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・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる 「安全にご使用いただくために」
の項目を必ず守ってください

。ご使用前に、この 「安全にご使用いただくために」の項目すべてをよくお読みのうえ、指示
に従って正しく使用してください。

3この取扱説明書に記載されていること以外の取り扱いをしないでください。
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押瑾嘉目,押じヨ富 ,の意味について

この取扱説明書では、注意事項を 1爪雇ヨロ  と 研昭剰Eヨ に区分していますが、それぞれ次の意
味を表わします。

研嘔魯■呂卜
審暑位番 と螢挙声

した時に、使用者が死亡または重毎を負う可能性が想定される肉

口電目■庸卜
習ぁ銃君異塗掛

を

患建雪垢         可

能性が想定される内容及び、物的損

なお、「△ 注 意」に記載 した事項でも、状況によっては=大 な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全にB8する重要な内容を記賊しているので必ず守つてください。
・この取扱説明書を紛失または損毎された場合は、速やかに当社の代理店・販売店にご注文ください。
・品質、性能向上あるいは安全上、予告なく使用部品や仕様の変更を行う場合があります。その藤には
本書の内容および写真・イラス トなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。



安全にこ使用いただくために

① 異常な臭いがしたり、過熱、発煙した場合は、ただちに電源スイッチを切り、電源コ
ンセントからプラグをぬいてください。
・そのまま使用すると、火災 ・感電 ・故障の原因となります。お買い求めの販売店または弊社営業所に修理

をこ依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

② 画面が映らない、などの故障状態になつた場合は、ただちに電源スイッチを切り、電
源コンセントからプラグを抜いてください。
・そのまま使用すると、火災 感ヽ電 ・故障の原因となります。お買い求めの販売店または弊社営業所に修理

をこ依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

③ 万一、内部に水、異物などが入つた場合は、ただちに電源スイッチを切り、電源コン
セントからプラグをぬいてください。
・そのまま使用すると、火災 ・感電 ・故障の原因となります。お買い求めの販売店または弊社営業所に修理

をこ依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

④ 万一、本機を落としたり、産体を破損した場合は電源スイッチを切り、電源コンセン
トからフラグをぬいてください。
・そのまま使用すると、火災 ・感電 ・故障の原因となります。お買い求めの販売店または弊社営業所に稼理

を置依頼ください。お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

③ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
・感電の原因となります。

⑥ お客様こ自身で本機を分解 ・修理 。改造はしないでください。
・故障 '漂動作し、事故の原因となります 標 理はお買い求めの販売店または弊社営業所にこ依頼ください。

① 指定電圧以外は使用しないてください。
・火災 ・感電の原因となります。 (電涼入力 tACア ダフタ|よAC]00V、 DC入 力はD C12Vで す)

⑥ 葛1火性のある雰囲気 (ガス管検査など)、 油煙や湯気が当たるような場所、ほこりの
多い場所での使用や設置はしないでください。
・防爆仕様ではありませんので、引火 ・爆発 ・感電 ・発熱などの原因となります。

③ 本機の上に花びん、植木鉢、コッフ、化粧品、薬品や水の入つた容器、
｀
または小さな

金属類を置かないてください。
。こぼれたり、中に入つた堀含、火災 ・感電の原因となります。

① 本機の開田部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだめ、落としたりしな
いてください。     i
・火災 ・感電の原因となります。

① 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引つ張つたり、
ねじつたり、東ねたり、重い物を乗せたり、カロ熱したりしないでください。
・電涼コー ドが破損し、火災 ・感電の原因となります。電涼コードが傷んだらお買い求めの販売店または斉

社営業所に悟理を置依頼下さい。

⑫ 本機の豪ぷた、カパーは外さないてください。
・感電の原因となります。内部の点検 ・調整 ・悟理はお買い求めの販売店または弊社営業所にこ依頼くださ

い 。

⑬ 雷が鳴りだしたら、本体や電源フラグには触れないてください。
・感電の原因となうます。
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安全にこ使用いただくために

⑭ お手入れの際や長時間本機を置使用にならないときは、安全のため必す電源フラグを
コンセントから抜いてください。
火災 ・感電の原因となります。

① 機器間を接続する場合、電源スイッチが切れていることを確認してください。
感電の原因となります。

①_電源フラグをコンセントから抜くときは、コードを引つ張らないでください。
コー ドが破損 し、火災 ・感電の原因となります。

① 布を掛けたり、他の機器を密着させたりして、本機の通風口をふさがないてください。
内部の温度が上がう、火災の原因となります。

① 本機や電源コードを熱器具に近付けないでください。
やけど、変形の原因になるほか、スイッチや電源コー ドの被項がとけて、火災 ・感電の原因となります。

① お手入れの際は、ベンジン、シンナーなどは使用しないてください。
塗装や表示がはげたり変更する原因となります。

① l年に一度程度の機器内部点検を受けてください。(有償修理)
異常 ・故障を発見できすに、火災 '事故の原因となります。

① ケーブルの引き出し、巻き取りは乱暴に行わないでください。
ケーブルの破損の原因になるほか、ケーブルドラムに手が巻き込まれ、思わぬけがの原因となります。

② コネクタの抜き差しを行う場合、本機の電源が切れていることを確認してください。
感電の原因となるほか、思わぬけがの原因となります。

④ 暑い場所 (+40℃ 以上)や 直射日光の当たる場所では使用しrJtぃてくださぃ。
内部温度が上昇し、焼損 ,火災の原因となるほか、ケーブル ドラムの巻き枠が変影することがあります。

④ 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必す電源ブラグをコンセントから抜き、外
部の接続コードを外してから行つてください。
そのままで移動するとコニ ドに傷がつき、火災 ・感電の原因となります。

④ 本機の上に乗らないてください。
本機が破損するばかりではなく、動いたり、倒れため、壊れたりして、けがの原因となります。

① 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てください。
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

① 温水配管などで40℃を超える湯の中には挿入しないでください。
カメラヘッドが高温になると破損の原因となります。

④ 寒い所から暖かい所へ持ち込んだときにミ機体の表面に結露したリモニタ画面が曇る
場合があります。
その様rnB合 には使用せすに l時間以上放置して、乾燥するのを情つてください。
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保証・用途・免責

0本 機の保証期間は、こ購入後12ヶ 月です。

●設計、製造上の原因による (使用者に起因じない)不 具合が生じた場合、保証期間内は弊社にて
無償修理、またはサービスパーツを無償供結します。なお、使用者の過失や天災等の設計 ・製造
に起因しない故障 ・不具合については上記保証期間内であつても有償修理となります。

●メンテナンス、修理等の現地作業については、お客様との打ち合わせにより日程、手順、方法な
どを決定して対応します。

●次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのこ配慮を戴くとともに、弊社にこ連
絡くださるようお願い致します。

1、明記されている仕様以外の条件や環境での使用。
2.人 や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用速への使用。

●本機は、使用される条件が多様なため、その装置・機器への適合性の決定は装置`機器の設計者ま
たは仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行つてから決定してください。この装置
・機器の、性能・安全性は、装置・機器への適含性を決定されたお客様において保証して下さい。

●本機は、人の生命に直接関わる装置(キ1)や人の安全に関与し公共の機能維持に重大な影響を及|ぎ
す装置(キ2)などの制御に使用するよう設計 ・製造されたものではないため、それらの用途に使用
しないてください。

(キ1)i人 の生命に直接関わる装置とは、次のものをさします。
・生命維持装置や手術室用機器などの医療機器
,有碁ガスなどの拐トガス、排煙装置
・消防法、建築基準法などの各種法令により設置が義務づけられている装置
・上記に準する装置

(Ⅲ2)i人 の安全に関与 し公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置とは、次のものをさします。
・航空、鉄道、お落、海運などの交通管制装置
。原子力発電所などの装置
・上言己に準する装置

●火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な

条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

●本機の使用又は使用不能から生する付随的な損害 (事業利益の損失、事業の中断)に 関して、弊
社は一切貢任を負いません。

●取扱説明君で説明された以外の使い方により生じた損書に関して、弊社は一切責任を負いません。

●接続機器との組合せによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切貫任を負いません。

●お客様こ自身が修理 ・改造を行つた場合に生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

●製品に関し、いかなる場合も当社の費用負担は本機の個品価格以内とします。





標準仕様 (GLS2830)

項  目 仕 様

●用速 ●各種配管点検検査 ● 構造物点検検査 ● 空調ダクト、結排気筒内点検検査

●カメラヘッド
適用管径
幽曽通過能力
外形寸法
防水構造
照明

の30～ ゅ110
90° エルボ2ヶ所程度(っ40管 )

ゅ28× 3フmm

水中形防水構造 I P68水深1 0rn

自色 LED 12灯
(カメラ部のみ)

●カメラケープル

ケープル径及び長さ

被覆部
弾性体

最小曲げ半径

φ66× 30rn

ポリエステル (緑青色)

の25FRP(繊 維強化フラスチック)
R 1 0 0 (常 温にて)

●レンズ
レンズ

画角

F28

枠匂160°
(焦点調整範囲 :10m「 l～∞)

輛碗●ケーブル ドラム部
コネクタ ・端子
外形寸法
質量

DC+12V N/映 像出力

の35 0

約5kg(ヵ メラケーブル ・カメラヘッド含む)

●LCDモ ニタ 5.5型  TFTカ ラー液晶モニタ

●ACア ダプタ使用時

入力電源範囲

消費電流

絶縁抵抗

耐電圧

A C100V± 10%(50/60H z)

約015A(A C100V)

100MQ

1000V/]分 間

●カメラ部
TV方 式

撮像素子

映像出力

最低被写体隠度
SN比

ホワイ トパランス
ACC

ELC

距離表示

表示箇所

距離検出方法
機能

NTSC方 式準拠
25万 画素 1/4型 インターライン方式 CCD

VBSi10V(p‐ p)フ5Q

21x(F28, 5000K)

40d B以 上
AUTO固 定
ON固 定 10～ +24d B

1//60～ 1/100,000s
-9919M～ 99`9M(表 示可能な数字)
画面右上に自色で01m刻 みで表示

ケーブル ドラムの回転数による

表示の距離カウン トのリセット (Omに する)が 可能

表示のON/OFFが 可能

●総 含
電源入力

消費電流
不要輻射

DC12V土 ]096

約0.65A  (DC12V)
VCClク ラスA準 拠

●動作環境
性能保証

動作保証

0℃ ～+40℃ (非橋露)
1 0～90 % R h
- 1 0℃ ～+4 5℃ (非結選)
10～ 90%Rh

度
度
度
度

温
湿
温
湿

表 1:標 準仕様





作業手順

■操作方法
作業準備ができましたら、次は本機を使うための準備を行

います。

1.液晶モニタを立ち上げる 個6)
・フー ドと液晶モニタを見やすい状態にセットしてくださ

い 。

2.電源スイッチを 1側 (ON)に する (図7)
・電源スイッチをONに してください。

3.液晶モニタの立ち上がりの確認 (図8)
電ヽ源ランプが点灯 していることを確認してください。

液晶モニターにカメラの映像が表示されていることを確

認してくださしヽ。
・液晶モニタ右上に距離表示が出てしヽることを確認 してく

ださい。

電源スイッチ

:スイッチON

距離表示

電涼ランフ

図 8:モ ニタ確配

図6:モ ニタ立ち上げ





作業手順

6.被検査パイプ内部の状況 (図12)
モニタの映像を見ながらカメラヘッドを送つていき、内部

を観察してください。
・カメラヘッドの向きによって映像の向きも変わります。

(カメラが逆さまになると映像も上下が逆になります)

※画像を記録 `保存する場合は、P_12「映像の記録 ・保管

について」を参照してください。

■ケーブル振り出し長表示の設定

・距離表示の非表示について (図13)

il回 押すことに表示/非 表示切替え

‐モニタ下にある 「表示リセット」スイッチを押すと距雛

表示の表示/非 表示が選択できます。
卜電源を入れたときには必す距離表示されます。

図12i内 部状況

表示 リセット
スイッチ

・距離表示のリセットについて (図14)

:1秒 以上長押しすると距離リセット

・表示リセットスイッチを 1秒以上長押しすると、距離表

示が 「000M」 にリセットします。
・ケーブルを振り出した過程で、ある基準位置から局りの被

写体までの距離を測定する場合など、基準位置にて距離

表示をリセットすることで基準位置からの距離が一目で

わかります。

※距離表示に関する注意 (図15)
・観察中の本体の移動は距離表示が誤動作を起こします。

観察中は本体を移動しなしヽでください。

※距離表示はケーブル ドラムの回転によって計測されてい

ます。そのため距離計測中に本体を動かすとカメラ位置

が変わつてしヽないにもかかわらす、距離表示数値が変化

する場合があります。

× !カメラの位置が変わつていなくても

距離表示が変化してしまう

EX●
図15:振 り出し長さについての注意

リセット位置 (1秒 以上押す)

カメラヘッド

図14:距 離リセット
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映像の記録・保管について

■映像の記録 ・保管について

Gラ インスコープには映像出力端子が装備されています。

他の機器と接続することで映像を録画するなど、様々な用

途にお使いいただけます。 (図20)

映像出力端子

図201映 像端子

1.映像を別のモニターで見る (図21)
1.映像端子に市販の映像ケーブルを接続する

2.映像を写したしヽモニターの映像入力端子にケーブル

を接続する             _

3.モニターの設定 (外部入力への切替えなど)を 行う

必要なもの 1映像ケーブル

モニター (映像端子付)

Gラインスコープ

モニター

図21:接 続例 1

2.映像を録画する (図22)
(ビデオカメラに録画する)

1映 像端子に市販の映像ケーブルを接続する。

2映 像を録画したいビデオカメラなどの映像入力端子

にケーブルを接続する

3.ビデオカメラなどの操作により映像を録画する

必要なもの i映像ケーブル

ビデオカメラ

Gラインスコープ

図22:接 続例 2

3.録画した映像から写真を作成する
(図23)

(パソコンに記録する)
1映 像端子に市販の映像ケーブルを接続する。

2`市販のUSBピ デオキャブチャ、もしくはビデオカ

メラの映像入力端子にケーブルを接続する

3 USBキ ャブチャから録画したいパソコンヘの接続

を行う

4パ ソコン、もしくはビデオカメラの操作により録画

する

5パ ソコンに取込んだ映像から写真を作成する

必要なもの i映像ケーブル

USBキ ャプチャ

パソコン (USB端 子付)

映像ケーブル

図23:接 続例 3

Gラインスコープ ′〔ソコン

ピデオカメラ

もしくは

USBキ ャフチャ
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日常の点検・手入れ

■各部の点検 ・清掃

①ケープルドラム
`スムーズに可動し、ケープルの巻取り、振り出しができることをを確認してください。

スムーズに可動しなしヽ場合は、可動部に話まつた異物などを取り除いてください。

②カメラヘッド
レンズやカパーに割れ、ひび、大きな傷などがないことを確認してください。

・内部に水分が侵入していなしヽか確認してください。
・レンズに汚れが付着していないか確認してください。

③ケープル
・破れ、大きな傷などがないことを確認してください。

●ケープルドラム、ケーブザレ、カメラヘッドの汚れは
・カメラヘッドおよびカメラケーブルは、検査作業中に水滴や汚れが付着します。ケープル ドラム

内が著しく汚れてしヽたり、濡れてしヽる際には、一度カメラケーブルをすべて振り出し、ケーブル

ドラム内をきれいに清掃したのち、カメラケーブルの汚れを落としながらケーブル ドラムに巻き

取つてください。

④液晶モニタ

・鮮明な画像をより長期間表示するため、液晶画面の清掃の時は必す柔らかしヽ布を使用して汚れなどを

賦き取つてくださしヽ。表面がざらついた布などで拭くと、液晶モニタのアクリルパネルにキズが付き、

画像が観測しにくくなります。

また、落ちにくい汚れが付着した場合には、シンナー等の有機溶剤は使用せす、水で薄めた中性洗剤

などを柔らかい布にしみこませて、取れにくい汚れの部分のみを拭いてください。
・使わないときは必すフー ドをセットしておいてください。

⑤端子類

・端子類に汚れが付着しますと端子接触部の導通性が低下し、思わぬ事故につながる可能性があります

ので、水や汚れが付着したときは、速やかに乾いた布で拭き取つてください。

⑥ACア ダプタ
・コー ドなどに破れ、傷などがないことを確認してください。

●電源を入れた状態での確認
・上記点検が終わつたらACア ダフタを接続してスイッチを1側 (ON)に し、以下の点を確認してく

ださい。 (異常が発見された場合は P_15を 参照し、修理を依頼してください)
・カメラヘッド:照明が12灯点灯していること
・液晶モニタ :色 、コントラス トに異常がなしヽこと
・距離表示  i振 り出し量に対して異常な誤差がなしヽこと
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修理をご依頼のときは

本機は、専用の演」定器類を用いて製造、調整されています。もし正常に作動 しなくなつた場合には、決して自
分で修理をせす、下記のところにこ依頼くださしヽ。

最寄りの|レじ季委撃異警婆寡(裏表紙参照)
保証期間内の故障は、無償修理しヽたします。なお、作業中の摩耗が激しいLEDカ パニおよびカメラケーブルに
つきましては、消耗品として取り扱わせて頂しヽている関係上、保証期間内であつても交換は有償となりますので
こ了承ください。
その他、部品こ入用の場合、あるしヽは取扱しヽ上でこ不明の点がありましたら遠慮なくお問い合わせください。

湊者晶畜だろ訳署

の

1本
製品のメンテナンス部品の供給は製造停止後 7年 とします。ただし電子部品は 5年 とします。

オプションについて

弊社が認めた人以外の人による修理で発生した人身事故、または機器の破損につしヽて責任は負しヽません。
・有書物質または放射線などに汚染された機器の修理は行いませんので、こ容赦ください。

Gラ インスコープには以下のオプションがあります。用途、使用目的に合わせてこ購入ください。

●DCパ ッテリー [品番 :424955]
・亀源のない場所でGラ インスコープを使用するためのパッテリー (専用)

使用済みのDCパ ッテリーは、弊社営業所への回収にこ協力をお願いします

●DCパ ッテリー専用アダプタ [品番 :440364]
Gラ インスコープとDCプ〔ッテリーを接続するためのアダブタ

●DCパ ッテリー充電器 [品 番 :424956]
tDCパ ッテリー専用の充電器

0キ ャリングケース [品 番 :Z路0380]
・Gラ インスコープを傷つけす安全に持ち運ぺます

0ゆ 100mm用 スキッド [品番 :紹 0366]
ゅ100mmの パイフ検査時にカメラの位置をパイフの中心に保ちます

詳細に関するお問しヽ合わせ、こ購入の際はお買い上げの販売店、またはお近くの弊社営業所にこ相談くださ

しヽ。
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