
赤外線センサー�
取扱説明書�INFRARED SENSOR

MRS2

ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。�

優れた性能と機能�

使用例�

高感度赤外線センサー� ブザー内蔵�

水平方向約80°，垂直方向約52°，距離3～5mの範囲
で，人，動物など温度変化のあるものを感知する
高感度赤外線センサーを採用しています。�

センサーの感知に連動して，警告音を鳴らします。�
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テレビ監視システムを使用した玄関の監視例�

テレビ監視システムに使用する
赤外線センサーです。�

監視システム用�

UHF

UHF・BS・110°CS�
ブースター�
UBCB33S

テレビ監視システム用�
変調器MMD2（別売）�

テレビ監視システム用�
電源部TMP10DC
（別売）�

テレビ監視システム用�
受信機MRE2（別売）�

VU/VU/BS（CS）�
セパレーター�
SR3TL2-P

BS・110°CS
4分配器�
4SPF

テレビ�テレビ�

テレビ�テレビ�

ビデオ�

監視システム用�
CCDカメラMCC3
（別売）�

監視システム用�
赤外線センサー�
MRS2

屋外（内）用�

赤外線センサーだけではテレビ監視システム�
を構築できません。�



ブザー�

赤外線センサー�

前面�

各部の名称と機能�
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● 別売の赤外線センサーケーブル�
 TMSC10（10m）またはTMSC20
 （20m）を使用して，別売の変調器�
 MMD2に接続します。�
● p.3「コネクターの防水処理」をご覧�
　ください。�

出力コネクター�

赤外線センサーの出力コネクターと赤外線センサー
ケーブルの入力コネクターは，コネクターの形状が合う
ようにして，つめが引っ掛かり部にカチッとはまるまで
押込んでください。�

赤外線センサーケーブルの�
入力コネクター�

赤外線センサーの�
出力コネクター�

つめ�

赤外線センサーケーブルの接続について�

赤外線センサーの感知範囲について（およその目安）�

水平方向� 垂直方向�

赤外線�
センサー�

約80°�
約22°�

約30°�

3～5m 3～5m

赤外線�
センサー�

出力ケーブル�
（約0.2m）�

背面�

取付金具用孔�
付属の取付金具を取付�
けて，マストや板壁面�
に固定します。�

人，動物など温度変化の�
あるものを感知します。�

● 別売の変調器MMD2のセンサー�
 警告音スイッチを「ON」にすると，�
 赤外線センサーが感知したときに�
 警告音を鳴らします。�
● 詳しくは，別売の変調器MMD2の�
 取扱説明書をご覧ください。�

引っ掛かり部�

上�

下�

左�

右�
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マスト固定金具�
（付属品）�

木ネジ（2本）�
（市販品）�

板壁面�

取付方法�

②板壁面にマスト固定金具を市販の�
　木ネジ（2本）で取付けます。�

付属の取付金具，ビス，蝶ナットでマストや板壁面に取付けます。�

マスト（別売）�
  適合マスト径�
  22～32mm

マストへの取付け�

（� ）�

②マスト固定金具にマスト当て板を蝶�
　ナット（2個）で取付けます。�
　  マスト固定金具とマスト当て板の間に�
　  マストが入る程度に取付けます。�（� ）�

赤外線センサー�

板壁面への取付け�

赤外線センサー�

①マスト固定金具にマスト固定ビス（2本）を�
　通してから，赤外線センサーに金具固定�
　ビスで取付け，指定のトルクで締付け�
　ます。�

マスト固定ビス 5×65mm�
（2本）（付属品）� 金具固定ビス8×12mm�

（付属品）�
● 締付トルク�
　  2N・m（21kgf・cm）�

マスト固定金具�
（付属品）�

マスト固定金具�
（付属品）�

マスト当て板�
（付属品）�

蝶ナット（2個）�
（付属品）�

金具固定ビス 8×12mm�
（付属品）�
● 締付トルク�
　  2N・m（21kgf・cm）�

マスト固定金具�
（付属品）�

コネクターの防水処理�

①防水テープの巻付け�

赤外線センサーの出力コネクターと別売の赤外線センサーケーブルの入力コネクターを接続したら，必ず下記の�
防水処理を行なってください。�

付属の防水テープを，赤外線センサーの出力コネクターの
端から赤外線センサーケーブルの入力コネクターの端に向
けて，全体に巻付けます。�

● 防水テープは，軽く引っ張りながら（テープの幅が
1～2mm狭くなる程度の張力で）巻いてください。�

● テープ幅の1/2くらいが重なるように巻付けてください。�
● 巻き終わりの部分は，テープが戻って，はがれること
を防ぐために引っ張らずに巻いてください。�

● 巻き終わった後，指で押さえて，密着させてください。�

②ビニルテープの巻付け�

巻付けた防水テープの上に，付属のビニルテープを，赤外線
センサーの出力コネクターの端から赤外線センサー
ケーブルの入力コネクターの端に向けて，全体に巻付
けます。�

● ビニルテープは，強く引っ張りながら，しっかりと
巻付けてください。�

● 巻き終わりの部分は，テープが戻って，はがれること
を防ぐために引っ張らずに巻いてください。�

● 巻き終わった後，指で押さえて，密着させてください。�

�

変調器へ�

①防水テープ�
　（付属品）�

②ビニルテープ�
　（付属品）�

赤外線センサーの�
出力コネクター�

赤外線センサーの�
出力ケーブル�

赤外線センサーへ�

赤外線センサーケーブルの�
入力コネクター�

赤外線センサーケーブル（別売）�

③マストに赤外線センサーを取付け�
　ます。�

①赤外線センサーにマスト固定金具�
　を金具固定ビスで取付け，指定の�
　トルクで締付けます。�

● 赤外線センサーの落下を防止する
ため，強度を充分確保できる板壁
面にしっかりと取付けてください。�

● 赤外線センサーは，必ず市販の木�
ネジなどで，板壁面にしっかりと
固定してください。�

注意�
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付属品�

NOV.,2005

マスト固定金具�
マスト当て板�
金具固定ビス（8×12mm）�
マスト固定ビス（5×65mm）�
蝶ナット�
防水テープ（70cm）�
ビニルテープ（5m）�

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1個�
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1個�

‥‥‥‥‥‥ 1本�
‥‥‥‥‥ 2本�

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2個�
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1巻�
‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1巻�
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規格表�

マスプロの規格表に絶対うそはありません。�
保証します。�

感知角度
    水平方向�

    垂直方向�

感知距離�

使用温度範囲�

電源�

消費電力�

外観寸法�

質量（重量）�

適合マスト径�

項目� 規格�

右：約40°　左：約40°�

上：約22°　下：約30°�

3～5m�

-10～+40℃�

DC9V�

約0.2W（最大）（警告音を鳴らさないとき）�

41（H）×92（W）×48（D）mm（赤外線センサー本体）�

約110g（赤外線センサー本体）�

22～32mm

正しく使用していただくために�

● 赤外線センサーを正しく作動させるために次の場所に設置しないでください。�

　・直射日光の当たる場所 �

　・エアコンの室外機の近くなど急激な温度変化の起きる場所�

　・白熱電球の近くなど温度の高くなる場所�
● 赤外線センサーに汚れが付いたときは，水または家庭用中性洗剤を混ぜた水を含ませた�

　柔らかい布で拭取ってください。�

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。�

監視システムについてのご注意�

● テレビ監視システムは，防犯・防災を保証するシステムではありません。ご使用中に，人命・財産などに対して損害が生じても， 当社は一切の
責任を負いかねますのでご了承ください。�

● テレビ監視システムは，カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮してご使用ください。�

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町�

　　　　　　　　   技術相談　TEL名古屋（052）805-3366�
　　　　　　　　　   受付時間（土 日 祝日，当社休業日を除く）�
　　　　　　　　　   9～12時，13～17時�

インターネットホームページ　www.maspro.co.jp�

技術相談以外は，お近くの支店・営業所にお問合わせください。�

支店･営業所�

沖　縄　（098）854-2768
鹿児島　（099）812-1200
宮　崎　（0985）25-3877
熊　本　（096）381-7626
長　崎　（095）864-6001
福　岡（支）（092）531-3861
情報通信営業部（092）531-3879
北九州　（093）941-4026
下　関　（0832）55-1130�
広　島　（082）230-2351�
松　江　（0852）21-5341�

岡　山　（086）252-5800
松　山　（089）973-5656
高　知　（088）882-0991
高　松　（087）865-3666
姫　路　（0792）34-6669
神　戸　（078）843-3200
大　阪（支）（06）6635-2222
情報通信営業部（06）6632-1144�
京　都　（075）646-3800
　津　　（059）234-0261�
岐　阜　（058）275-0805�
名古屋（支）（052）802-2233�
情報通信営業部（052）804-6262�

豊　橋　（0532）33-1500
静　岡　（054）283-2220
松　本　（0263）57-4625
福　井　（0776）23-8153
金　沢　（076）249-5301
新　潟　（025）287-3155
横　浜　（045）784-1422�
渋　谷（支）（03）3409-5505
情報通信営業部（03）3499-5631�
青　戸　（03）3695-1811�
八王子　（0426）37-1699�
千　葉　（043）232-5335�
さいたま　（048）663-8000

前　橋　（027）263-3767

水　戸　（029）248-3870

宇都宮　（028）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

盛　岡　（019）641-1500

秋　田　（018）862-7523

青　森　（017）742-4227

札　幌　（011）782-0711�

釧　路　（0154）23-8466�

旭　川　（0166）25-3111�

北　見　（0157）36-6606


