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パッケージの内容を確認する

AXIS 205のパッケージを開き、内容物を以下のリ ス ト と照らし合わせてください。不足している
ものや破損しているものがあった場合は、 お早めに購入先までご連絡ください。

AXIS 205 を設置する

水平面に設置

1. AXIS 205 をスタンドに取り付けます。

2. AXIS 205のアングルを決定します。

3. ロ ッ ク リ ングをゆっ く り回してAXIS 205をスタ
ンドに固定します。

ヒン ト ：右図のような状態でカメラ部分を時計周りに
回転させると、カ メ ラとスイーベルジ ョ イン トの接続

部分を固く締めることができます。

壁面に設置

1. 延長スタンドを回して取り外します。

2. AXIS 205 をスタンドに取り付け、 アングルを決
定してからロ ッ ク リ ングをゆっ く り回して固定
します。

3. 付属のネジを利用してAXIS 205を壁面に固定し
ます。

重要！

名称 備考

AXIS 205 ネッ トワークカメ ラ ロ ッ クワ ッシャー、 スイーベルジ ョ イン ト 、 ロ ッ ク リ ング
（ネッ ト ワークカメ ラ本体に取り付け済み）

外部電源アダプタ PS-H

スタンド 延長スタンドを含む

ネジ スタンド固定用ネジ （3個）
クイッ クインス トールガイ ド 本書

お客様登録カード

AXIS 205は屋内専用のネッ トワークカメ ラです。直射日光や強いハロゲンライ トに当たらないように
設置して ください。 直射日光やハロゲンライ トにさらされると、 CMOS イ メージセンサーを損傷する
ことがあります。不適切な取り扱いによって故障が生じた場合、修理の保証対象外とさせていただき
ます。

ロックワッシャー

スイーベルジ ョ イン ト

ロック リング

延長スタンド
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ネッ トワークに接続する

1. 標準的なネッ ト ワークケーブルを利用して、 AXIS
205 をネッ ト ワークに接続します。

2. 付属の外部電源アダプタを接続します。

3. 本体前面の Status インディケータがオレンジ色か
ら緑色に変わって点灯します。

4. 本体背面の Network インディケータが点滅しているこ と、また Power インディケータが点灯
しているこ とを確認してください。

5. AXIS 205は正常にネッ ト ワークに接続されました。

6. AXIS 205 にアクセスするための IP アドレス （またはド メ イン名） を設定します。 用途に合
わせて、 以下のいずれかの方法で設定を行ってください。

ローカルなネッ トワークで使用する

LAN （ローカルエ リ アネッ ト ワーク） に属
する、 限 ら れたネ ッ ト ワー ク 内の コ ン
ピュータから AXIS 205にアクセスする場合
です。この場合、AXIS 205には「プライベー
ト アドレス」 と呼ばれる IP アドレスを割り
当てます。

� AXIS 205 に設定する未使用の IP アドレスを入手して ください。

� ネッ トワーク内で、 AXIS 205 に設定する IP アドレスと同じサブネッ トに属するコンピュータ
から設定を行って ください。

上記の準備が整ったら、 4ページ 「AXIS IP Utility」 または 5ページ 「arp コマンド と ping コ
マンド」 へ進んでください。

インターネッ ト を経由して使用する

インターネッ ト を経由して AXIS 205 の画像にアクセスする場合は、 6ページ 「AXIS Internet
Dynamic DNSサービス」 を参照して ください。

AXIS 205のデフォルトの IP アドレスは、 192.168.0.90に設定されています。

ネッ トワーク

コネクタ
外部電源

コネクタ

底面

Power インディケータ

Network インディケータ

シリアル番号

Status インディケータ

前面 背面

ハブ / スイッチ

AXIS 205コンピュータ

192.168.70.15 192.168.70.20

同じサブネッ トに属している
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IP アドレスを設定する

AXIS IP Utility

AXIS IP Utilityは、ローカルネッ ト ワーク上で AXIS 205に IP アドレスを設定するための Windows
専用ユーティ リ ティ ソフ ト ウェアです。

設定手順

1. AXIS 205に設定する未使用の IP アドレスを入手します。

2. AXIS IP Utility を起動します。

3. ［シ リ アル番号］ フ ィールドに AXIS 205 のシ リ アル番
号を入力します。シ リ アル番号 （S/N） は、 AXIS 205の
背面に貼られているラベルに記載されています。

4. AXIS 205に設定する IP アドレスを ［IP アドレス］ フ ィールドに入力します。

5. 3 ページ 「ネッ ト ワークに接続する」 の手順にしたがって AXIS 205 をネッ ト ワークに接続
し、 電源を入れてください。

6. AXIS IP Utility の ［IP を設定］ をク リ ッ ク します。 IP アドレスが正し く設定される と、 メ ッ
セージが表示されます。 ［OK］ をク リ ッ ク してメ ッセージを閉じてください。

7. AXIS IP Utility の ［ホームページへ］ をク リ ッ クする と、 AXIS 205 の ［ライブビュー］ ペー
ジにアクセスします。

8. 9 ページ 「Web ブラウザから AXIS 205 にアクセスする」 を参照して、 管理者用のパスワー
ドを設定してください。

ヒン ト！

� AXIS IP Utility は、 Axis のホームページ （http://www.axiscom.co.jp/） からダウンロード してご利用
いただけます。

� ダウンロード したファイルをダブルクリ ッ クすると、 AXIS IP Utilityが起動します。 インス トール
作業は必要ありません。

AXIS IP Utility で IP アドレスの設定が正し く行えない場合は、5ページ 「arp コマンド と ping コマンド」
を試してみて ください。

シリアル番号

00408Cの後に続く
英数字を入力します

AXIS IP Utility を起動しているコンピュータの
サブネッ ト （IP アドレスの先頭から 3つ目ま
での値） が自動的に表示されます。
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arp コマンド と ping コマンド

AXIS 205は、 arp コマンド と ping コマンドを利用して IP アドレスを設定するこ とができます。

設定手順

1. AXIS 205に設定する未使用の IP アドレスを入手します。

2. AXIS 205の背面に貼られているラベルに、シ リ ア
ル番号 （S/N） が記載されています。 この番号を
利用して、 IP アドレスを設定します。

3. AXIS 205 のネッ ト ワークコネクタにネッ ト ワークケーブルを差し込んで AXIS 205 をネッ ト
ワークに接続します。

4. Windows環境の場合、 DOS窓 （MS-DOSプロンプ ト、 コマンドプロンプ ト ） を開いて以下の
コマンドを実行します。 MAC アドレス には、 シ リ アル番号をハイフンで区切ったものを入

力します。

5. AXIS 205 に電源アダプタを接続して電源を
入れます。

6. しばら くする と、 DOS 窓に 「Reply from
192.168.70.183:... （③） 」 の よ う な
メ ッセージが表示されます。

7. Ctrl キーと C キーを同時に押して ping を終
了し （④）、 exit と入力して DOS窓を閉じ
ます （⑤）。

8. AXIS 205の背面の Power インディケータが
点灯し、 Network インディケータが点滅し
始めて IPアドレスが正し く設定されたこ と
を示します。

9. Webブラウザを起動し、［アドレス］フ ィー
ルドに AXIS 205 に設定した IP アドレスを
入力して Enter キーを押します。

10. 9 ページ 「Web ブラウザから AXIS 205 に
アクセスする」 を参照して、管理者用のパ
スワードを設定してください。

Windows NT/2000/XP （Professional Edition） では、 Administratorの権限でコンピュータにログオンして
から IP アドレスの設定を行って ください。

構文 例

c:¥>arp -s IP アドレス MAC アドレス
c:¥>ping -l 408 -t IP アドレス

c:¥>arp -s 192.168.70.183 00-40-8c-62-fc-35 （①）
c:¥>ping -l 408 -t 192.168.70.183 （②）

シリアル番号

①

②

③

④

⑤
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AXIS Internet Dynamic DNSサービス

AXIS Internet Dynamic DNS サービスは、 お使いの AXIS 205 に固定のド メ イン名を付与するサー
ビスです。 サービスの詳細については、 http://www.axiscam.net/ を参照してください。

重要！

制限事項

AXIS Internet Dynamic DNS サービスを使ったダイナミ ッ ク DNS機能は、 AXIS 205本体にグロー
バル IP アドレスが割り当てられている環境でのみ自動で動作します。

ルータの NAT機能を利用し、 AXIS 205の Webページをインターネッ ト上に公開する環境でお使
いになる場合は、 AXIS Internet Dynamic DNS サービスへの自動通知は行われません。 AXIS 205
は、 ルータに割り当てられているグローバル IP アドレスが変化したこ とを自動的に検知し、 通
知する機能を持っていません。 このよ うな環境で、 ルータに割り当てられた IP アドレス情報を
AXIS Internet Dynamic DNSサービスへ更新するためには、AXIS 205本体の背面にあるコン ト ロー

ルボタンを 1回押して、 手動で情報の更新を行ってください。

AXIS Internet Dynamic DNSサービスの日本におけるサポート開始は、 2004年春頃を予定しています。

� AXIS Internet Dynamic DNS サービスにアクセスすると、 お使いの AXIS 205 の情報 （IP アドレス、
ファームウェアバージ ョ ン、 製品の種類、 シリアル番号） が送信されます。 他の情報が送信され
ることはありません。

� AXIS Internet Dynamic DNSサービスが何らかの理由により停止している間、また、サービスにアク
セスできな い場合には、 ド メイン名を利用して AXIS 205にアクセスすることはできません。

� 環境によっては、 AXIS Internet Dynamic DNSサービスをご利用いただけない場合があります。
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サービスの概要

� AXIS 205の背面にあるコン ト ロールボタンを押すと、 IP アドレス、シリアル番号などの情報が AXIS
Internet Dynamic DNSサービスに送られます。

� http://www.axiscam.net/にアクセスして登録を行う と、AXIS Internet Dynamic DNSサービスから ド メ
イン名が付与されます （コン ト ロールボタンを押してから 60 分以内に登録しなかった場合、 送信
した情報は消去されます）。

� インターネッ ト上のコンピュータは、 Web ブラウザの URL に AXIS 205 に付与されたド メイン名を
入力してアクセスできるようになります （ただし、 い くつかの制限があります。 詳し くは、 6 ペー
ジ 「制限事項」 を参照して く ださい）。

設定手順

1. 3 ページ 「ネッ ト ワークに接続する」 の手順にしたがって AXIS 205 をネッ ト ワークに接続
し、 電源を入れてください。 Status インディケータが緑色で点灯します。

2. AXIS 205 の背面にあるコン ト ロールボタンを 1 回
押します。 Status インディケータが緑色で点滅し、
AXIS Internet Dynamic DNS サービスに接続を開始
します。

3. Status インディケータが緑色で点灯するまで待ち

ます。

4. イ ン ターネ ッ ト に接続でき る コ ンピ ュータから
http://www.axiscam.net/にアクセスします。

5. AXIS Internet Dynamic DNS サービスの ト ップページで、 お使いの AXIS 205 のシ リ アル番号
を入力して ［Proceed］ をク リ ッ ク します。

AXIS 205

コンピュータ A

インターネッ ト

AXIS Internet 
Dynamic DNS
サービス

コンピュータ B

コン ト ロールボタンを押してシリアル番号

（例 ： 00408C62FC35） などの情報を送信

送信された情報をも とに ド メ イン名

（例 ： axis_62fc35.axisnet.cam） を付与

ド メ イン名（例：axis_62fc35.axisnet.cam） を
利用して AXIS 205 にアクセス

背面

コン ト ロールボタン
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6. 画面に表示される手順にしたがってお使いの AXIS 205 を登録します。

7. Webブラウザを起動し、 登録されたド メ イン名を ［アドレス］ フ ィールドに入力します。

8. 9 ページ 「Web ブラウザから AXIS 205 にアクセスする」 を参照して、 管理者用のパスワー
ドを設定してください。

サービスの利用を停止する

AXIS Internet Dynamic DNSサービスに登録されたド メ イン名を削除し、サービスの利用を停止す
るこ とができます。

1. Webブラウザを起動して AXIS 205にアクセスします。

2. ［ラ イブビュー］ ページ右上の ［セッ ト アップ］ リ ンクをク リ ッ ク します。

3. 設定ページが表示されます。 左側の リ ン クから ［基本設定］ - ［TCP/IP］ を選択し、 ［AXIS
Internet Dynamic DNSサービス］ の ［設定 ...］ をク リ ッ ク します。

4. ［現在登録されている ド メ イン名を削除する］ のチェ ッ クを付けて ［OK］ をク リ ッ ク します。

5. ［TCP/IPの設定］ ページに戻り ます。 ページの一番下にある ［保存］ をク リ ッ ク します。
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Web ブラウザから AXIS 205にアクセスする

1. 初めて AXIS 205 の内部 Web ページにアクセスする と、
［Rootパスワードの設定］ ページが表示されます。

ヒン ト ： 「Root」 は、 AXIS 205にあからじめ定義されている管理
者権限を持つユーザで、 AXIS 205 の設定を自由に変更すること
ができます。

2. ［パスワード］ と ［パスワードの確認］ フ ィールドにパス
ワードを入力し、 ［OK］ をク リ ッ ク します。

3. 続いて、 AXIS 205へのログオン （ネッ ト ワークパスワード） 画面が表示されます。 ユーザ名
に root、 パスワードに手順 2 で設定したパスワードを入力して ［OK］ をク リ ッ ク します。

ヒン ト ：パスワードを忘れてしまった場合は、AXIS 205 を工場出荷時の状態にリセッ トする必要があり
ます。 詳し くは、 10ページ 「工場出荷時のデフォルト設定」 を参照して く ださい。

4. Axis Camera Control をインス トールする画面が表示された場合は、 ［はい］ をク リ ッ ク して
インス トールを行ってください。

ヒン ト ： Axis Camera Control は、 Microsoft Internet Explorer で画像の更新を効率よ く行うための ActiveX
コンポーネン トです。

5. AXIS 205の ［ライブビュー］ ページが表示されます。

6. ［ラ イブビュー］ ページの画像を確認し
ながら、フォーカス リ ングを回してピン
ト合わせを行ってください。時計周りに
回すと遠い被写体に、反時計周りに回す
と近 く の被写体にピン ト が合わせられ
ます。

7. ［ラ イブビュー］ ページ右上の ［セッ ト
アップ］ リ ンクをク リ ッ ク して AXIS 205
の設定を行ってください。詳し くは、10
ページ 「AXIS 205 を設定する」 を参照し
てください。

[表示サイズ］ ボタン
各ボタンをク リ ッ クす

る と、 画像のサイズが

変更されます。

［セッ トアップ］ リンク

AXIS 205の設定ページを表示
します。

［ヘルプ］ リンク

ヘルプを表示します。

［スナップシ ョ ッ ト ］ ボタン

表示している画像のスナップ

シ ョ ッ ト を撮影します。

フォーカスリング

遠 く にピン ト を

合わせる
近 く にピン ト を

合わせる
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AXIS 205 を設定する

AXIS 205 の設定ページにはオンラインヘルプが用意されています。 ボタンをク リ ッ ク して各

パラ メータの設定方法を確認してください。主なパラ メータの設定は、以下のページで行えます。

工場出荷時のデフォルト設定

AXIS 205の設定を工場出荷時の状態にリセッ トするには、 2種類の方法があ り ます。 AXIS 205の
設定ページにアクセスし、 ［システムオプシ ョ ン］ - ［メ ンテナンス］ から ［ソフ ト リセッ ト ］ ボ
タンをク リ ッ クする と、一部のパラ メータを リセッ トするこ とができます。 また、 AXIS 205本体
の背面に備えられているコン ト ロールボタンを利用する と、すべてのパラ メータを リセッ トする
こ とができます。

コン ト ロールボタンを利用して リセッ トする場合は、 以下の手順にしたがってください。

1. AXIS 205 から外部電源アダプタのケーブルを取り
外します。

2. コン ト ロールボタンを押しながら外部電源アダプ
タを取り付け、 AXIS 205の電源を入れます。

3. Status インディケータがオレンジ色で点灯するま
でコン ト ロールボタンを押し続けます（約 15秒ほ
どかかり ます）。

4. コン ト ロールボタンを放し、 Status インディケー
タが緑色で点灯するまで待ちます （約 1 分程かか
り ます）。

5. AXIS 205 は工場出荷時のデフォルト設定にリセッ
ト されました。

設定する内容 設定ページ

� ファームウェアのバージ ョ ンを確認する ［基本設定］

� ユーザ名とパスワードを入力せずに画像にアクセスする ［基本設定］ - ［ユーザ］
� DHCP、 DNS、 ホス ト名を設定する ［基本設定］ - ［TCP/IP］

� AXIS 205の日付と時刻を設定する ［基本設定］ - ［日付＆時刻］

� 画像の表示サイズ （解像度） を変更する

� 画像上に日付と時刻を表示する

［基本設定］ - ［ビデオ＆画像］

� Axis Camera Control （ActiveX） をインス トールせずに画像を
表示する

［レイアウト ］ - ［ビューワの設定］

� Status インディケータの動作方法を変更する ［システムオプシ ョ ン］ - ［LEDの設定］

� AXIS 205 を再起動する
� ファームウェアをアップグレードする

［システムオプシ ョ ン］ - ［メンテナンス］

� サーバレポート、 パラ メータ リ ス ト を表示する ［サポート ］ - ［ログ＆レポート ］

Status インディケータ

前面

背面

コン ト ロールボタン
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技術仕様

システム要件 レンズ

� Windows 98/98 SE/Me/NT 4.0/2000/XP
� Microsoft Internet Explorer 5.5 （Service Pack 2適用）
以上を推奨

固定アイ リ スレンズ 4mm F2.0

ネッ トワーク 電源

10BASE-T イーサネッ ト 、 100BASE-TX ファース ト
イーサネッ ト

PS-H （Input ： AC 100V 50/60Hz 26VA、
Output ： DC 5.1V 2000mA）

パフォーマンス 寸法

フレームレート ： 最大 30枚 /秒 高さ ： 85mm、 幅 ： 55mm、 奥行き ： 34mm、
重さ ： 177g （スタンドを含む）

画像サイズ （解像度） 動作環境

640× 480、 320× 240、 160× 120 温度 ： 5～ 40℃、 湿度 ： 20～ 80％ （結露不可）

室内専用カメ ラ

ハードウェア 認可

32 ビッ ト RISC CPU、 Motion JPEG圧縮チップ、 8M
バイ ト RAM、 2Mバイ ト フラ ッシュ ROM

VCCI ク ラス B

すべての仕様は予告なく変更されるこ とがあ り ます。
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このマニュアルについて

このマニュアルは、 製品ソフ ト ウェア （ファームウェア） バージ ョ ン 4.02 以降を搭載した AXIS
205 ネッ ト ワークカメ ラ （以下、 AXIS 205） をご利用の管理者またはユーザを対象と しています。
このマニュアルには AXIS 205の設定、 管理、 ネッ ト ワーク上での使用方法および AXIS 205本体
の機能についての情報が含まれます。

法律上の注意事項

カ メ ラによる監視は法律によって禁止されている場合があ り、 その内容は国によって異な り ま
す。 本製品を監視用途でご利用になる前に、 ご利用頂く地域の法律を確認してください。

電波に関する適合性

AXIS 205は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI） の基準に基づく ク ラス B情報技術
装置です。 この装置は、家庭環境で使用するこ とを目的と していますが、 この装置がラジオやテ
レビジ ョ ン受信機に近接して使用される と、 受信障害を引き起こすこ とがあ り ます。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

責任

アクシスコ ミ ュニケーシ ョ ンズ株式会社 （以下、 Axis） は、 このマニュアルの技術的、 印刷上の
誤りについて、一切の責任を負いません。 また Axisは、予告なく製品やマニュアルの記載内容に
対して変更、修正を行う こ とがあ り、将来にわたるいかなる約束を表明するものではあ り ません。
Axisは、Axis製品およびソフ ト ウェアの使用の結果に生じた、偶発的な損害および間接的な損害、
またこれらに付随する事業上の利益の損失、 データの喪失、 その他使用に起因して生じるいかな
る損害に対しても責任を負いません。 Axisは、 このマニュアルに含まれる記述、製品の商業価値
および製品の特定用途に対する適合性について、 明示的また黙示的な保証を一切いたしません。

AXIS Internet Dynamic DNSサービスの利用規約

Axis Communications は、 AXIS Internet Dynamic DNS サービスへの登録中に表示される利用規約
に基づいてサービスを提供します。利用規約の内容をよ くお読みになってから登録を行ってくだ
さい。

商標

ActiveX、 Microsoft、 Windows、 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
登録商標または商標です。 Java および Java に関連するすべての商標およびロゴマークは、 米国
Sun Microsystems Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

その他

このマニュアルの制作には細心の注意を払っており ますが、不正確な記述や脱落、乱丁または落
丁を見つけられた場合は、 info@axiscom.co.jp までご連絡ください。
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保証とサポート

保証

AXIS 205 は、 お買い上げいただいてから一年間、 センドバッ クによる無償保証がついており ま
す。 ただし、製品に付属の 「お客様登録カード」 をお送りいただいた方のみのサポート とな り ま
す。 また、有償で保証期間を一年間だけ延長するこ とができます。 詳し くは、 お買い上げの販売
店にご連絡ください。 なお、 保証期間終了後の故障に関しては、 実費負担とな り ます。

技術サポート

Axis製品に関する技術的なご質問、 および保守に関するお問い合わせは、 Axis技術サポートセン
ターまでご連絡ください。 また、弊社ホームページ （http://www.axiscom.co.jp/） において製品情
報、 FAQ、 参考資料、 マニュアル等を公開しています。

お問い合わせをいただく前に、是非弊社のホームページをご覧下さい。電話による技術サポート

の受付時間は、 以下のとおりです。

お問い合わせいただく場合は、事前に以下の事項についてご確認ください。 また、 メールでのお

問い合わせについては、回答までにお時間をいただく こ とがございます。ど うぞご了承ください。

受付時間 ： 月～金 （土日、 祝 ・祭日を除 く ）
9:00～ 17:00 （12:30～ 13:30 を除 く ）

TEL ： 03-5531-8044
FAX ： 03-5531-8042

E-mail ： info@axiscom.co.jp

� 製品名

� 製品のファームウェアバージ ョ ン

� ご使用のオペレーテ ィ ングシステム （適用サービスバック）

� ネッ トワーク環境、 および使用プロ ト コル

� 現象 （具体的なエラーメ ッセージなど）

� その他、 気付いた点
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安全のために

本製品を安全にご利用頂くために、以下の事項を必ず守って ください。 これらの事項が守られて
いない場合、 感電、 けが、 火災、 故障などの原因になり ます。

表示の意味は以下のとおりです。 内容をよ く理解してから本文をお読みください。

異常時の処理について

取り扱いについて

警告 ! データの消失やお使いの機器への損害を避けるために注意して読む必要があります。

重要 : 操作上の損害を避けるために注意して読む必要があります。

警告
この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となりま

す。

注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、データや通信の消失、

物的損害の発生する可能性があります。

警告
万一、内部に水などが入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店にご連絡くだ

さい。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、内部に異物が入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ

い。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電、故障の原因となりま

す。すぐに電源アダプタ本体をコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご

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。

万一、本装置を落としたり、ケースを破損した場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて、販

売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

電源コードが痛んだら（芯線の露出、断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると

火災・感電の原因となります。

警告
本装置に水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災、感電、故障の原因とな

ります。

本装置の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金

属物を置かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となります。

弊社の指示がない限り、本装置を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

弊社の指示がない限り、本装置のケースを外さないでください。電源部や内部に触れると火傷、感

電、故障の原因となります。

ぬれた手で本装置を操作しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

注意
移動させる場合は、電源アダプタをコンセントから抜き、回線コードなど外部の接続線をはずしたこと

を確認の上、行ってください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。
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電源について

設置場所について

お手入れについて

お手入れの際は安全のために電源アダプタをコンセン トから抜いて行ってください。

警告
表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

電源アダプタはコンセントに確実に差し込んでください。電源アダプタ（プラグ）の刃に金属などが触

れると火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

タコ足配線はしないでください。火災、過熱の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理にまげたり、ねじったりしないでください。重

いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったリすると電源コードが破損し、火災、感電の原因になりま

す。

近くに雷が発生したときは、電源アダプタや接続ケーブルなどを抜いてご使用をお控えください。雷

によっては火災、感電、故障の原因となります。

注意
電源アダプタを抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持ってぬいてください。電源コードを引っ張ると

コードが傷ついて火災、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付けないでください。コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となることが

あります。

注意
直射日光の当たるところや温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原

因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障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湯気があたるような場所には置かないでください。火災、感電、

故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、け

がの原因となることがあります。

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあり

ます。

注意
アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故

障の原因となります。

静電気集塵型化学ぞうきんは絶対に使わないでください。故障の原因となります。

年に一度は電源コードを抜き、プラグおよびコンセントに付着しているゴミ、ホコリ等を取り除いてくだ

さい。
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