
このたびは NX-P821S をお買い上げいただき、

ありがとうございます。ご使用の前に、この取扱

説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管していただき、

その都度ご参照ください。

超小型
屋内用カラー監視カメラ  NX-P821S 取扱説明書

主な特長

■ SONY 製 1/3 インチ CCD 搭載

■超小型ピンホールレンズカメラ

■高感度マイク内蔵

目次

1. 安全についてのお願いとご注意 ..............................2

2.製品の構成..................................................................4

3.使用上のご注意..........................................................4

4. 接続、取付方法 ...........................................................5

5.故障とお考えになる前に..........................................6

6.主な仕様.....................................................................6

　 保証規定.....................................................................7

　 保証書 ............................................................... 裏表紙

保証書付



ー 2ー

1. 安全についてのお願いとご注意

本機を安全にご使用いただくには、正しい操作と安全に関する注意事項をお守りいただくこと

が必要です。本書では最初に、もしお守りいただかないと重大な人身事故につながるおそれの

■絵表示の例

△記号は気をつける必要があることを表しています。（警告・注意）

○記号はしてはいけないことを表しています。（禁止）図の中や近

くの表示は、禁止の内容（左図は分解禁止）、一般の禁止は○です。

●記号はしなければならないことを表しています。（強制）（左図の

場合は差し込みプラグをコンセントから抜く）一般の禁止は●です。

警　告

（この表示の欄を守らないと火災・感電及びその他の危険により死亡や大けがの原因となります。）

■本機は一般日常生活に使用する商品ですから人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求され 

   る場所では使用しないでください。

■電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。重いものを乗せたり、加熱し

   たり、引っ張ったりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

■ケースは絶対にあけないでください。

　本機は精密部品を多数搭載しています。分解や改造を加えますと故障が起き、また感電の原因となり

   ます。

■発熱、発臭、発煙を検出した場合には直ちに使用を中止してください。これらの異常を検出した場合　

　には、直ちに使用を中止して、AC アダプターをコンセントから抜いてください。そのまま使用しま 

   すと火災や感電の原因になります。修理は販売店に依頼していただき、お客様ご自身での修理は絶対  

   に避けてください。
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機能上の制約

■衝撃や強い振動を加えないでください。衝撃や強い振動を加えますと、精密部品が壊れ故障の原因に　　

　なります。

■動作範囲内の温度条件下でご使用ください。本機の温度 / 湿度保証範囲以外で使用すると内部の部品　

　に影響を与えますので、できるだけ直射日光の当たらない適切な環境でご使用ください。

■高温時の取り扱いにご注意ください。本体に長時間直射日光が当たりますと、CCD がダメージを受   　　　

   け本来の性能を発揮できなる可能性がありますので注意してください。

■ケースが汚れた場合は、柔らかい布またはティッシュペーパーで拭き取ってください。シンナー、ベ

　ンジン、化学雑巾などを使用しますと、ケースが変形するおそれがあります。また、お手入れの際は

　かならず AC アダプターをコンセントから抜いてください。

■本機は使用時に温度が高くなります。周囲の風通しを良くし、周りを布などで覆わないでください。

■取付の際は、確実に固定されていることを確認してください。ゆるみ等が発生していないか定期的に　

　確認してください。

■日本国内で使用してください。本機の仕様は日本国内向けとなっています。

■供給電源やビデオ出力の線は、過度に長くしないでください。画質の劣化や、カメラが正常に動作　

　しない恐れがあります。

注　意

（注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。）

免責について

・この商品は、別売りのビデオレコーダーまたはモニターと組み合わせ、特定のエリアを対象に監視を行うための映像　

  を撮影することを目的に作られたものです。この商品単独で犯罪などを防止するものではありません。

・弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

1. 本商品に関連して直接または間接に発生した損害・被害、または結果的損害・被害

2. お客様の誤使用や不注意による本製品の障害または破損など

3. 故障や修理などで本商品が使用できなかったことによって発生した損害・被害、または結果的損害・被害

4. お客様による本商品の分解、修理または改造が行われた場合、それに起因するかどうかにかかわらず、発生した一切 

    の故障または不具合

5. 弊社以外のビデオレコーダーまたはモニター、ケーブルなどと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結

    果被る不便・損害・被害

6. お客様による監視映像（記録を含む）が何らかの理由により公となりまたは監視目的外に使用され、その結果、被写

    体となった個人または団体などによるプライバシー侵害などを理由とするいかなる賠償請求、クレームなど

7. 撮影した情報内容が何らかの原因により、流出または消失してしまうこと
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2. 製品の構成

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。内容をご確認くだ

さい。

本体：カメラ本体　

付属ケーブル：約 20 ｍ

付属品：AC アダプター、ブラケット、防犯ステッカー、コンクリートプラグ、　　

　　　　ビス、 BNC-J-RCA-P 変換コネクター

3. 使用上のご注意

　・カメラ本体のネジは絶対に外さないでください。

　・万一、本機が故障した場合は分解せず販売店へ修理を依頼してください。

　・本機を 50Hz のエリアで使用する場合は、蛍光灯の近くでは画面がちら 　　　

　　つく事があります。その場合カメラの角度等を変えて影響の少ない場所に　

　　設置してください。

　・本機のピントは固定式です。調整はできません。

　・映像の色調は、ご使用の TV モニターや光源により変化します。

　・本機はピンホールタイプのレンズを使用しています。そのため一般のレン

　　ズを採用しているモデルに比べると画質が劣ります。

　・本機の故障、損傷、またはその使用中に生じた直接、間接の損害 (事業利　

　　益の損失・事業の中断・記憶内容の消失 )につきましては弊社は一切の責　

　　任を負いません。

　・本機は盗難防止器具・災害防止器具ではありません。動作の正常、異常に　

　　かかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、弊社は一切の

　　責任を負いません。

　・プライバシー等を配慮の上、ご使用ください。

    ・本機は緊急事態等を未然に防ぐ装置ではありません。
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4. 接続・取付方法

■接続図
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■取付方法

1. CCD カメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付位置を決め 　

　 てください。

2. 木材の壁に取付ける場合は付属のビスで固定してください。

3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取付ける場合は、付属のアンカー　

　 やそれぞれの素材に適したアンカー等の部品を別途ご用意の上使用してくだ 

    さい。

4. 取付ける際、本機が落下しないよう確実に固定してください。

5. 定期的に固定状態を点検してください。

5. 故障とお考えになる前に

症状　　　　　　　　　　　対処法　　　　　　　

・電源を接続しても　　　　　● AC アダプターがコンセントにしっかり接続されているか、コネクター等がしっか 　　　

  映像が出ない　　　　　　　　り接続されているかチェックしてください。 

・映像色が絶えず                  ●室内照明の使用を減らす。

  変化する                            ●カメラと被写体との距離をとる。

・S/N が悪い                       ●電源線やビデオ出力線を過度に長くしないでください。

  ( 画質の劣化 )                     ●照度を上げてください。

・映像の視野がズレる            ●カメラ角度等、再度、調節してください。

6. 主な仕様

撮像素子 1/3 型カラー CCD 画角 約 60°

有効画素数 約 48 万画素 映像信号方式 NTSC

レンズ 3.7 ｍｍ 映像出力 1.0V ｐ - ｐ /75 Ω

水平解像度 700 本 同期方式 内部同期

S/N 比 48 ｄ B 電源電圧 DC12V

最低被写体照度 1.0 LUX 消費電流 80 ｍ A

電子シャッター 1/60 ～ 1/10000 出力端子 BNC ジャック 　
マイク 内蔵 動作温度 /湿度 -10℃～ 50℃ /90％以下 (結露無きこと )

赤外線投光 なし 外形寸法 /質量 約 W30 × H30 × D20 ｍｍ /約 30g     取付金具を除く

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。



保証規定

本取扱説明書の次ページに保証書を添付しています。保証書は必ず「お名前、ご住所、お買い上

げ日、販売店名」などを記入、ご確認の上、販売店より受取ってください。内容をよくお読みの

うえ、大切に保管してください。保証期間は、商品のお買い上げ日より一年間です。修理を依頼

される前に、配線方法等を確認していただき、解決されないようでしたら、本機の電源を切り、

お買い求めの販売店または弊社にお問い合わせください。正常な使用で故障した場合、保証書の

規定に従い、お買い求めの販売店または弊社で、修理をさせて頂きます。その際は、必ず保証書

をご提示ください。保証期間が過ぎましたら、お客様の希望により有料にて修理致します。お買

い求めの販売店または弊社までご相談ください。

無料保証規定

1. 保証期間内に、取扱説明書、添付ラベル等の注意書きに従って正常に使用し故障した場合、無　 

    料修理させていただきます。

2. 無料修理を受ける場合、お買い求めの販売店または、弊社まで保証書を添えてご依頼ください。

3. ご贈答品で保証書に記載されている販売店に修理の依頼が出来ない場合は、弊社までご相談く　

　 ださい。

4. 次の場合は、保証期間でも有料修理になります。

　イ )保証書の提示がない場合。もしくは、お客様名、販売店名、お買い上げ年月日の記入がない、　

　　　もしくは字句を書き換えた場合。

　ロ )使用上の誤りや不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因で生じた故障及び損傷。

　ハ )故障の原因が本機以外の製品にある場合。

　ニ )落下、冠水などによる故障及び損傷

　ホ )火災、地震、風水害、落雷、塩害、その他天災地変などの不慮の事故による故障及び傷害。

　ヘ )製造番号の改変もしくは取り外した製品

保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

＊この保証は本書に明記した期間、条件において無料修理をお約束するものです。従ってこの保　

　証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間終了後の　

　修理などについて、不明な点はお買い求めの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

＊あらかじめご承知いただきたいこと

　・修理の時、一部 代替品を使わせていただくことや修理品に代わって同等品と交換させていた　　

　　だくことがあります。

　・出張による修理及びサポートは一切いたしませんので、あらかじめご了承ください。

　・本取扱説明書の内容は機能改善のため予告なく変更する場合があります。

【サポートお問い合わせ先】

  株式会社　エフ・アール・シー　サービス課　

  〒 194-0035 　東京都町田市忠生 4-11-8

  TEL:042-793-7746【10:00‒12:00、13:00‒17:00】   土日祝日及び弊社休業日を除く

  e-mail: support@frc-net.co.jp



保証書

保証期間中は正常な使用状態で故障した場合、保証書の規定により無料修理させて頂

きます。修理は本保証書を提示し、お買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせ

ください。本保証書はお買い上げ日、販売店名の記入捺印のないものは無効です。必

ず記入事項を確認してください。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管し

てください。本製品は持込修理とさせていただきます。

【お客様へのお願い】

  お手数ですがご住所、お名前、電話番号をご記入ください。

【ご販売店様へ】

  お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、本保証書をお客様にお渡し　

  ください。

 商品名  NX-P821S

 保証期間  1 年間 購入年月日 　　　　年　　月　　日

 お客様  ご住所

                                                        TEL.

 お名前

 販売店  住所

 店名


