認確認,,,,ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ
ｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄｼﾌﾄ++++ｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄｾｯﾄ++++ﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾓｰﾄﾞ゙゙゙ ＰＰＰＰ ５５５５ ：：：： ココココ ウウウウ シシシシ ゛゙゙゙ ョョョョ ウウウウ シシシシ ュュュュ ッッッッ カカカカ

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ 確認長押確認長押確認長押確認長押しでしでしでしで設定設定設定設定してしてしてして戻戻戻戻りりりり
ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ 　　　　 ＫＫＫＫ ＢＢＢＢ ｜｜｜｜ ＰＰＰＰ ｒｒｒｒ ｜｜｜｜ ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙでででで設定設定設定設定しないでしないでしないでしないで戻戻戻戻りりりり

｜｜｜｜ ｜｜｜｜

ＦＦＦＦ・・・・１１１１ ココココ ウウウウ シシシシ ゛゙゙゙ ョョョョ ウウウウ シシシシ ュュュュ ッッッッ カカカカ ＫＫＫＫ ＢＢＢＢ →→→→
［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ナナナナ カカカカ ゛゙゙゙ オオオオ シシシシ ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ ナナナナ シシシシ

ＦＦＦＦ・・・・２２２２ ココココ ウウウウ シシシシ ゛゙゙゙ ョョョョ ウウウウ シシシシ ュュュュ ッッッッ カカカカ ＰＰＰＰ ｒｒｒｒ →→→→
［［［［ カカカカ クククク ニニニニ ンンンン ］］］］ ナナナナ カカカカ ゛゙゙゙ オオオオ シシシシ ［［［［ キキキキ ャャャャ ンンンン セセセセ ルルルル ］］］］ ナナナナ シシシシ
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        ７７７７．．．．トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング 

 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：キーボードキーボードキーボードキーボードをををを複数台使用複数台使用複数台使用複数台使用しているときしているときしているときしているとき、、、、カメラカメラカメラカメラ操作操作操作操作ややややＬＣＤＬＣＤＬＣＤＬＣＤ画面画面画面画面がおかしいがおかしいがおかしいがおかしい。。。。    

Ａ：キーボードのＩＤが同じになっている。（Ｐ６） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：キーボードキーボードキーボードキーボードをををを複数台使用複数台使用複数台使用複数台使用しているときしているときしているときしているとき、、、、マスタモニタマスタモニタマスタモニタマスタモニタののののオートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャオートスイッチャ画面画面画面画面

のののの動作動作動作動作がおかしいがおかしいがおかしいがおかしい。。。。 

Ａ：複数のキーボードでオートスイッチ設定をしている。（Ｐ６） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：ピピピッピピピッピピピッピピピッととととブザーブザーブザーブザーがががが鳴鳴鳴鳴りりりり、、、、画面画面画面画面がががが切切切切りりりり替替替替わらないわらないわらないわらない。。。。    

Ａ：カメラ台数設定が実際使用するカメラ数より少ない。（Ｐ７） 

  

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル／／／／プリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラがががが動作動作動作動作しないしないしないしない。。。。    

Ａ：カメラ種別設定で間違ったカメラ種別を設定している。（Ｐ７） 

Ａ：パンチルト設定でＺＰＣ制御ＣＨを設定していないか、間違っている。（Ｐ１０） 

Ａ：パンチルト設定でオールＯＦＦになっている。（Ｐ１０） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：カメラカメラカメラカメラ映像映像映像映像がががが暗暗暗暗いいいい、、、、明明明明るいるいるいるい、、、、画面画面画面画面がががが乱乱乱乱れるれるれるれる。。。。    

Ａ：ケーブル補償設定で、適当な設定になっていない。（Ｐ７） 

  目安として同軸３Ｃ－２Ｖの場合：ｼｮｰﾄ～100m ﾐﾄﾞﾙ～200m ﾛﾝｸﾞ～300m 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：カメラカメラカメラカメラＣＨＣＨＣＨＣＨ選択選択選択選択やややや、、、、プリセットプリセットプリセットプリセット番号呼番号呼番号呼番号呼びびびび出出出出しのときしのときしのときしのときマスタモニタマスタモニタマスタモニタマスタモニタのののの画面画面画面画面がががが切切切切りりりり

替わらない。または違う画面になる。 

Ａ：機器接続設定が間違っている。（Ｐ８） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：キーボードキーボードキーボードキーボードののののスタートスタートスタートスタートＣＨＣＨＣＨＣＨ設定設定設定設定でででで００００００００００００（（（（オートスイッチオートスイッチオートスイッチオートスイッチ））））にににに設定設定設定設定したのにしたのにしたのにしたのに、、、、

マスタモニタがオートスイッチしない。またはＣＨが抜ける。 

Ａ：カメラごとのオートスイッチ設定で、抜けてしまうカメラＣＨがＯＦＦになっ

ている。（Ｐ９） 

Ａ：オール０ＦＦ設定で全てのＣＨがＯＦＦになっている。（Ｐ９） 

Ａ：オートスイッチャ設定で切り替え時間が０秒になっている。（Ｐ９） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：プリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラプリセットカメラががががホームホームホームホームにににに戻戻戻戻らないらないらないらない。。。。    

Ａ：ホームポジション登録をしていない。（Ｐ１１） 

Ａ：ホーム動作設定でホーム動作しないになっている。（Ｐ１２） 

 

Ｑ：Ｑ：Ｑ：Ｑ：プリセットプリセットプリセットプリセット番号呼番号呼番号呼番号呼びびびび出出出出しができないしができないしができないしができない。。。。    

Ａ：ピピピッとブザーが鳴り、プリセット番号登録をしていない。（Ｐ１２） 
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        ８８８８．．．．仕仕仕仕    様様様様 

 

 
１．通信   I-LAN      ：D-SUB9 ﾒｽ RS-485 準拠 

              ｱｻｲﾝ ①＋ ⑤GND ⑨－ その他 NC 

   RS-232C(ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ I/F 兼用) ：D-SUB9 ｵｽ RS-232C DCE 

              ｱｻｲﾝ ①NC ②T ③R ⑤GND ④-⑥ｼｮｰﾄ ⑦-⑧ｼｮｰﾄ ⑨NC 

２．ジョイスティック 3D タイプ 

動かす角度によりスピード制御 

（ﾊﾟﾝﾁﾙﾄ：15 段階、ｽﾞｰﾑ：3 段階） 

 

３．操作ボタン  メンブレンスイッチ 

 

４．表示部      バックライト付ＬＣＤ（２０文字×２行） 

 

   ５．使用温度             ０℃～４０℃ 

 

   ６．保存温度             －１０℃～６０℃ 

 

７．電源               ＡＣ１００Ｖ±１０％ ５０／６０Ｈｚ 

 

８．消費電力             ４．５Ｗ以下 

 

９．外形寸法(W×H×D)    ２９０×１２０×２１０ｍｍ 

 

10．質量               約２．５Ｋｇ 

 

11．付属品               I-LAN 通信ケーブル ：D-SUB9 ｵｽ ｽﾄﾚｰﾄ ５ｍ 

 

 

        ９９９９．．．．保証保証保証保証ととととアフターサービスアフターサービスアフターサービスアフターサービス 

 

 

● 保証期間は、お買い上げ日より１年間です。（ただし消耗品は除く）保証書の記

載内容よりお買い上げの販売店が修理いたします。詳しくは保証書をご覧くださ

い。 

● 保証期間経過後の修理については、販売店または営業マンにご相談ください。修

理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有償修理いたしま

す。 

● 修理をご依頼の時は、お手数でももう一度取扱説明書をよくお読みになり、再度

お確かめの上、型名、ご購入日、故障状況などをできるだけ詳しくお知らせくだ

さい。 

● その他のアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または営

業マンにご相談ください。 

● 本装置を末永くご使用いただくために、定期点検を受けられることをおすすめし

ます。 
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        １０１０１０１０．．．．外外外外    観観観観    図図図図 
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