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使用上のご注意使用上のご注意使用上のご注意使用上のご注意
　コントローラー（PTC-123CB-8 型）単体では、雷サージ侵入に対する保護機能がありま
せん。落雷等、サージによる災害を被る可能性が考えられる場合は、ＲＳ－４８５信号ライ
ンや電源ラインに雷サージ侵入に対する保護装置を取り付けてください。
注）雷サージ侵入による故障は、保証期間内でも有償にて修理となります。
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概要および特長概要および特長概要および特長概要および特長

・本機は、一体型旋回カメラ「ＰＴＣ－１０７型」、「ＰＴＣ－１０３ＨＵ型」及び「ＰＴＣ－２０３型」の専用
コントローラーです。

・８台までの旋回カメラを制御する、簡易的なシステムに適しています。
・プリセットポジションは最大８カ所までメモリーできます。
・本機はＲＳ―２３２ＣからＲＳ－４８５への変換機能を装備しているため、パソコン等の端末と接
続することにより、高度な制御が可能になります。

・ＰＴＣ－１０７ＣＢ、ＰＴＣ－１０７ＭＣＸ用にサージと被避雷時の保護用ユニットを御用意して
おります。

構　成構　成構　成構　成

コントローラー本体―――――――――――――――――――― 1
予備ヒューズ――――――――――――――――――――――― 1
取扱説明書（本書）―――――――――――――――――――― 1
パッキングケース――――――――――――――――――――― 1
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各部の名称と働き各部の名称と働き各部の名称と働き各部の名称と働き

電源スイッチ　―――――――――――コントローラーの電源をＯＮ／ＯＦＦします。

オートフォーカススイッチ　―――――ワンプッシュでフォーカスを合わせます。
　　（１３ページ参照）

フォーカススイッチ　――――――――焦点の位置を変えます。
　　（１３ページ参照）

ポジションスイッチ　――――――――記憶させたポジションを映します。（プリセット移動）
　　（１４ページ参照）

メモリースイッチ　―――――――――プリセットポジションを記憶させます。
　　（１４ページ参照）

ホワイトバランススイッチ　―――――被写体を白に引き込みます。
　　（１３ページ参照）

ＷＤＲスイッチ　――――――――――明るさの補正を行います。
　　（１３ページ参照）

アイリススイッチ　―――――――――映像の明るさを変えます。
　　（１３ページ参照）

カメラセレクトスイッチ　――――――操作する旋回カメラを選択します。
　　（１１ページ参照）

スピードスイッチ　―――――――――マニュアル操作時のパン・チルト方向の旋回速度を変えます。
　　（１２ページ参照）

ワイパースイッチ　―――――――――ワンプッシュでワイパーを２往復動作させます。
　　（１３ページ参照）

ランプスイッチ　――――――――――ランプ付旋回カメラの場合ランプを点灯／消灯させます。
　　（１３ページ参照）

オートスイッチ　――――――――――オートパン動作またはシーケンシャル動作をさせます。
　　（１４ページ参照）

ジョイスティックスイッチ　―――――旋回カメラを上下、左右、斜め方向に旋回させます。
　　（１２ページ参照）

ズームスイッチ　――――――――――レンズの倍率を変えます。
　　（１２ページ参照）

オートスイッチ

ランプスイッチ

ワイパースイッチ

スピードスイッチ

メモリースイッチ

ポジションスイッチ

　ジョイスティックスイッチ　　ズームスイッチ

フォーカススイッチ

オートフォーカス
スイッチ

　　　電源スイッチ

ホワイトバランススイッチ

カメラセレクトスイッチ　パネル面

　　アイリススイッチ

ＷＤＲスイッチ
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ＲＳ－４８５コネクター　――――　ＲＳ－４８５信号の入出力を行います。（旋回カメラ制御用）

ＲＳ－２３２コネクター　――――　ＲＳ－２３２Ｃ信号の入出力を行います。（外部入力用）

リセットスイッチ　―――――――　セレクト中の旋回カメラをリセットしイニシャル動作をさせます。

カメラセレクト信号コネクター　―　カメラセレクト信号を出力します。

電源コード　――――――――――　ＡＣ１００～１２０Ｖを入力します。

ヒューズホルダー　―――――――　ガラス管ヒューズ（１アンペア）が入っています。

　背面
ＲＳ－４８５コネクター リセットスイッチ

ＲＳ－２３２コネクター カメラセレクト信号

コネクター

電源コード ゴム足

ヒューズホルダー
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底面ロータリーディップスイッチの設定底面ロータリーディップスイッチの設定底面ロータリーディップスイッチの設定底面ロータリーディップスイッチの設定
※設定する際には、マイナスドライバーをご使用下さい。
ロータリーディップスイッチＡ

「０」：　１／60
「１」：　１／100
「２」：　１／500
「３」：　１／1000

ロータリーディップスイッチＢ
以下のように設定することにより、パネル面の「AUTO」（オートスイッチ）を
ONしたときの機能を切り替えることができます。

「０」：　シーケンシャル動作をさせる設定です。
「１」：　オートパン動作をさせる設定です。

注意）「０」、「１」以外には設定しないで下さい。

ロータリーディップスイッチＣ
注意）「０」以外には設定しないで下さい

Ａ　Ｂ　Ｃ

ロータリーディップスイッチＡ

シャッタースピードを変えます

　底面

ロータリーディップスイッチＢ

オートスイッチの機能を切り替え

ます。

ロータリーディップスイッチＣ

未使用
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機器の接続機器の接続機器の接続機器の接続
・コントローラーと旋回カメラ等の各機器間を RS-485 信号ラインで接続する際は、直列接続（ブリ
ッジ接続）にして下さい。

・ ＲＳ－４８５信号ラインの接続の際は、終端抵抗をご確認下さい。コントローラーは、終端抵抗
が”ON”になっています。その他の機器に関しては、各製品の取扱説明書をご覧下さい。

PTC-123CB-8

PTC-123CB-8

例１）コントローラー（PTC―123ＣＢ）と一体型旋回カメラの接続

例２）コントローラー（PTC―123ＣＢ）、同軸多重ユニット（PTC―107MCX）、一体型旋回
カメラの接続。

《特長および注意》
・ PTC-107HU、PTC-103HU及び、PTC-203を、RS-485信号ラインに接続し、
　制御することができます。
・ 各カメラのアドレス設定は、重複しない様にして下さい。
（PTC-123CB-8では、アドレス１から８までのカメラを制御できます。）

・RS-485信号ラインの最終接続カメラは信号入力終端抵抗を”ON”にします。
※RS-485信号ラインの総延長は、１.２㎞以内とします。

《特長および注意》
・PTC-107HU、PTC-103HU及び、PTC-203を、RS-485信号ラインに接続し、制御することができます。
・ＲＳ－４８５信号ラインの最終接続カメラは、終端抵抗を”ON”にします。
・ PTC-107MCXによる同軸多重制御は、PTC-107HUのみ可能です。
・ 各カメラのアドレス設定は、重複しない様にして下さい。（PTC-123CBでは、アドレス１から８までのカメラを制御できます。）

PTC-107MCX

PTC-107HU

PTC-107HU

PTC-203

PTC-103HU

PTC-103HUPTC-203
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接続のしかた接続のしかた接続のしかた接続のしかた
１．電源コードの接続

AC１００Ｖ～１２０Ｖを入力して下さい。

２．ＲＳ－４８５信号ラインの接続
ＲＳ－４８５規格に合致したツイストペアーケーブル（AWG２４相当）で、信号入力コネク
ターのピンアサイン（１６ページ参照）に従って、接続して下さい。コントローラー以外の
ピンアサインは、各製品の取扱説明書をご覧下さい。外部からのノイズが予測される場合は、
シールド等の対策を十分に行って下さい。
接続ケーブルのコネクターには、ＪＳＴ製ＤサブコネクターJEZ－９Ｐ（９ピン、オス、
#4-40UNCねじ）相当品をご使用下さい。

３．カメラセレクト信号ラインの接続
スイッチャー、４分割ユニット等にカメラセレクト信号を送る場合に接続して下さい。
接続は、信号出力コネクターのピンアサイン（１６ページ参照）に従って接続して下さい。
接続ケーブルのコネクターには、ＪＳＴ製Ｄサブコネクタ－JAZ－１５Ｐ（１５ピン、オス、
M2.6ねじ）相当品をご使用下さい。

４．ＲＳ－２３２Ｃ信号ラインの接続
パソコン等の外部端末から信号を受ける場合、ＲＳ－２３２Ｃ規格のケーブルで信号入力コ
ネクターのピンアサイン（１７ページ参照）に従って接続して下さい。
接続ケーブルのコネクターにはＪＳＴ製ＤサブコネクターJEZ－９Ｓ（９ピン、メス、M2.6
ねじ）相当品をご使用下さい。

操作方法操作方法操作方法操作方法

基本的な操作手順

（１） 電源をＯＮにします。
（２） 操作したい旋回カメラを「カメラセレクトスイッチ」で選択します。

カメラが選択されるとカメラセレクトスイッチのＬＥＤが点灯します。
（３） 「ジョイスティックスイッチ」等で操作します。

※ 各操作に関しては、「操作の説明」（次ページ）をご覧下さい。
※ 一体型旋回カメラの機種により、操作可能な機能が異なります。詳しくは、機能比較表（１４ペー
ジ）をご参照下さい。

《カメラセレクトスイッチによりカメラ選択ができない場合》
カメラ選択を行った際にカメラからの返信がないと、コントローラーはカメラが接続されていないと
認識し、ブザーが鳴ると共にカメラセレクトスイッチのＬＥＤは消灯します。再度カメラとの接続
（RS-485信号ライン等）を御確認下さい。
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機能の説明

マニュアル操作マニュアル操作マニュアル操作マニュアル操作

○ PANPANPANPAN・・・・TILTTILTTILTTILT動作動作動作動作
・ 「ジョイスティックスイッチ」で上下・左右・斜め方向に操作することができます。（下図左参照）
左に倒すと、旋回カメラが左に旋回（PAN）します。
右に倒すと、旋回カメラが右に旋回（PAN）します。
操作者から遠い方（UP方向）に倒すと、旋回カメラが上方向に旋回（TILT）します。
操作者に近い方向(DOWN方向)に倒すと、旋回カメラが下方向に旋回（TILT）します。
斜め方向に倒すと、PANと TILTが同時に動作します。

・ 動作スピードはズーム倍率により自動的に変化（望遠時：ゆっくり／広角時：速く）し、「スピード
スイッチ」により、さらに４段階に変速させることができます。尚、カメラ選択後、最初の「スピ
ードスイッチ」の設定は“Ｆ”（FAST：速い）から２番目の位置で、ランプが３個点灯した状態と
なります。
（上図右参照）

○ズームズームズームズーム
・ 「ズームスイッチ」（Ｗ）（Ｔ）で操作します。
・ “Ｗ”でワイド（広角）方向、“Ｔ”でテレ（望遠）方向に、押している間、連続的に動作します。
※ズームの倍率に関しては、レンズの仕様により異なります。

　　　　　 　　　広角　　　　　　　　 　　　　　望遠

旋回カメラの動作速度を
遅くします。

旋回カメラの動作速度
を速くします。

旋回カメラの速度設定が確認できます。

画面中央部を拡大して
見ることができます。

画面上に広い範囲を
映すことができます。
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○ フォーカスフォーカスフォーカスフォーカス
・ 「フォーカススイッチ」（Ｎ）（Ｆ）で操作します。
・ “Ｎ”でニア（近）方向、“Ｆ”でファー（遠）方向にフォーカスを合わせます。

○ オートフォーカスオートフォーカスオートフォーカスオートフォーカス
・ 「オートフォーカススイッチ」（A.F）を押すとスイッチが点灯し、カメラがオートフォーカスを
開始し、オートフォーカスが終了するとスイッチが消灯します。

・ オートフォーカス中、再度オートフォーカススイッチを押すと、オートフォーカスを中止すること
ができます。

※ オートフォーカス中は、他の操作はできません。
※ 被写体によって、焦点が合いづらい場合があります。

○アイリスアイリスアイリスアイリス
・「アイリススイッチ」（Ｏ）（Ｃ）で操作し、スイッチを押している間、連続的に動作します。
・“Ｏ”でオープン（明るい映像）になり、“Ｃ”でクローズ（暗い映像）になります。
※WDR スイッチにより明るさ補正を行っているときは、アイリス操作の状況が映像に現れません。

WDRスイッチをＯＦＦにした時に、アイリス操作を行った結果が現れます。

〇ホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランスホワイトバランス
・「ホワイトバランススイッチ」（One Push WB）(AUTO WB)で操作します。
・ ワンプッシュホワイトバランス：スイッチを一度押すと、約５秒間、被写体を白に引き込みます。
　このスイッチをＯＮするときは、できる限り純白に近いものを映した状態にすると効果的です
・オートホワイトバランス：常時、被写体を白に引き込みます。
※ワンプッシュホワイトバランスは、スイッチのＬＥＤが点灯している間（約５秒間）は、機能が終
了していません。機能が終了する前に、PAN・TILT等は操作しないことを推奨します。

※ オートホワイトバランスを終了するときは、もう一度（AUTO WB）スイッチを押すか、または(One
Push WB)スイッチを押して下さい。終了する際は、ワンプッシュホワイトバランスが働きますの
で、(One Push WB)スイッチが約５秒間点灯します。

○ 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（ＷＤＲ）（ＷＤＲ）（ＷＤＲ）（ＷＤＲ）
WDR：明るいすぎるところと暗すぎるところの補正を行い、画面全体を適切な明るさにします。
・ 「WDRスイッチ」（BL  WDR）を押すとスイッチが点灯し明るさ補正を行います。
・ もう一度押すと明るさ補正を行わない状態になりスイッチが消灯します。
※シャッタースピードの設定が１／６０以外の場合は、WDRは機能しません。
※WDR スイッチが ON の時、動作しているものを映したり、旋回カメラが旋回している場合は、映
像がコマ切れぎみに映る傾向があります。

遠くに焦点を合わせ
ることができます。

近くに焦点を合わせ
ることができます。

画面中央付近の被写
体に自動で焦点を合
わせます。



14

○ワイパーワイパーワイパーワイパー
・「ワイパースイッチ」(WIP)を押すと、スイッチが点灯しワイパーが２往復動作します。
・ワイパー動作が終了すると、スイッチが消灯します。

○ランプランプランプランプ（オプションで旋回カメラに照明器をつけた場合）
・「ランプスイッチ」（LAMP）を押すとスイッチが点灯し、ランプが点灯します。
・「ランプスイッチ」を再度押すとスイッチが消灯し、ランプが消灯します。

○リセットスイッチリセットスイッチリセットスイッチリセットスイッチ
・背面の押しボタンスイッチを押すと、リモートでリセットし旋回カメラがイニシャル動作を行いま
す。

機能比較表機能比較表機能比較表機能比較表

機種 PTC-107HU PTC-103HU PTC-203
タイプ 標準 IK-643 DXC-950 ―― ―――― ST HG
ズーム ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○
フォーカス ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○
ｵｰﾄﾌｫｰｶｽ ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○
アイリス × × ○ ―― ○ ○ ○
逆光補正 × × × ―― ○ × ○
ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ × ○ ○ ―― ○ ○ ○
ワイパー ○ ○ ○ ―― ○ × ×
ランプ △ △ △ ―― ○ × ×
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ × ○ ○ ―― ○ ○ ○
ﾌﾟﾘｾｯﾄ動作 ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○
オートパン ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○
ｼｰｹﾝｼｬﾙ ○ ○ ○ ―― ○ ○ ○

詳しくは、各機種の仕様書をご覧下さい。
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プリセット移動プリセット移動プリセット移動プリセット移動

・ 「ポジションスイッチ（１～８）」を押すと、記憶しているポジションに最高速で移動します。

○プリセットポジションの記憶プリセットポジションの記憶プリセットポジションの記憶プリセットポジションの記憶（プリセット（プリセット（プリセット（プリセットメモリー）メモリー）メモリー）メモリー）

　　※メモリースイッチ点灯中、再度メモリースイッチを押すと、プリセットメモリーの操作を中止
することができます。

　　注意）すでにプリセットメモリーされているポジションスイッチに対し、再度プリセットメモリ
ーの操作を行うと、データが上書きされます。

オートパン動作オートパン動作オートパン動作オートパン動作

・ プリセットポジション「７」と「８」の２点間を自動で往復旋回動作（PAN）を行います。
・ オートパン動作中でも TILT 操作、ズーム操作、フォーカス操作、ワイパー操作、ランプ操作（オ
プション）、カメラセレクトを行うことができます。

※旋回速度の設定も行えますが、TILTのみに有効であり、PAN速度には反映されません。
注意）プリセットポジション「７」と「８」にプリセットデータがメモリーされていないと、オート

パン動作は開始されません。

注意）オートパン動作の開始時は、プリセットポジション「７」から右旋回します。
　　　オートパン動作の設定を行うときは、監視範囲の左側を「７」、右側を「８」にして、
　　　プリセットメモリーしてください。

① ジョイスティック等のマニュアル操作
により、メモリーさせたい場所を画面に
映します。

② メモリースイッチを押し、メモリースイ
ッチを点灯させます。

③ ポジションスイッチ「１」～「８」のい
ずれかを押します。

②③
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オートパン動作の設定及び操作方法オートパン動作の設定及び操作方法オートパン動作の設定及び操作方法オートパン動作の設定及び操作方法（オートパン動作を行わせるために）
（１）プリセットポジション「７」「８」にプリセットメモリーします。

　（１４ページ「プリセットポジションの記憶」参照）
※１度プリセットメモリーを行うと、電源を切ってもメモリーは維持されます。

（２）オートパンの操作
① ７ページ「基本的な操作手順」に従い、旋回カメラの操作が可能な状態にします。
② 底面のロータリーディップスイッチ Bを「１」に設定します。（９ページ参照）
③ 「AUTO」（オートスイッチ）を押すとオートスイッチが点灯し、同時にオートパン動作
が開始されます。

④ モニターの画面を見ながら、TILT、ズーム、フォーカスの操作を行い、最適な状態に調
整します。

（３）オートパンの解除
オートパン動作中に、点灯した状態の「AUTO」（オートスイッチ）を押すことにより、オー
トパン動作を中止する事ができます。中止されると、「AUTO」（オートスイッチ）は、消灯
します。

シーケンシャル動作シーケンシャル動作シーケンシャル動作シーケンシャル動作

・ プリセットポジション「１」から「６」までの６カ所を順次プリセット移動します。
・ シーケンシャル動作中でも、ワイパー操作、ランプ操作（オプション）、カメラセレクトを行うこと
ができますが、その他の操作は行えません。

※ 予めプリセットポジション「１」から「６」にプリセットメモリーして下さい。

シーケンシャル動作の設定及び操作方法シーケンシャル動作の設定及び操作方法シーケンシャル動作の設定及び操作方法シーケンシャル動作の設定及び操作方法（シーケンシャル動作を行わせるために）
（１）プリセットポジション「１」～「６」にプリセットメモリーします。

　（１４ページ「プリセットポジションの記憶」参照）
※１度プリセットメモリーを行うと、電源を切ってもメモリーは維持されます。

（２）シーケンシャルの操作
①７ページ「基本的な操作手順」に従い、旋回カメラの操作が可能な状態にします。
②底面のロータリーディップスイッチ Bを「１」に設定します。（９ページ参照）
③「AUTO」（オートスイッチ）を押すとオートスイッチが点灯し、同時にシーケンシャル
動作が開始されます。

（３）シーケンシャルの解除
シーケンシャル動作中に、点灯した状態の「AUTO」（オートスイッチ）を押すことにより、
シーケンシャル動作を中止する事ができます。中止されると、「AUTO」（オートスイッチ）
は、消灯します。
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正常に操作できない場合正常に操作できない場合正常に操作できない場合正常に操作できない場合
正常に操作できない場合は、各段階においてそれぞれの原因が考えられます。
コントローラーの電源がコントローラーの電源がコントローラーの電源がコントローラーの電源が ONONONONしないしないしないしない
・ AC100Vの電源が入力されていない。
・ ヒューズが切れている。

カメラ選択ができないカメラ選択ができないカメラ選択ができないカメラ選択ができない
カメラ選択したときにカメラからの返信がないと、コントローラーはカメラが接続されていないと認
識します。次の様なことが考えられます。
・ ＲＳ－４８５信号ラインの距離が長い（RS-485ラインの総延長距離は、約 1.2㎞までとします。）。
・ ＲＳ－４５８信号のＡ（＋）とＢ（－）が逆に接続されている。
・ 旋回カメラまたは、旋回カメラまでの他の機器の電源がＯＮになっていない、または故障している。
・ コントローラーと旋回カメラの間の制御信号ラインに電話回線や無線機等を利用して、旋回カメラ
からの返信がコントローラーに受信されるまでの時間が長い。（通常 0.5秒以内。最大１秒以内）
・ 旋回カメラのアドレス設定に重複があり、２台以上の旋回カメラから返信が同時に重なってくるた
め、正常な信号としてコントローラーが受信していない。

旋回カメラ操作中にブザーが鳴り、カメラ選択スイッチが消灯する旋回カメラ操作中にブザーが鳴り、カメラ選択スイッチが消灯する旋回カメラ操作中にブザーが鳴り、カメラ選択スイッチが消灯する旋回カメラ操作中にブザーが鳴り、カメラ選択スイッチが消灯する
各操作に対しカメラから返信がないとき、通信ラインの異常を示すためカメラ選択が解除されます。
次の様なことが考えられます。
・ コントローラーと旋回カメラの間に無線機等を利用し、通信状況が悪い。
・ 旋回カメラからの返信がコントローラーに受信されるまでの時間が長い。
・ 通信ライン関係の ICが雷サージ等でダメージを受け信号レベルが低下している。
◎通信ラインが正常になったときに、再度カメラセレクトスイッチを押してください。正常でなけれ
ば、カメラ選択はできません。
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仕　様仕　様仕　様仕　様

一般仕様一般仕様一般仕様一般仕様
使用条件 屋内卓上など
使用温度 0～＋40℃
使用湿度 35～90％相対湿度（ただし、結露しない場合）
電　　源 AC90～120Ｖ　50／60Hz
消費電力 約 13Ｗ
寸　　法 外形図をご参照下さい。
筐体材質 鋼板
外観処理 塗装 色　マンセル 5Y8／1
質　　量 約 2.3㎏

入出力入出力入出力入出力
ＲＳ－４８５コネクター
形　　式 RS-485シリアル信号（2線／半二重）
送信方向 双方向
通信速度 9600bps
スタートビット 1ビット
ストップビット 1ビット
データビット 8ビット
パリティーチェック 無し
フロー制御 無し
コネクター Ｄサブコネクター9ピンメス

ロッキングスクリュー　＃4-40UNC
ピンアサイン
ピン番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
用　　途 NC NC A(+) NC NC NC NC B(－) NC

カメラセレクト信号コネクター
出力形式 フォトカプラによる無電圧オープンコレクタパルス出力でアクテ

ィブローとします。
パルス幅 約 200ms
許容電流 50mＡ以下
コネクター Ｄサブコネクター15ピンメス

ロッキングスクリュー　Ｍ2.6
ピンアサイン
ピン番号 １～８ ９～１４ １５
用　　途 カメラNO.１～８ NC COMMON
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ＲＳ－２３２コネクター
形　　式 RS-232Cシリアル信号
通信速度 9600bps
スタートビット 1ビット
ストップビット 1ビット
データビット 8ビット
パリティーチェック 無し
フロー制御 無し
コネクター Ｄサブコネクター9ピンオス

ロッキングスクリュー　Ｍ2.6
ピンアサイン
ピン番号 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
用　　途 NC RXD TXD NC GND NC RTS CTS NC

※７～８間は、コントローラー内部で接続されています。

※通信仕様 ＰＴＣ－１２３ＣＢ、ＰＴＣ－１０７ＨＵ、ＰＴＣ－１０３ＨＵ、および、ＰＴＣ
－２０３の通信仕様をご用意していますので、必要の際は、ご請求下さい。

操作項目操作項目操作項目操作項目
電　　源                               波形スイッチ                       ON／OFF　　      ――――――――
カメラ選択                           押しボタンスイッチ            １～８　　　　    LED表示（黄）   
ポジション選択                    押しボタンスイッチ            １～８                   LED表示（緑）   
プリセットメモリー            押しボタンスイッチ            MEMO                  LED表示（赤）   
旋回操作                               ジョイスティックスイッチ　UP／DOWN／RIGHT／LEFT      
ズーム操作                           押しボタンスイッチ            Ｔ／Ｗ                   LED表示（黄）   
フォーカス操作                    押しボタンスイッチ            Ｆ／Ｎ                   LED表示（黄）   
オートフォーカス操作        押しボタンスイッチ            A.F                        LED表示（黄）   
アイリス操作                       押しボタンスイッチ            O／Ｃ                    LED表示（黄）   
旋回速度設定                       押しボタンスイッチ            ＜／＞                   LED表示（黄）   
オートパン（※）                押しボタンスイッチ            AUTO                   LED表示（緑）  
シーケンシャル（※）        押しボタンスイッチ            AUTO                   LED表示（緑）   
ワイパー                               押しボタンスイッチ            Ｗ                           LED表示（緑）   
ランプ                                  押しボタンスイッチ            LAMP                   LED表示（黄）   
ホワイトバランス(WB)       押しボタンスイッチ　　OnePush／AUTO    LED表示（黄）   
逆光補正                               押しボタンスイッチ            BL                         LED表示（黄）   
イニシャル（リセット）     押しボタンスイッチ            ―――――            ―――――――― 

※オートパン、シーケンシャルは同じ「AUTO」スイッチを使用し、底面のロータリーディ
ップスイッチＢを設定することにより、機能を切り換えます。

《注》接続されている、一体型旋回カメラにより操作できる機能が異なります。詳しくは、
機能比較表（１４ページ）をご参照下さい。
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外形図外形図外形図外形図
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お買い上げ年月日 　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日
製造番号（Ser．NO）

特機営業部／〒２２５－００１４神奈川県横浜市青葉区荏田西１－５－２３

Tel． ０４５－９１４－８２２２
Fax． ０４５－９１４－６８３１

　　　　　西日本支店／〒５３１－００７２　　大阪市北区豊崎２－７－９豊崎いずみビル９Ｆ
Tel． ０６－６３７６－１８２１（代）
Fax． ０６－６３７６－２０７１

仕様は予告無く変更される場合がありますので、ご了承下さい。
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