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このたびは、AHD電源重畳長距離伝送装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管してください。
保証書には必ず必要事項を記入してください。

 

設置および使用上の注意事項
 

• 設置する前に次の事項をお読みの上、設置してください。

• 警 告
● 本製品を分解または改造しないでください。お客様ご自身による製品の分解、改造した場合は保証の対象外と

なり、発生する問題についても弊社は一切責任を負いません。内部の点検・整備・修理は、販売店またはサービス

センターにご相談ください。

● アダプタ内には感電の危険がある箇所があるため、お客様ご自身で分解しないでください。

● アダプタの入力電圧は、使用範囲内でご使用ください。

これ以外の条件で使用すると、アダプタや機器の故障または火災の原因となります。

● 発煙または異臭がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから、販売店またはサービスセン

ターにご相談ください。お客様による修理は、危険ですので絶対にしないでください。

● 本製品の内部に液体を入れたり、本体を濡らさないでください。雨天・降雪時、海岸や水の付近での使用は特

にご注意ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売

店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。

● 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、けがの原因となります。

● 本製品が故障した場合には、速やかに作業を中止してください。

そのまま使用すると火災や感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはサービスセ

ンターにご相談ください。

注 意
● 使用環境条件は、温度-10～50℃、湿度 80％以下の場所でご使用ください。

性能が低下したり、故障の原因となります。

● 本製品に強い振動や衝撃を与えたり、落下しないようご注意ください。

製品の故障、またはけがの原因となります。

取扱方法

● 以下のような場所に置かず、使用条件を守って安定した場所に設置してください。

温度差の大きな場所や湿度の高い場所に移動すると結露が発生します。結露したままで使用すると、故障・感電・漏電によ

る火災の原因となります。

下記のような場所には設置しないでください。

タバコの煙やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、振動の多い場所

すすや水蒸気・水気の多い調理台の周辺、棚や本棚など通気性の悪い場所

強い磁気や電波が発生する機械の周辺、ちりやほこりが溜まりやすい場所

● 運送時にはしっかり包装して、衝撃を与えないよう注意してください。

● 本製品の清掃時には正常に終了してから乾いたウエス等で拭いてください。ベンゼンやシンナー、化学雑巾等

は使用しないでください。

● 長時間使用しないときには、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

接続したまま放置すると、故障または火災の原因となります。

● 雷や稲妻が走る時には安全に心掛けて電源プラグを外してください。

● 本製品を強い磁場や電波が発生するものの近くに設置しないでください。



電源プラグを、
コンセントから
抜いてください

電源プラグを、
コンセントから
抜いてください

電源プラグを、
コンセントから
抜いてください
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• 製品を安全に、正しくお使いいただくために取扱説明書を必ずお読みください。

煙が出ている、変な音やにおいがするなどの

異常状態のまま使用しない

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、

煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店または

工事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。

 

内部に異物を入れない

金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落とし

込んだりしないでください。火災、感電の原因となります。

万一異物が内部に入った場合は、本体の電源を切り。

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または

工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の

原因となります。

 

機器の近くに、水などの入った容器を置かない

万一内部に水などが入った場合は、本体の電源を切り、

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店また

は工事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。

ふたをはずさない。内部に電圧の高い部分があり、さわる

と感電の原因になります。

 

爆発の危険があるところでは使わない

可燃性ガス及び爆発性ガスが、大気中存在するおそれのあ

る場所では、使用しないでください。引火、爆発の原因となり

ます。

急激な温度、湿度変化の場所に置かない

急激な温度 毎時 ℃以上 変化及び温度変化の激しい場

所には置かないでください。

本機器の使用条件温度は ℃～ ℃

屋外と屋内共用で使う場合ご注意ください。

設置する前に必ず機器の

電源スイッチを にしてください

伝送媒体は同軸ケーブルを使用する。

同軸ケーブルの種類により伝送可能距離が異なります。

ほこりやちりの多い場所に置かない

火災、故障の原因となります。

4CH.AHD ワンケーブル電源ユニット AHD-S040D、8CH.AHD ワンケーブルユニット

AHD-S080D は、本専用送信機との互換性はありません。

専用送信機 (銀色 )を使用しないで、受信機 (黒色 )から直接カメラに接続す

ることは厳禁です。カメラが故障します。

本製品は UTC に対応しておりません。

メニューボタンやコントローラー付のカメラでのみメニュー操作が可能です。



Transmitter(送信機)

DC12V/0.7A電源出力端子(カメラの電源線を接続します)
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㋐ 

㋑ 

㋒ 

㋓ 

製品の紹介

概要

本製品は、AHD信号を遠距離伝送できる装置で、黒色のReceiver(受信機)と銀色のTransmitter(送信機)の構成になって
おります。
1本の同軸ケーブルにカメラの駆動用電源と映像を伝送するユニットで、5C-FBケーブルで600mまで伝送できます。
なお既存の同軸ケーブル利用し電源工事が要らないため、工期の短縮効果が期待できる製品です。

製品の特徴

• 本の同軸ケーブルに電源 映像を重畳して伝送

• 信号、アナログ(CVBS)信号対応

• カメラの駆動電源供給可能(最大9W)

• 既存の同軸ケーブルがそのまま利用できるため施工便利性大幅向上

製品構成 

各部の名称及び機能

・ 入力用カメラに電源を供給する送信機です。

・ 最大9Wカメラに電源供給可能

 

 

  

  

 

 

 

 

  

㋐ AHD映像入力端子(カメラの映像線を接続します)

㋑ 

㋒ 変調された信号出力及び受信機から入力される端子
(送信機と受信機を同軸ケーブルでつなぎます)

㋓ 電源重畳供給時赤色LEDがONになります

取扱説明書

AHD-S010SET
 

 

DC48Vアダプター
/電源コード

送信機受信機製品型番

MANUAL



例 )カメラ：NS-AH292VIRC / DVR：NS-M6043AHR

ACアダプター
(AHD-S010SET付属品 )

ACアダプター
(DVR 付属品 )

Receiver(受信機)
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この部分の接続は一番最後に行います。

5C-FB

㋐

㋑
㋒

送信機 受信機

 

㋕

㋕

 

㋖ 

㋗

㋗

 

㋘

㋖

 

・ 専用送信機に電源を供給、受信された映像信号を 等に出力する装置

㋕ 映像入力 変調された信号入力及びPoC専用送信機連結端子
(送信機と受信機を同軸ケーブルでつなぎます)

㋖ 入力 専用アダプター入力端子(AHD-S010SET付属のACアダプターを接続します)

㋗ 映像出力 AHD映像出力端子(AHD_DVRに接続します)

㋘ 点灯 電源供給時赤色LEDがONになります

電源入力 点滅

送信機電源供給 点灯

同軸ケーブル単線及び短絡 点滅

装備設置順番及び方法

装備設置前事項

① 設置されているカメラが専用送信機(銀色)と正しく連結できているか確認ください。

専用製品以外の機器に連結する場合は受信機(黒色)から供給される電源で壊れる可能性があります。

必ずご注意ください。

② 受信機の㋕PoC映像入力端子から重畳電源が出力されるため、必ず電源をONする際には、専用送信機が連結されているか
ご確認ください。

• 設置順番

※注)専用送信機(銀色)を中継しないで、直接カメラに接続した場合、カメラは壊れます。

1.送信機側㋒PoC SIGNAL OUTPUT端子に同軸ケーブル(5C-FB)接続します。 

2.受信機側㋕PoC映像入力端子にもう一方の同軸ケーブル(5C-FB)接続します。

3.受信機側㋗AHD映像出力端子をDVRに接続します。

4.付属のACアダプターを100Vコンセントに差し、㋖に接続してください。

5.㋓㋘の赤色LEDが点灯していることをご確認ください。

設置例

▣ AHD-S010SET一般的な設置例(2ケーブルカメラ)
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AHD(1280x720p 25/30Hz,1920x1080p 25/30Hz)/CVBS(1.0vp-p/75Ω)

DC12V/0.7A

70

 
故障診断方法

症状 確認方法

電源が入りません

• 電源コード点検してください。

• ケーブルの方向に合わせて正しく連結されているか

確認してください。

• コネクターの連結状態を点検してください。

映像が出ません

• 受信機の赤色 が点灯されているか確認してください。

• 送信機の赤色 が点灯されているか確認してください。

• の方向が正しく連結されているか確認してください。

• コネクターの連結状態を点検してください。

• カメラとの消費電流が、0.7A以下であるか確認してください。

画面及び映像が鮮明に出力

できません。

• ケーブル伝送距離が規格値以下であるか確認してください。

• カメラの消費電流が0.7A以下であるか確認してください。

• ケーブルのループ抵抗値が大きい場合は正常に映像が出力できない
場合があります。

カメラが制御できません。 • 本製品は 製品を対応しておりません。

製品仕様

送信機

入力信号

出力信号 変調信号

入力電源

出力電源

接続端子

映像入力

電源出力

映像出力 電源重畳端子

赤色 点灯 電源 消灯 電源

動作温度 動作湿度 ° °

材質 重量 アルミニウム　/　70g

外形寸法
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AHD(1280x720p 25/30Hz,1920x1080p 25/30Hz)/CVBS(1.0vp-p/75Ω)

6

97(W)x60(H)x25(D)mm

 

受信機

入力信号 変調信号

出力信号

入力電源

出力電源

伝送距離 Ω 基準

接続端子

映像入力 電源重畳端子

電源入力

映像出力

赤色 点灯 電源 消灯 電源

消費電力

動作温度 動作湿度 ° °

材質 重量 アルミニウム　/　116g

外形寸法

 

※ ケーブルの距離はカメラ及び の仕様 性能により異なります。  

 
表 ケーブル別伝送可能距離

5C-FB

5C-2V

3C-2V

10Ω

9.8Ω

18.3Ω

9W

600m

400m

150m

ケーブル名称
ループ抵抗

(200m/Ω)

カメラ消費電力

※ ケーブルの距離はカメラ及び の仕様 性能により異なります。

 

 



株式会社ＮＳＫ
〒461-0043 名古屋市東区大幸 1丁目 10-15
弊社 HP：http://www.n-sk.jp
お問合せMail：hp@nsk-sec.co.jp

保　証　書
株式会社NSKは、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けてお
ります。
本製品は人命にかかわる医療機器等の用途には使用しないでください。
高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期し
てください。
その場合、その結果に対しての損害賠償責任について弊社は負担いたしません。
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保障期間内に故
障・不具合が発生した場合、本保障規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保障期間内であっても有償修理となります。
(修理を依頼される場合の往復の送料はお客様のご負担となります)
1.本保証書がない場合

2.本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店の印字等の記入がない場合、または購
入先や購入日が改ざんされている場合
注：太枠(※印の項目)は必ず記入願います。

3.取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障および損傷である場合

4.ご購入後の輸送・移動・移設・落下による故障および損傷

5.火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびそのほかの天変地異など、
外部に原因がある故障および損傷である場合

6.他の機器との接続に起因する故障・損傷である場合

■電源は家庭用AC100V(50Hz/60Hz)のコンセント以外で使用しないでください。また、タ
コ足配線はしないでください。火災、感電の原因となります。
■必ず付属のACアダプターを使用してください。
■ACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり加工したりしないでください。
　重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると、コードを傷め、火災・感電
の原因となります。
■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがありま
す。
■万一、発熱していたり、煙が出ている、異臭がするなどの異常があるときは使用しな
いでください。異常状態のまま使用すると、火災･感電の原因となります。すぐにACアダ
プターをコンセントから抜いてください。
■動作環境範囲外で機器をご利用にならないでください。
■本機を改造あるいは、分解しないでください。火災・感電の原因となります。
　また、内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。
■長期間使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いておい
てください。
■落雷の恐れがある場合は、すみやかに本機を停止させ、コンセントからACアダプター
を抜いてください。(停電時のブレーカーの入切りによる突入電流が原因で機器が故障
する場合があります。)
■本機を次のような場所での使用や保管はしないでください。
　●直射日光のあたる場所　●特に高温低温になる場所　●温度変化の激しい場所　
　●振動の多い場所　●油煙、湯気、湿気があたる場所　●静電気が多く発生する場所
　●強い磁気や電磁波が発生する装置(発電機やアンプ)が近くにある場所
　●機器の仕様に合わない不安定な場所や、落下の危険がある場所
■本機を移動、移設させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き通電停止の状態
になってから配線を抜いて下さい。
■金融機器、医療機器など人命に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全
性が要求される用途には使用しないでください。

■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災･感電の原因となることがありま
す。　
■本機の通風孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、機器の不良や火災の原因となることがあります。
内蔵の記憶媒体は高温に弱い場合もあるため、適度な換気が必要です。
■3年に一度を目安に内部の清掃や稼働点検を販売店に依頼してください。
なお、内部清掃点検費用については、販売店にご相談ください。
■主に録画装置に使用している記録媒体としてのハードディスクは、永久的に使用可能
な媒体ではありません(消耗品扱いとなります)。
次の留意点踏まえたうえでご使用ください。
●衝撃、振動をあたえないでください。
●電源の入切りを頻繁に行わないでください。
●推奨環境：周辺温度25℃以下
●稼働時間18,000時間を超えた場合は交換を推奨します。
●録画データや運用設定などは必要に応じてバックアップをおこなってください。
■本機の利用に際し、故障や誤動作、不具合などによってデータの消失などの障害が
発生しても、弊社では保証しかねることをあらかじめご了承ください。

■初期不良交換、修理の手続き
●保証期間発生日より1ヵ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象と
なります。
●お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場
合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。
(送料については弊社負担とさせていただきます)
ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不
良交換サービス対象とはなりません。
また、当サービスをご利用いただくには、お買い上げ商品のすべての付属品が揃ってい
ることが条件となります。
●弊社では、出張修理あるいは不具合原因の現地調査は行っておりません。
●弊社ではセンドバック(先に修理依頼品または不具合品をお送りいただき、弊社より修
理完了品または初期不良交換品をご返却する)方式でのみ、対応を行っております。
●修理費用については販売代理店や購入店を通しての対応となります。

■ご注意

●本機の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者による
妨害行為などの要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失に
つきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

●通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害に
つきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

●本機のパッケージ等に記載されている機能、性能値は当社試験環境下での参考測
定値であり、お客様環境下での性能を保障するものではありません。
また、バージョンアップ等により予告なく性能が上下することがありす。

●ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア)、外観に関しては将来予告なく変更される
ことがあります。

●ソフトウェア(ファームウェア)、更新ファイル公開を通じた修正や機能は、お客様サー
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切
ありません。

●一般的にインターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必
要となります。

●通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末の台数、機能、回線の使用率などに
ついて設定を行っている場合がありますので、通信事業者と端末機器の導入に際して
契約内容などをご確認ください。このため弊社機器はすべての公衆網との接続を保障
するものではありません。
通信事業者側の環境においては通信機能を有効にできない場合もありますのでご了承
ください。

●公衆網に関連してDDNSサーバーのサービスを利用できる機器については、サーバ
ーの臨時メンテナンスや、サーバー設備の障害、やむをえない事情によるサービス提供
の停止、などの理由によりサービスを継続的に提供できない場合もありますので、あら
かじめご了承願います。

●本機を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

●本機及び弊社製品は日本国内での利用可能な製品であるため、別途定める保証規
定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。
また、ご利用の際は各地域の法令や政令、ガイドラインなどに従ってください。

■免責事項

●お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損
害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。

●お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生に
つきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害(事業の中断およ
び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施
工についての費用・損失)につきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品
以外についての修理費等は一切保障いたしません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in japan.

！　録画機についての注意

！　注意

製品保証書

※保証期間

※製造番号
シリアルNO.

製品型番

※
お客様
連絡先

※
ご購入
代理店様
所在地

お名前

ご住所

ご購入日　　  　　年　　　　月　　　　日　　より 1 年間

AHD-S010SET


