FUJINON CCTV LENS
CS‐ MOUNT

VAR:口 FOCAL LENS

l:1.2′2.8‐ 3mm

取 扱 説 明書

OPERAT!ON MANUAL

ANLEITUNG

MANUEL D'lNSTRUC丁 10NS

④

③

l′ 3"
3く

YV2.8X2.8SA口 SA2ノ SA2L

2(
1(

202811713946
LC422A― SA2 2301

DEUTSCH

ENGLiSH

日本語
︱
︱
︱
Ｉ
Ｌ

④

フォーカスリング

Focus rlng

②

フォーカス締付つまみ
ズーム締付 つまみ

Focus tiohtening knob

Fokus― Festste‖

Zoom tichtenino knob

Zoom‐ Feststenschraube
Zoom‐ Ring

④

ズーム リング

CSマ ウント

③

Zoom nna
CS‐ Mount

Bague de variation de la fbcale

schraube

レ
アイリスケープリ

lris cable

ダ ンフコイメレ イ

Damo co‖

2

Damp cOil(+)open

3

レ (+)オ ープン
ダンプコイリ
ドライブコイル (+)オ ープン

Drive coilイ +)open

Blendenkabel
Dampfungsspu:e(‐ )
Darnpfungsspu:e(+)OfFen
Antriebsspule(+)OfFen

4

ドライブコイル

D"ve co‖

Antnebsspule(―

(

f‐

〕

(―

Bague de

91age du zoom

Monture CS
cabie du diaphragme
Asservissement(― )
AsseⅣ issement(+)。 uv

r

Asservissement(+)Ouvnr
AsseⅣ issement(‐ )

)

ENGL:SH

日本語

̲̲̲̲

安全にお使 いいただくために
△警告は、誤つた取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示します。△注意は、誤つた取り扱いをしたときに、人が傷害
を負つたり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
△警 告 太陽や高輝度の光源をレンズを通して見ないでください。日に障害を
負う原因となります。
△注 意 直射 日光が当たる場所 にレンズを保 管しないでください。レンズに
よつて近くの物に集光し、火災になる原因となります。
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取付方法
注 1 本 レンズは、Cマ ウントのカメラでは使用できません。
注2 本レンズのアイリスは、Video信 号では作動しません。必ず、DC信 号を送
り出せるカメラをご使用ください。
1)ご 使用 のカメラにオー トアイリス用 の選択スイッチがある場合 は、
スイッチを
「DC」 側に設定します。
2)レ ンズマウントのねじ部をカメラマウントのねじ部に押し当て、レンズをゆっくり
時計方向に回し、しつかりとねじ込んでカメラに取り付けます。
注 レンズの回転方向の姿勢を変えたいときは、レンズをさらに強く時計方向に
回してください。もし、求める姿勢になる前にレンズが回らなくなつたときは、
ゆつくりと反時計方向に回して、求める姿勢にしてください。
3)レ ンズのアイリスケーブルを、カメラのレンズ用コネクタに接続します。
ズー ム 操 作 およびフォーカス操 作
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1)ズ ーム締付つまみおよびフォーカス締付つまみを緩めます。

FOR YOUR SAFETY USE

The sign of △ VVARN!NG indicates the possib‖ ity of causing death Or
se薔 ous inlury when misused,and zAcAUT!ON indicates the possib‖ ity of
causing inlury or substanlal damage when misused
△WARNING Do not look at any sorts of strong illunllllant such as the slln
through thc lcns

Eyes could bc hanned

△ CAU丁 10N Do not leave or store thc lens undcr dircct sunshine Thc lcns
may condcnse light m a nca卜 by ObJcct,and case a ire̲

lNSttALLATION OF LttNS
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Notel This tns cannot bc uscd"i■
品指摘 嘉
Note2̲The hs ofthis lcns does not wOrk、 vith a vidco signal Use a
that call send a DC signal

l)If the callllera bcing used has a sclection switch for automatic iHs,
鋼ntch to

2)PrcsS the threaded portion of the lcns mount against thc ureaded portion of
the calncra mount, slowly rOtatc the lens clockwisc, and scrcw in the lens
nlount to be installcd on the camcra

Note. TO changc thc rOtatlonal position of thc lcns, strongly rotatc thc lens
clockwise further lf thc lens cannOt be rotated,rOtate it counterclocbisc
slowly until it reachcs thc required position
3)ConneCtthc iHs cable to tlle connector for iris on thc camera

ZOOM OPttRA丁 10N AND FOCUS OPttRAT10N
l)Loosen thc zoom tightening knob and focus tightcning knob
2)Rotatc thc zoom ring to obtain the required icld anglc

2)ズ ームリングを回して求める画角に調節します。

3)Rotatc thc focus Hng to focus on an obJect

3)フ ォーカスリングを回してピントを合わせます。

4)TlghtCn tlle zoom tightcning knob and thc focus tightening knob sccurely

4)ズ ーム締付つまみおよびフォーカス締付つまみをしっかりと締め付けます。
注 ズーム操作をした後には、
必ずピント合わせを行つてください。
フランジ′｀ックの 調 整
フラ
カス操作をしてもピントが合わない場合には、
け‐
下記の調整を行つてください。
1)レ ンズのアイリスをオープンにします。
2)ズ ームをワイド端、フォーカスを至近端にします。
3)カ メラのフランジバック調整機構を操作して、約 03mの 距離にある被写体に
ピントを合わせます。
4)ズ ームのテレ端、中間付近、ワイド端それぞれでピントが合うか確認します。
が合わないときは、再度調整を行うてください。)
(ピ ント
レンズ の 手 入 れ
。
レンズの表面に
「ほこり」
がついたときは、
柔 らかいハケやブロアーブラン (写 真
・
用品)等 で軽く払い落としてください。
「
「
・レンズの表面に 水滴」や 油 J等 がついたときは、
最初 にレンズクリーニング
ペ ーパーで「水滴」
や「油」を拭き取り、次にレンズクリ■ナを少量しみ込ませた
レンズクリーニングペ ーパーで、レンズの中心部より周辺部に向けて渦巻状に
‐ ―
軽く拭き̲Lげ てください。
￨
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Note. A■ er thc zoom operation,thc focus operation is always rcquircd

ADJUSTMENT OF FLANGE FOCAL LENGttH
In case thc ottcct CannOt be focused in focusing opcration,pcrfonn thc attust―
ment following
l)Setthe lens i五 s opcn
2)Set ulc z。 。m attlle widc cnd and the focus atthc ncar cnd

3)Operate thc nange focal length attuStment mcchmism on thc camera to focus
on an obJect at 0 3 m from the lcns

4)Conflnn that obJects at thc tclephoto cnd,at aound the mid‐

position,and at
the widc cnd can be focuscd rcspectively(If the ottcctS Cannot bc focuscd,
redo tlle abovc stcp)

CLEANING OF LttNS
・To removc dust on thc lcns, bnlsh dust off、 vith an oil‐ frcc soft brush or a
blowerも lush(for pl10tograplly tsc)
・To remOVC wa"r Or oil on thc lens,wipc a、 vay liquid with lens clcaning papcr
・flrst,alld

tllcnl lls●

g lenS clcaning paper moistcncd witll lcns clcaning liquid,

wipe the lcns frOln the center to thc pcriphe=y、 vhilc dlawing a spiral

