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安全のために必ずお守りください
この製品を設置して使用する前に、以下の注意事項をお読みください。

1. 設置と修理は認定サービス担当者のみが行い、地域のすべての法規制に従うものとします。

2. 設置は地域と国の電気機械のすべての規定に従って行い、認可された材料のみを使用してください。

3. 指定されている耐荷重の 4 倍に対応できる設置方法と材料のみを使用してください。

4. ステンレス製の金具を使用してマウントを屋外の平らな面に固定してください。

説明
PA402 は、Spectra®、Legacy®、DF5及び DF8 シリーズのウォール マウント用に設計されたポール マウント アダプターです。PA402      
は、直径 3 インチ (7.62 cm) ～ 8 インチ (20.32 cm) のポールに取り付けできます。アダプターをポールに固定するステンレス スチー      
ルのマウント ストラップが同梱されています。

PA402 ポール マウント アダプターは以下のウォール マウントに対応しています。

IWM シリーズ Spectra、DF5、または DF8 シリーズのペンダント型ドーム用ケーブル貫通穴付きウォール マウント。

IDM4018 Spectra、DF5、または DF8 シリーズ ペンダント型ドーム用の着脱式エンド キャップとケーブル貫通穴付きウォー    
ル マウント。

LWM41 Legacy ウォール マウント。Legacy 一体型ポジショニング システム用。

設置
PA402 ポール マウント アダプターをポールに取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. 設置する CCTV 装置の高さを測って、PA402 をポールに取り付ける位置を決めます。

2. ポールに PA402 を配置し、付属のステンレス スチール製マウント ストラップで固定します。

3. ウォール マウントを PA402 のスタッドに取り付け、付属のナットとスプリット ロック ワッシャーで固定します。

4. マウントの説明書に従って、ウォール マウントに装置を取り付けます。

重要：PA402 には導管ノックアウト付きブロックオフ プレートが付属しています。ブロックオフ プレートは屋外用に推奨されてい   
ます。ブロックオフ プレートは IWM24 マウント使用時には不要です。
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仕様
アダプター マウント マウント取り付け用 5/16-18 x 1.25 インチ（7.9-7.0 x 32 mm）のスタッド 4 個（ナットとスプリット ロック      

ワッシャーが付属）

構造 アルミ、厚さ 0.190 インチ（4.8 mm）
推奨取り付け方法 ポール マウント用にストラップを使用できるスロットが付いています。ステンレス スチール製ストラップ  

3 個が付属しています。
耐荷重 75 ポンド (33.75 kg)
仕上げ加工 灰色ポリエステル粉体塗装

（デザインと仕様は予告無に変更されることがあります。）

重要：カッコ内の値はセンチメートル単位、その他の値は
インチ単位です。

Ø3.00 (7.62) 
貫通、2 箇所

4.50 
(11.43)

6.50 
(16.5)

12.77 
(32.44)

2.46 
(6.24)

2.75 
(6.98)

7.00 
(17.78)
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本社 • 3500 Pelco Way • Clovis, California 93612 USA • www.pelco.com
米国及びカナダ • Tel: (800) 289-9100 • FAX:  800/289-9150
その他の国 • Tel: 1-559/292-1981 • FAX: 1-559/348-1120

製品保証及び返送情報

保証
Pelco は、出荷日から 1 年間、材質または仕上がりの瑕疵が判明したあらゆる商品を無償   
で修理または交換します。 

この保証には、次の例外があります。

• FT/FR8000 シリーズ光ファイバー製品は 5 年。

• Genex® シリーズ製品（マルチプレクサー、サーバー、及びキーボード）は 3 年。

• Camclosure® 及び固定カメラ モデルは 3 年（5 年の保証が適用される CC3701H-2、      
CC3701H-2X、CC3751H-2、CC3651H-2X、MC3651H-2、MC3651H-2X カメラ モデルを除く）。

• PMCL 200/300/400 シリーズ LCD モニターは 3 年。

• 標準電動レンズまたは単焦点レンズは 2 年。

• Legacy®、CM6700/CM6800/CM9700 シリーズ マトリックス、及び DF5/DF8 シリーズ固    
定ドーム製品は 2 年。

• Spectra®、Esprit®、ExSite™、及び PS20 スキャナーは 2 年（連続動作アプリケーション    
に使用する場合を含む）。

• Esprit® 及び WW5700 シリーズ ウィンドウ ワイパーは 2 年（ワイパー ブレードを除く）。

• Digital Light Processing (DLP®) ディスプレイは 2 年（ランプとカラー ホイールは除く）。       
The ランプとカラー ホイールは 90 日間の保証が適用されます。エア フィルターは保     
証の対象外となります。

• DX シリーズ デジタル ビデオ レコーダー、NVR300 シリーズ ネットワーク ビデオ レ        
コーダー、Endura™ シリーズ分散ネットワークベースのビデオ製品、及び TW3000 シ   
リーズ ツイストペア伝送製品は 1 年 6 か月。

• ビデオ カセット レコーダー (VCR) は 1 年（ビデオ ヘッドを除く）。ビデオ ヘッドは、        
6  か月間の保証が適用されます。

• 連続動作アプリケーション（つまりプリセット スキャン、ツアー、及び自動スキャン 
モード）に使用されるすべてのパン及び垂直角、スキャナー、またはプリセット レン 
ズは 6 か月。

Pelco は、Pelco からの出荷日以降 90 日間、すべての交換パーツと修理パーツを保証しま    
す。保証範囲内での修理が必要となるすべての製品は、送料前払いのうえ、米国カリフォ
ルニア州クローヴィスの Pelco まで送付してください。誤用、改変、通常の磨耗、または  
事故により必要になった修理は、この保証の対象外となります。

Pelco は危険性に対する責任を負うことなく、製品の特定使用またはアプリケーションか 
ら発生した損害または損失に対する責任を負うこともありません。 契約違反、過失、あら 
ゆる当事者のあらゆる権利または製品責任の侵害によるものかどうかにかかわらず、製
品関連のあらゆる要求に対する Pelco の責任は、販売店から Pelco に当該製品の代金とし    
て支払われた価格を超えないものとします。Pelco の過失によるものかどうかにかかわら 
ず、特別、偶発的、または結果的損害（使用不能、利益の損失、及び第三者の要求を含
む）はどのように引き起こされたものであれ、いかなる場合も Pelco が責任を負うことは  
ありません。

上記の保証は、販売店に特定の法律的権利を与えます。さらに販売店は、国によって異
なる追加権利を持つ場合があります。

保証範囲内での修理が必要な場合、販売店は次の情報を用意して、電話で Pelco に連絡し  
((800) 289-9100 / (559) 292-1981)、修理承認 (RA) 番号を取得してください。
1. モデル及びシリアル番号
2. 出荷日、発注番号、販売注文番号、または Pelco 送り状番号
3. 不具合または問題の説明

上記の保証条件に当てはまらない製品の保証に関して異論があれば、製品返送時に説明
文を添付してください。

返送方法は、Pelco への送付方法と同様になります。

返送
修理または返品のために工場に送り返されるパーツに迅速に対応できるよう、電話で工
場に連絡し ((800) 289-9100 / (559) 292-1981)、承認番号（返品の場合は CA 番号、修理の場      
合は RA 番号）を取得してください。

すべての返送商品には、20% の再在庫 /再調整料金を頂戴する場合があります。

修理または返品のために返送される製品には、割り当てられた CA または RA 番号を明記    
し、料金前払いで送付してください。次の該当する宛先に送付してください。

米国本土、アラスカ、ハワイ、またはプエルトリコからの製品の送付先 :
Service Department
Pelco
3500 Pelco Way
Clovis, CA 93612-5699

米国本土、アラスカ、ハワイ、プエルトリコ以外の場所から、米国に製品を送付するよ
う指示があった場合は、次のいずれかを利用できます。

宅配便を使用する場合の宛先 :
Pelco
3500 Pelco Way
Clovis, CA 93612-5699 USA

宅配代理店を使用する場合の宛先 :
Pelco c/o Expeditors
473 Eccles Avenue
South San Francisco, CA 94080 USA
Tel: 650-737-1700
Fax: 650-737-0933

改訂履歴

マニュアル番号 日付 コメント
C274M-C 1999/10 新しい書式に改訂しました。WM4000 と SPA402 の参照をすべて削除しました。
C274M-D  2003/1 IWM と IDM4018 のマウント オプションを含めて更新しました。
C274M-E-JA 2005/12 新しい書式に改訂しました。CAR 05-0928 でステンレス スチール製マウント ストラップのポールの直径を更新しました。

Pelco、Pelco のロゴ、Camclosure、Coaxitron、Esprit、Genex、Legacy、及び Spectra は、Pelco, Inc. の登録商標です。 ©Copyright 2005, Pelco. All rights reserved.
Endura 及び ExSite は Pelco の商標です。
DLP は Texas Instruments, Inc. の登録商標です。
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