
この度はオーム電機の赤外線防犯カメラをお買い上げいただき、誠にありがとうこざいます。
こ使用前にこの取扱説明書と「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくこ利用ください。また、保証書

(持ち込み修理)も含まれておりますので、大切に保存してください。

こ利用の不明な点がこざいましたら、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

■|‐ ■|■|||■ |■ |■安全上の注意      ‐||||■ ||
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止する為、必ずお守り頂く
事を、次の様に説明しています。

■表示内容を無視して誤つた使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、下記の表示
で区分し説明しています。
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この表示はてしてはいけない禁止内容を告げるものです。

△ 警告

e
ACアダプター

を抜く

ご使用の際、次のような異常が起きた場合はそのまま使用しない。
●煙が出ている、変な臭いがするなどの異常
●画面が映らない、音が出ないなどの故障
●電源コードが痛んだ時 (芯線の露出、断線など)

○火災や感電の原因となります。

③
瓢

●指定の電源電圧以外で使用しない。
○火災や感電の原因となります。

⑪
分解禁止

●分解や改造はしない。

○火災や感電の原因となります。
Oお客様ご自身による点検、整備、修理は危険ですので絶対におやめください。
○内部の点検、整備、修理は販売店に依頼してください。



…1台
…1台
1本

-1台
4本

O取付台座ネジ(小) ……  …………2本
O防雨テープ ……  ………… …………1枚

O保証書付取扱説明書 …………… ………1枚

セツ|ド内1容と仕様
付属品がすべて揃つていることを確認します。

セット内容 0カメラ本体(ケーブルlm) 一……
OACアダプター …  … …… ………

○延長ケーブル(10m) …  ……

○取付台座   …   …    …

○木ネジ ー… ……  ……   ………

延長ケーブル (10m)
:1/4型 CMOS
i30万画素
:380本
:NttSC

:マイク内蔵
:DC12V(付 属のACアダプター使用)

:約2W
●赤外線照射距離   :約 5m

:OLux

:48dB
:05m～ ∞

:53°

:41°

:-10℃～+50℃
:室内・屋外

●接続ケーブル長   :本体側 lm/付属10m(合計1lm)
●サイズ/質量 約55mm(W)× 140mm(H)× 130mm(D)/約 170g

※万一、付属品が不足していましたら

お買いあげの販売店にこ連絡下さい。

AC1 00∨

コンセント

外部入力付テ レヒ

音声ジヤック 1自 |

映像ジヤック (黄 )

電源プラグ (黒 )

ACア ダブター

仕様・規格

●映像素子

●画素数

●水平解像度

●映像方式

●音声対応

●電源

●消費電力

●最低照度

●信号ノイズ比

●焦点距離

●水平画角

●垂直画角

●動作温度

●設置場所

※本体の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。



■‐■ |    ||■セツト内容と仕様
付属品がすべて揃つていることを確認します。

セッ訥容
8賀棚 笙T″ Ẃ2・…■ ■ ll営

0延長ケーブル(10m) ………………1本

○取付台座 ………………… …………… 1台
○木ネジ ………… ……… … … ……………4本
○取付台座ネジ(小)……………………‐2本
0防雨テープ ……………………………‐1枚

C保証書付取扱説明書 …… ……………1枚

外部入力付テ レビ

※万一、付属品が不足していましたら、

お買いあげの販売店にc~連絡下さい。

映像プラグ

(責 )

AC100V
コンセント

鰤盟
||

電源プラグ (黒 )

仕様・規格

●映像素子

●画素数

●水平解像度

●映像方式

●音声対応

●電源

●消費電力

音声ジヤック 白ヽ

映像ジヤツク (黄 )

電源ジヤツク

(黒 )

延長ケーブル (10m)
11/4型 CMOS
i30万画素
i380本
:NTSC
iマイク内蔵
:DC12V(付 属のACアダプター使用)

:約2W
●赤外線照射距離   :約 5m

10Lux

:48dB
:0.5m～∞

:53°

:41°

:-10℃～+50℃
:室内・屋外

●接続ケーブル長   :本体側 lm/付属10m(合計1lm)
●サイズ/質量 :約 55mm(W)× 140mm(H)× 130mm(D)/約 170g

●最低照度

●信号ノイズ比

●焦点距離

●水平画角

●垂直画角

●動作温度

●設置場所

ACア ダプター

※本体の仕様外観は改善のため予告なく変更する場合があります。



■■■|■ ||‐■■■|■■|■ご使用前の注意■■■■■|■ |||■■||||||
●本製品は、日本国内専用です。NttSC方式カラーテレビ信号で動作するように設計

されています。他の方式のテレビではご使用になれません。

●下記のような場所に設置しないでください。

○放射線やX線、強力な電磁や磁気の発生する場所
○振動する場所
○ホコリの多い場所
〇浴室等湿気の多い場所や直接水のかかる場所

●当製品は犯罪防止を保証する物ではありません。万が一損害等が発生した場合、
当社は損害責任を負うことは出来ません。

|‐ |‐‐     ■■■ ●本 製 1品の 特 長 ■ ||■■ ■■ ■ ||■■ ■ ■

●赤外線照射距離は最大で5mです。

●この赤外線防犯カメラ OSE¨AC10は、防雨構造となつていますので、軒下駐 車場など

に設置できます。通常の雨には耐えますが洗車ノズル等での直接l_4射は避けてください。

☆防雨構造は P44に適合しています。

別売オプション

●延長ケーブル・3P/10m
(型番:BO‐C103)商品番号 (07‐ 4947)

●延長ケーブル・3D/20m
(型番:BO‐C203)商品番号 (07‐4948)

●延長ケーブルの追加は最長20ml本までとして下さい。それ以上になりますと

映像が悪くなります。

仄ξ鷲 賤:怒

商品番号 (07‐4883)

涯緩角f高碍I肇美7呂 聰鼈魏黎鰺鍮饒塚褥嘔瞼蝙隋鰺颯脩燎は[
面表示可能。また各カメ

ラの画像を自動的に切り

替え可能。(手動もOK)間隔時間の設定もできます。画面拡大表示可

能。また、任意の瞬間を静止表示させる事ができます。

(注)お求めは、お買い上げの販売店へご相談ください。



1.カメラ本体のケーブルと付属の延長ケーブルを接続します。

2.お使いの外部入力 (映像 /音声)付テレビやビデオの入力端子に映像プラグと音声

プラグを接続し、AC/DCアダプターの電源プラグに電源ジャックを接続します。

3日 AC/DCア ダプターをコンセントに差込んでください。テレビやビデオの入力切替

を本機が接続された外部入力に切り替え、映像と音声を確認します。

接続部に雨水がかかる場合は付属
の防雨テープを巻いてください。

映像プラグ

菫鵞|‡|‡‡難
電源(尋捻

電源(黒 )プラグ

映像(黄)プラグ

音声(自)プラグ

音声 (自 )ジャック

映像(黄)ジャック

コネクター類の接続は、確実にイテつてください。差し込みが良くないと

映像にノイズが入る場合があります。

音声プラグ

電源ジャック ACアダブター

△ 注意



●カメラを壁や天丼に固定する場合は、取り付ける位置の強度を十分確かめて設置し
てください。固定には付属の木ネジを利用して、カメラが落下しないよう十分ご注
意ください。また、ケーブル類を引つ張つてカメラが落下しないように、配線ケー
ブルを確実に固定してください。

マイク

カメラレンス

LED (赤外線照射部 )

1.取付台座を天丼もしくは壁角に付属の木ネジで 4カ所固定しま丸

天丼取付例 壁凸面取付例 壁凹面取付例

2.取付台座にカメラを取り付けま丸 カメラを手で押さえて、取付台座
と本体との凹凸部分を先に合わせ図の矢印方向にカチッと音がする
まで押し込みます。

一ｍ

疑



3.取付台座とカメラを付属の小ネジで 2カ所しつかりとめま丸

4.カ メラの向きを調整後、取付金具の固定つまみを矢印方向に

回転させて固定しますc

◎取扱に対する注意事項

カメラを壁面や天丼面に固定する場

合、必ず取り付け箇所の強度が十分

である事を確認してください。付属の

木ネジで固く止めて、カメラが落下し

ないことをこ確認下さい。

◎配線にに対する注意事項

ケーブルは確実に固定してください。

小さな子供がケーブル類を引つ張つ

てカメラが落下すると危険です。

色 ~レ :

し
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■||■■●■|||■ ||お姜入れ1寺の注意■||■■|■■||||■
注 意  水洗いはしないでください。機器の故障、感電事故の原因になります。

注意 まぎて雇Lttr薫貿集増橿舌指9冒塾雹テ塗≦あ雀菖雇なけ製Tし
な

注意雪兜37謹脱雲纏菟I亀墓脇乱五t埋■
ゝ

注意遼『壌負喜2退響)、「顧窯塚展蓬F曾@藝綸轟若趨厨晋貢
)を差し

保 証 書

販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必すこ確認ください。
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期FB5中に、取扱説明書の注
意書に従った正常な使用状態で故障した場合には商品と本保証書をこ持参し、こ提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼く
ださい。又、お買い上げ日、販売店名など記入もねがありますと無効になります。必ずこ確認いただき、記入のない場合はお買い
上げ販売店にお申し出ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にこ相
談ください。なお、本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規程
1取扱説明書等の注意に従つた使用状態で保証期PB5内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2保証期間内でも次の場合には原員」として有料にさせていただきます。

(イ )使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
(口 )お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
(ハ )火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損

傷。
(二 )業務用としての使用。車両・船舶への搭載など一般家庭以夕‖こ使用された場合の故障および損傷。
(ホ )本書のこ提示がない場合。
(へ )本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えらねた場合。

3こ転居の場合やこ贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がこ依頼できない場合には、弊社お客様相談
室へこ相談ください。

4本書は国内においてのみ有効です。 This warranty s valid only in iapan
※お客様にこ記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容

を利用させていただく場合がこざいますので、こ了承ください。
※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、 およびそね以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制

限するものではありません

◎ Hは 株式会社オーム電機住所  店名  電話

販

売

店

①

埼玉 県吉′ 市旭 3-8 〒342-8502
http://vvww ohm― electr c co io

理ご相 談 センター
048‐992…3970

客

J辱 努壼電上j

携帯電 話 PHS公 衆 電話 からは

048-992‐2735

名 赤外線防犯カメラ

型 番 OSE…AC10 商 品 番 号 l o7‐4886

保 証 期 間 本 体 お買し吐げ日より1年間

お買い上げ日 年 月 日

⊇|お
名前 様

1電
話 ( )

様
|ご住所


