取扱説明書

3. 安全上のご注意

日立監視用ネットワークカメラ埋め込み金具

DI-RCM322

このたびは、日立監視用ネットワークカメラ埋め込み金具を
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。

5. 設置のしかた

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、
正しくお使いください。
この「安全上のご注意」では、お使いになる方やほかの人々への危
害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」の２つ
に分類した注意事項を記載しています。内容をよく理解してから本
文をお読みください。

●表示について

警告

誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷（* １）
を負う可能性が想定される」内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害（* ２）を負う
可能性が想定される」内容および「物的損害（* ３）
のみの発生が想定される」内容を示します。

*1：失明・けが・やけど（高温・低温）
・感電・骨折・中毒などで
後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期の通院を要
するものを指します。
*２：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・
低温）・感電などを指します。
*３：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

警 告

様

DI-RCM322
DI-CD322LE 用 埋め込み金具
φ210×77mm（H）
質量
（本体） 約 490ｇ
取扱説明書、脱落防止ワイヤー（2 本）、
付 属 品
ねじ（３本）

禁止

耐熱性の低い材質が使われている場所に設置しないでくだ
さい。変形・変質の原因となります。

禁止

強制

移動させるときは、接続ケーブルを抜いたことを確認の上、
移動してください。つながったまま移動させると、接続ケー
ブルが傷つき、火災の原因となることがあります。
落下して、けがの原因になることがあります。

素手での作業はしない

〒170-8466 東京都豊島区東池袋四丁目5番2号 ライズアリーナビル
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禁止

手袋を着用してください。けがの原因になることがあります。

取付板
ガイド
（３箇所）
ガイド穴（３箇所）

脱落防止ワイヤー

（400mm：
埋め込み金具
の脱落防止用）

脱落防止
ワイヤー

（100mm：
カバーの
脱落防止用）

ドームカバー

ねじをしめます。
ねじしめ推奨トルク：
0.18〜0.2Nm（1.8〜2kgfcm）
※強くしめすぎるとねじを
破壊するおそれがあります。

ご注意
付属ねじ

こちら側は柱等に
固定してください。

取付板の取り付け方向は
曲げ部が手前側になるように
取り付けます。

ネットワークカメラ
固定用ねじ（２本）

・ドームクリアの保護
シートは取り付けが
終了するまではがさ
ないでください。

ネットワークカメラ
固定用ねじ（２本）

ドームクリア
SDメモリーカードふた
＜キリトリ＞

●取り付け場所の事前確認

・本金具は屋内専用です。
屋内でも水がかかる場所への設置はできません。
・設置場所については、総重量約 1.2kg に十分耐えられるこ
とを確認してください。
・石こうボードなどに穴を開ける場合は、割れやすいので十
分注意してください。
・天井板の厚さは 9.5 〜 20mm まで取り付けが可能です。
・アームが回転しますので、周囲φ255mm 以内に障害物が
ないことを確認してください。
・あらかじめ設置業者と引き回しやアンカーボルトを設置す
る等の固定方法について、打ち合わせを実施してください。
また、脱落防止ワイヤーを使用してアンカーボルトや柱等
の十分に強度のある所に設置してください。

アーム

アーム
埋め込み金具

φ255

9.5~20

46

カバー

天井板
※取り付け前にはカバーを矢印方向に回し、埋め込み金具よ
りはずしてください。

付属品
・ねじ（３本）
・脱落防止ワイヤー
（２本：長さ 400mm、100mm）

1

※脱落防止ワイヤー（400mm）は、
「5. 設置
のしかた」の「10. 画角を調整する。
」での天
井取り付けまでに取り付けてください。
※脱落防止ワイヤー（100mm）は、
「5. 設置
のしかた」の「14. カバーを取り付ける。
」ま
でに取り付けてください。

８. ネットワークカメラの
ケーブルを接続する。

4. 使用・設置上のお願い

2. 各部のなまえ

カバー

※ネットワークカメラの
取扱説明書もよくお読み
ください。

取付板

（ねじしめ推奨トルク：
0.8Nm（8kgfcm））

注 意

脱落防止ワイヤーを必ず取り付ける
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①ネットワークカメラの SDメモリーカードふたをはずします。
②ネットワークカメラのドームカバーをはずします。
③ネットワークカメラのガイド３箇所を取付板のガイド穴に
合わせ矢印方向に回します。

移動させるときは注意する

●予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

QR85733

埋め込み金具に取り付けたネットワーク固定用ねじ２本を
はずし、ネットワークカメラに付属している取付板をはず
したねじ２本でねじ止めします。
ねじしめ推奨トルク：0.5〜0.6Nm（5〜6 kgfcm）

７ . 取付板（ネットワークカメラ取付用金具）にネット
ワークカメラを固定する。

付属ねじ

ネットワークカメラを含んだ総重量に耐えられないような、
もろい材質が使われている場所に設置しないでください。
落下してけがの原因となります。

熱に弱い材質の場所には設置しない

形
名
用
途
外形寸法

６ . 取付板（ネットワークカメラ取付用金具）を取り付
ける。

型

＜キリトリ＞

1. 仕

１. ネットワークカメラを設置する場所を決める。
２. ネットワークカメラの接続ケーブルを設置場所まで
配線する。
３. 天井にφ180mmの穴を開ける。
４. 付属の脱落防止ワイヤー（400mm）を埋め込み金
具と柱等に固定する。
５. 付属の脱落防止ワイヤー（100mm）をカバー、埋
め込み金具にそれぞれねじ止めする。

付属ねじ

落下のおそれのある場所に設置しない
禁止

（図中のネットワークカメラはDI-CD322LEで記載しています。
）

ケーブルを接続する

紙

天井に穴を開ける際の
型紙としてご利用ください

φ180

９. 埋め込み金具を天井に取り付ける｡

固定ねじ２本（M4ねじ）をドライバーで
右に回してアームを天井板の厚さに合うよ
う移動させ、天井面をアームで挟み込んで
固定します。

アーム

φ180（天井穴径）

●取り扱いはていねいに

・落下させたり強い衝撃や振動を与えないでください。破損
の原因となります。また、ネットワークカメラの接続ケー
ブルは乱暴に取り扱わないでください。ケーブル断線のお
それがあります。
・ドームカバーをかぶせる際に、ドームクリアを傷つけたり、
指紋等の汚れを付けないように注意してください。
・ドームクリアの保護シートは傷つき防止のため、ネットワー
クカメラ本体の調整後「5. 設置のしかた」の「13. 埋め込
み金具を天井へ再度取り付ける。」が完了してから、保護シー
トをはがしてください。
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天井板

3

4

5

5. 設置のしかた ( つづき )
10. 画角を調整する。

埋め込み金具を天井に設置後、ネットワークカメラの取
扱説明書を参照して画角を調整します。

11. 天井から取りはずす。

ネットワークカメラの画角を調整したあと、アームをゆる
めて埋め込み金具ごと天井から取りはずします。

12. ドームカバーを取り付け、SD メモリーカードふた
をしめる。

13. 埋め込み金具を天井へ再度取り付ける。
埋め込み金具を天井へ再度取り付けます。

①ドームカバーを取り付け､ねじ止めします（4 本）。
②SD メモリーカードふたを閉め､ねじ止めします（1 本）｡
ねじしめ推奨トルク：0.5 〜 0.6Nm（5 〜 6kgfcm）

14. カバーを取り付ける。

※下記「7. カバーのつけかた」をご参照ください。

ドームカバー
SDメモリーカードふた
レンズホルダー

※矢印の方向にレンズ
ホルダーを回転させて
画角を調整します｡

※天井から取りはずすときに
画角がずれないように、
レンズホルダー固定用の
ねじ止めはしっかり
固定してください。
ねじしめ推奨トルク：
0.5Nm（5kgfcm）

ご注意

・画角調整時に、ドライバーの先端が基板やレンズユ
ニット金属部分に接触しないよう注意してください。

ご注意

カバー

埋め込み金具

ドームクリア

SDメモリーカードふたねじ

ご注意

・ドームカバーを取り付ける前に調湿シートをドー
ムカバー内部に貼り付けてください。

・ドームクリアの保護シートをはがしてください。

6. SD メモリーカードの取り出し／挿入
２ . SDメモリーカードを挿抜する。

１ . カバーを取りはずす。

①アームをゆるめて、埋め込み金具ごと天井から取り
はずします。
②SDメモリーカ ードふ た ねじ を ゆ る め､SDメモリー
カードふたをはずし、SDメモリーカードを挿抜します。
③SDメモリーカードふたを閉め､ねじ止めします。

３ . カバーを再度取り付ける。

埋め込み金具ごと天井へ取り付け､カバーを取り付け
ます｡
※下記「7. カバーのつけかた」をご参照ください。

SDメモリーカード
挿入口

カバー
カバー
埋め込み金具

SDメモリー
カードふた
SD メモリーカードふたねじ

7. カバーのつけかた

日立監視用ネットワークカメラ埋め込み金具
についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

埋め込み金具とカバーのへこみ（切り欠き）
を合わせてカバーをはめこみ、矢印方向に回
し 止 ま る 所 で 固 定 し て く だ さ い。そ の 際 に、
カバーのツメ（３箇所）が確実に固定されて
いることをご確認ください。

なお、移転されたり、お買い上げの販売店がわからない商品の修理などで、
ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121- 68 / FAX 0120-3121-87

（受付時間）9:00 〜 19:00（月〜土）/ 9:00 〜 17:30（日・祝日）
携帯電話、PHS からもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-19 / FAX 0120-3121-34

（受付時間）9:00 〜17:30（月〜土）日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など
弊社の休日は休ませていただきます。
携帯電話、PHS からもご利用できます。

●お客様が弊社に電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するた
めに、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人
情報を提供し対応させていただくことがあります。
●出張修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するア
ンケートハガキを送付させていただくことがあります。

日立インターネット・ホームページ（監視機器）

http://www.hitachi.co.jp/bouhan/
最新情報、別売品などを案内しております

へこみ

天井面

ご注意

・天井面とカバーは平行となるように固定してく
ださい。

7

サービスを依頼されるときのために
記入しておいてください。

カバー

ツメ（3 箇所）

6

ご購入店名：

8

9

電話（
ご購入年月日：

−

−
年

）
月

日

10

