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この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しく
お使いいただき、あなたや他の人々の危害や
損害を未然に防止するためのものです。�
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書
の内容（指示）にしたがってください。�

取扱いを誤った場合に、
使用者が死亡または重傷
を負うおそれのある内容
を示しています。�

取扱いを誤った場合に、
使用者が中・軽傷を負う
おそれのある内容、また
は物的損害のおそれがあ
る内容を示しています。�

取扱いを誤った場合に、
製品の損傷または故障の
おそれがある内容を示し
ています。�

説明の内容で知っておく
と便利なことを示してい
ます。�

も�く�じ�

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことに
ありがとうございます。�

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる
前にこの取扱説明書を最後までお読みください。�

　お読みになったあとは、たいせつに保存してください。�

警告�

注意�

お願い�

補足�

安全に関する記号� 記号の意味�
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1　安全のために必ず守ってください�

●�

注意�

注意�

電球を取換えるときには、必ず電源を切ってから行�
なってください。感電するおそれがあります。�

●�仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しな�
いでください。火災、感電のおそれがあります。�

●�ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。�
インターホン子機のカメラが割れ、けがをするおそ�
れがあります。�

●�アーチに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。�
けがをするおそれがあります。�

警告�

警告�
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2　各部の名称�

（1）門柱仕様�

（2）アーチ仕様�

モジュラージャック�

モニターテレビユニット�

カメラ付インターホン子機�

門灯�
アーチ�

門柱�

門灯�

門灯�

門柱�

カメラ付インターホン子機�
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①カメラ付インターホン子機の呼出ボタンを押すと、�
　インターホン親機の呼出音「ピンポン」が鳴り、�
　モニターテレビユニットの映像が映ります。�

●�

●�

映像がはっきりと映るまで約8秒かかります。�
呼出音が鳴って30秒以内に受話器を取らないと�
映像は自動的に切れます。�

補足�

②本体から送受話器を取って通話します。�

③通話終了後、送受話器を本体にもどします。�
④映像は自動的に切れます。�

●�通話時間3分で映像は自動的に切れます。�

補足�

●�くわしい内容は、インターホン親機の取扱説明�
書をお読みください。�

3　使用方法�

3 - 1 インターホンの通話方法�

インターホン親機�カメラ付インターホン子機�

送受話器�

モニターテレビユニット�

本体�

ピンポン�

送受話器�

モニターテレビユニット�

本体�

呼出ボタン�

送受話器�

お願い�
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3 - 2 モニターテレビユニットでの映像の見方�

インターホン親機�

モニターテレビユニット�

モニター押ボタン�

①モニターテレビユニットのモニター押ボタンを押�
　すと、映像が映ります。�
②再度モニターボタンを押すと映像は消えます。�

●�

●�

●�

モニターテレビの近くに強い磁気を発生するも�
のがあると、映像が乱れる場合があります。�
モニターカメラ部に直接日光などの強い光が入�
ると、映像が白くなったり、モニター画面に縦�
の白線が生じることがあります。�
映像は30秒以上放置すると、自動的に消えます。�

補足�

●�モニターテレビユニットで玄関先を見るときは、�
次の手順で操作をしてください。�

補足�

3 - 3 インターホン親機の音量調整�

①呼出音量は音量調節ツマミを移動し、調整します。�

●�インターホン子機からの呼出テストやインター�
ホン親機からの呼出音量確認には、必ず送受話�
器を本体にセットした状態で行なってください。�
耳を痛めるおそれがあります。�

インターホン親機�

呼出音量� 電源�

通話中�

調節ツマミ�

注意�

　a.右方向へ移動すると大きくなります。�
　b.左方向へ移動すると小さくなります。�
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3 - 4 モニターテレビユニットの映像調整方法�

（1）画面の明るさ調整�

（2）画面コントラスト調整�

①画面の明るさはブライト調整ツマミを移動して調�
　整します。�

　a.右方向へ移動すると明るくなります。�
　b.左方向へ移動すると暗くなります。�

①画面の濃淡はコントラスト調節ツマミを移動して�
　調整します。�

　a.右方向へ移動すると濃くなります。�
　b.左方向へ移動すると淡くなります。�

モニターテレビユニット�

ブライト�

暗� 明�

コントラスト�

濃�淡�

ブライ�

暗� 明�

コントラ�

濃�淡�

ブライト調節ツマミ�

コントラスト調節ツマミ�

3　つづき�
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①カメラ付インターホン子機のネジ隠しをはずします。�

②表4-1の範囲でカメラ角度調整レバーを上下に操�
　作して調整します。�

3 - 5 撮像範囲の変更方法�

撮像範囲図�

50cm

50cm

60
cm

10
0c
m

下�

上�
調整レバー�
カメラ角度�

ネジ隠し�

表4-1 カメラの角度調整方法�

カメラの向き�

上向き�
最大18度�

下向き�
最小－3度�

調整レバー�

上�

下�

撮影可能身長�

約160cm～220cm

約125cm～185cm

3 - 6 ご注意とお願い�

●�製品の分解や改造は絶対にしないでください。�

お願い�

●�

●�

ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。�
農薬や殺虫剤の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色�
するおそれがあります。�

注意�

●�カメラ付インターホン子機は撮像範囲図の映像を�
映します。�
撮像範囲を変えるときは、次の操作をしてください。�

補足�
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●�

●�

●�

●�

注意�

電源が｢切｣になっていることを確認したうえで交換をしてください。�
指定ワット数20W以下の白熱電球を使用してください。故障や発火の原因になります。�
ガラスグローブの取付時のまわし込みがゆるい場合、雨水が入り漏電などの原因になります。�
点灯中や消灯直後のランプにはさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけ�
どの原因になります。�

4 - 1 電球の交換�

①ガラスグローブを反時計方向へまわして取りはず�
　します。�
②白熱電球を反時計方向へまわして取りはずし、新�
　しい電球 20W と交換します。�
③交換が終わりましたら、ガラスグローブを元の位�
　置にしっかりまわし込み取付けます。�

ソケット�

白熱電球  20W

ガラスグローブ�

4　交換方法�
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5　お手入れについて�

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。�

①あやまってキズをつけた場合、当社純正補修塗料�
　で補修してください。放置すると腐蝕の原因にな�
　ります。�

①モニターテレビが汚れた場合には、柔らかい布で�
　からぶきしてください。�

●�

●�

●�

ブラシは使用しないでください。キズがつくお�
それがあります。�
シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わない�
でください。塗料がはげたりすることがあります。�
カメラ付インターホン子機には、ホースなどで�
直接打ち水をしないでください。故障の原因に�
なります。�

　a.汚れが軽い場合には、水で濡らした布で拭き、�
     乾拭きしてください。�
　b.汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液�
      で汚れを落としたあとで、洗剤が残らぬようよ�
     く水洗いをし拭きとってください。�

（1）汚れの取り方�

（2）キズは補修してください�

（3）モニターテレビの清掃�

お願い�

●�シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わない�
でください。故障の原因になります。�

お願い�

●�お手入れは、できるだけ根気よく行ってください。�
汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与え�
ることがあります。�

補足�
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6　修理を依頼する前に�

7　修 理�
●�

●�

●�

故障の状況�

製　品　名�

施　工　日�

施 工 店 名�

できるだけ詳しく�

�

年　　月　　日�

ご　氏　名�

ご　住　所�

電 話 番 号 �

そ　の　他�

製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。�
修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お�
客様相談室」にお問い合わせください。�
修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。�

●�

このようなとき�

門灯が点灯しない�

インターホンで正常な呼出し、�
通話ができない�

点　　検�

白熱電球が寿命で切れていませんか�

送受話器のモジュラージャックが�
ぬけていませんか�

白熱電球を新しいものと交換して�
ください�
（「4-1電球の交換」参照）�

モジュラージャックを差し込んで�
ください�
（「2.各部の名称」参照）�

電源スイッチが「切」になってい�
ませんか�

電源スイッチを「入」にセットし�
てください�

処　　置�

●�配線工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。�

注意�

故障かなと思われたとき、修理と依頼する前にお調べください。�
直らなかったときは、修理をご依頼ください。�
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8　仕様�

電　　源�

消 費 電 力 �

通 話 方 式 �

配 線 数 �

カメラ付インターホン（親機・子機）�

AC100V　50/60Hz�

45W�

電話スピーカー形同時通話�

2線式　極性なし�

電　　源�

使 用 電 球�

門灯�

※電源スイッチは別途手配�

AC100V　50/60Hz�

E26　20W



取説コード�
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お客様相談室�
0120-171-705

お引�渡�し�日�

お客様�

施�
　�
工�
　�
店��

�

ご住所�

お名前�

電　話�

保　　�証�
期　　�間�

様���

（　　　　　）�

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生�
した場合には、本書記載内容で無料修理を行�
うことをお約束するものです。詳細は下記記�
載内容をご参照ください。�

　　　　　年　　　月�　　　�日���

対　象　部　品� 期�間�（お引�渡�し�日�よ�り）���

但し電装部品�

本　　　　 体� 2ヶ�年���

  1ヶ �年 �� �

1.　保証者�

2.　保証�の�対象者�

3.　対象商品�

4.　保証内容�

5.　保証期間�

6.　免責事項�

※保証期間経過後�の�修�理�・�交換�な�ど�は�有�料�と�い�た�し�ま�す�。���
※本書�に�よ�っ�て�、�お�客�様�の�法律上�の�権�利�を�制限�す�る�も�の�で�は�
あり�ませ�ん�の�で�、�保証期間経過後�の�修�理�に�つ�い�て�ご�不明�の�
場合�は�、�お�客様相談室�に�お�問�い�合�せ�く�ださ�い�。���

キャスティナアーチ　保証書�
製造No.
（商品名�シ�ー�ル�No.）���
��


