
●側視ミラーアダプタ（オプション）
　AT50S-IV76X2
スコープ先端に取り付けることにより、側視観察が可能です。
（ IV76シリーズ専用 ）

●外部バッテリーケース（オプション）
　MAJ-1375
本体に装着することにより、バッテリーを追加でき、長時間
の使用が可能になります。

●充電器
　JL-2PLUS/OL-2
ＩＰＬＥＸ ＭＸ R 用のバッテリー充電器です。
バッテリー2本の充電が可能です。

●バッテリー
　NP-L7S（Li-ionバッテリー）
ＩＰＬＥＸ ＭＸ R 用のバッテリーです。
通常使用で150分／本の使用が可能です。

ジョイスティック
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■ アクセサリー

●側視リジットスリーブ（オプション）
　ＭＡＪ－１７３０（φ４．４ｍｍ用）　ＭＡＪ－１７３１（φ６．０ｍｍ用）
プリズム式のLED照明付き側視リジットスリーブです。
小型ガスタービン検査などに威力を発揮します。

●ハイマグアダプター（オプション）
　MAJ-1566
ＩＰＬＥＸ ＭＸ R の挿入部先端に固定して、MXRモニタ上で
約20倍の高倍率観察を実現。

●ACアダプタ
　MAJ-1376J
ＩＰＬＥＸ ＭＸ R 用のACアダプタです。
100V～240V　50/60Hz

●ベルトセット
　MAJ-1377
ＩＰＬＥＸ ＭＸ R 用、肩ベルト、腰ベルト、スコープ固定ベルト
の3本セットです。

IPLEX MX R シリーズは、欧州法であるRoHS指令に準拠し、鉛、水銀、
カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの使用量を制限しております。また、
地球環境保全のためにオリンパス株式会社が独自に設けた基準を満たした
製品のみに与えられる「オリンパス環境配慮製品マーク」を有します。

工業用ビデオスコープ

小さいのに高性能、軽いのにバッテリー内蔵。

■ IPLEX MX R 使用環境
●使用温度範囲：挿入部／空気中：－25～80℃＊　水中：10～30℃
　　　　　　　　上記以外の部分／空気中：0～40℃
●使 用 気 圧：挿入部／空気中：1013hPa（1気圧）　水中：1013～1317hPa（1～1.3気圧）
　　　　　　　　上記以外の部分／空気中：1013hPa（1気圧）
●相 対 湿 度：15～90％
●耐 液 体 性：挿入部、操作部／マシン油、軽油、5％塩水が付着しても支障ありません。
　　　　　　　　上記以外の部分／ケース外装はマシン油、軽油、5％塩水が付着しても支障ありません。
●防 水 性：挿入部／防水構造。
　　　　　　　　上記以外の部分／防水、防滴構造ではありません。
＊低温度環境下では、湾曲角度は出難い傾向になります。

■ 側視ミラーアダプタ仕様

AT50S-IV76X2
光学アダプタ

50°
有効視野角

φ7.4mm
外径

前方斜視50°
視野方向

5～∞mm
観察深度

※側視ミラーアダプタはIV76シリーズ専用です。
※直視映像の一部にミラー像が写りこむ形となります。
※水中でのご使用後は、直ぐに取り外し洗浄及び乾燥して下さい。
　アダプタの構造上、腐食・膨張により脱着出来なくなる恐れがあります。

■ IPLEX MX R主要装備・機能
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デジタル記録

液晶モニタ

電源

バッテリー駆動時間

外形寸法

重量

外形寸法
可搬性

有効長
外径
外装
軟性部蛇管
視野角
Ｆ Ｎｏ．
撮像素子
視野方向
観察深度
照明方式
湾曲角
湾曲操作

長時間露光

白黒ブースト

ズーム機能
画面表示
言語切替
ビデオ信号出力
記録方式
記録メディア
記録枚数
液晶モジュール
TV方式
AC駆動
DC駆動

AC駆動
DC駆動

1/60～1秒の設定
（シャッタースピードを遅くすることにより、暗い箇所でも露出を確保するシステム）

映像出力を白黒固定し、長時間露光に加え
更に感度を最大4倍にアップさせる
シームレス3倍電子ズーム
日時、ＯＬＹＭＰＵＳロゴの表示選択可能
日本語／英語／独語／仏語／スペイン語　選択可能
ＢＮＣ×１　Ｓビデオ端子×１
JPEG方式
CFカード（当社指定のカード）
920枚以上（標準付属128ＭＢのCFカード使用時）
5.6型TFTフルカラー、バックライト照明
NTSC方式
100～240V　50/60Ｈｚ
専用バッテリー／14.4V　最大消費電力／27Ｗ
約2.5時間（オプションの外部バッテリー装着により約5時間に延長可能）
200（W）×220（Ｈ）×80（Ｄ）mm（突起部含まず）
223（W）×247（Ｈ）×137（Ｄ）mm（突起部含む）
約3.4Kg（液晶モニター含む）
約3.8Kg（液晶モニター、バッテリー含む）

620（W）×410（H）×240（D）mm（ホイール（車輪）含まず）
牽引用のベルト、及びホイール（車輪）付

スコープ

本体

キャリングケース

＊1  従来比（ＴＦ蛇管）強度3倍アップ。

特殊加工タングステンブレード     
ＴＴＦ蛇管（つぶれ耐性が強く＊1先端に行くに従って徐々に軟らかくなる蛇管構造）

Ｆ3.3
ＣＣＤ

高輝度白色ＬＥＤ方式

防水（マシン油、軽油、5％塩水が付着しても支障なし）

1.5m         3.0m             2.0m          3.0m           5.0m        8.0m

4方向湾曲UDRL各90°
手動操作

約0.5kg 約0.6kg 約0.5kg 約0.6kg 約0.8kg 約1.2kg

φ6.0mmφ4.4mm

100° 120°

12～50mm 18～1,000mm
直視（前方視） 直視（前方視）側視ミラーアダプタ装着可

パワーアシスト方式によるジョイスティック湾曲操作

4方向湾曲　ＵＤＲＬ各120°

スコープ型番 IV7415X2D IV7430X2D IV7620X2D IV7630X2D IV7650X2D IV7680X2D

ショルダー IPLEX
受付時間　平日9:00～17:00
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  TrueFeelTM※（特許取得済）

先端の湾曲操作に、新技術のパワーアシスト機構

「TrueFeelTM」を採用。電動湾曲の簡便性と、メカ

ニカル湾曲の応答性を高度に両立させました。モー

ターのサポートにより、指にかかる負荷力量を低減

させ、自動車のパワーステアリングのように軽いタッ

チのジョイスティック操作が行えます。　 
※IV7680X2Dを除く

  高倍率観察用 ハイマグアダプター

挿入部先端に「ハイマグアダプター」を装着することで、

液晶モニタで通常表示される画像の約20倍の拡大

画像で観察できます。ヘアクラックなど微細なキズの

表面探傷が手軽になり、自動車や飛行機のボディ表面

や留め具部分の検査など検査用途が広がります。

  側視リジットスリーブ

プリズム式のLED照明付き側視リジットスリーブを用

意しています。ミラーでは適わなかった広い視野角と

ハレーションを抑えた画像を実現し、小型ガスタービ

ンなどの検査に威力を発揮します。

  比類のない機動性能

B5ファイルサイズの小型・軽量ボディにバッテリー

をビルトイン（ACアダプタも使用可）。さらに

専用ベルトの装着により、「完全ハンズフリー」

を実現。ハシゴ昇降や高所・狭所での作業にも

安心してご使用いただけます。

  最長8.0mの長尺も用意

あらゆるニーズにお応えするため、有効長5.0m、

8.0mの長尺スコープ（外径6mm）も用意して

います。

究極の簡単操作と比類の無い機動性に、
かつてない挿入性をプラスして新登場。

  ニーズを満たすハイスペック

外径4.4mm～6.0mmの細径スコープに、4方向

120°※の湾曲機構を装備。ビデオスコープならで

はの「高画質」「明るい観察像」はもちろん、使用

頻度の高い「デジタル静止画記録」「電子ズーム」

「長時間露光」などの高機能も搭載しました。
※IV7650X2D / IV7680X2Dは90°

「電子ズーム」イメージ

操作部（パワーアシスト機構搭載）

  抜群の挿入性能

外径4.4mmの細径タイプを新たにラインアップ。短尺化された先端硬性部や小さな

湾曲半径と相まって、「挿入性能」を大幅に向上させました。挿入部には、先端が柔らかく

手元に近づくに従って固くなる、オリンパス独自のTTF蛇管を採用。先端の

曲がり通過性と手元の押し込み性を両立させることにより、小型ガス

タービンエンジンや、エルボー付き給水管などの検査に抜群の

威力を発揮します。

フィールドメンテナンスを新たなステージへ。

高解像イメージで識別したいから、ビデオスコープ。

 どこにでも持ち運びたいから、ショルダータイプ。

  検査画像を残したいから、記録ユニット内蔵。

    入り組んだ狭い空間を見たいから、細径4方向アングル。

     忠実な操作性を手に入れたいから、パワーアシスト搭載。

φ13～φ15mm配管のエルボー部を通過します。掲載のパイプ写真は原寸です。

（オプション）

（オプション）


