
 
 
周囲が暗い環境で⾚外線照明（IR LED）を使って撮影する場合、チルト⾓度を⼤きくして壁⽅向に向けると、壁か
ら反射の影響を受けて画⾯の⼀部または全体が⽩っぽく⾒えることがあります。壁からの影響が無いようにチルト
⾓度を調整してお使いください。 
 
 
画⾓調整後、本機にエンクロージャーを取り付ける際には、以下の内容についてご注意ください。 
 
①カメラ本体周囲の溝に取り付けている防⽔ゴムが、溝から外れ 
ていないことを確認して、エンクロージャーを取り付けて 
ください。 

 
②カメラ本体の▽マークとエンクロージャーの LOCKの線を合わ 
せて、エンクロージャーをカメラ本体にまっすぐに取り付けて 
ください。 
エンクロージャーをカメラ本体にまっすぐに取り付けてくださ 
い。 
傾いた状態で取り付けると、ドームカバーの内側がカメラ部に 
ぶつかり、設定した画⾓がずれることがあります。 
チルト⾓度によっては遮光ゴムが変形することがありますが、 
性能には影響ありません。 

③カメラ部からの配線が、カメラ本体の内壁からはみ出さない 
ように、内壁の内側に押し込んでください。 
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When using the IR LED to view images, if the tilt angle is adjusted towards a wall, reflections from the wall may cause all or 
a part of the image to appear washed out. Adjust the tilt so that there are no reflections from walls in images. 

 
 
Take care of the following points when mounting the enclosure after adjusting the viewing angle. 

 
1. Mount the enclosure after confirming that the Sealing 

rubber ring attached to the groove has not come away  
from the groove.  

 
2. Align the ▽ mark on the camera body with the LOCK line 
 on the enclosure and then mount the enclosure to the camera  
body at a straight angle.  
Mount the enclosure to the camera body at a straight angle. 

SF N   631L SF N   611L SF R   631L  SF R   611L   
  If the enclosure is not mounted to the camera body at 
  a straight angle, the inside of the dome cover may make 
  contact with the camera portion, which may result in the  
  configured viewing angle moving out of alignment. 
  The light-blocking rubber ring may be stretched depending 
 on the tilt angle. This will not damage the light-blocking rubber ring. 
 

3. Push the wires from the camera portion into the camera body so that 
they do not come out from the internal wall of the camera body. 
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