
消防用
ハンディタイプ 赤外線サーマルカメラ 

FLIR K40 / K50

消火

状況認識の向上

ホットスポットの特定

探索/救助活動



FLIR K-シリーズ
消防用　ハンディタイプ
赤外線サーマルカメラ

消防隊員は、火事の通報を受けると、火災現場に
向かいつつ、装備を確認します。消防隊員は、現場に
到着次第ただちに消防活動を開始します。噴き出す
炎に立ち向かうために、屋内に入らなければなりま
せん。
このような極限の状況で頼りになるのは、隊員のチ
ームワークと、それをサポートできる優れた機器で
す。
自分自身と仲間の命を守るために、頼れるFLIR K
シリーズ赤外線サーマルカメラをお使いくださ
い。
FLIR Kシリーズは、極限の状況下での消防活動を
サポートするために開発された赤外線サーマルカ
メラです。

FLIR Kシリーズの特長
お求めやすい価格で、すべての消防車両へ搭載も可能に
フリアーシステムズの赤外線サーマルカメラの製造台数は業界トップ
を誇ります。このスケールメリットを活かし、FLIR-Kシリーズは低価格
を実現しました。

堅牢で耐久性の高いデザイン
K-シリーズは、火災現場の過酷な操作環境を想定してデザインされて
います。2mの高さからコンクリートの床に落としても壊れない堅牢
性、 IP67に適合した防水性能、+260℃までの温度環境下で5分間
使用した場合の動作保証など、高い耐久性を誇ります。

クリアで鮮明な熱画像
K-シリーズはメンテナンス不要の非冷却型マイクロボロメーター検出素子を搭
載。 解像度240×180ピクセル（FLIR K40）から320×240ピクセル（FLIR K50
）でクリアで詳細まで鮮明な画像が得られます。大きく明るい4インチディスプレイに
熱画像が表示されるため、迅速かつ正確な判断が可能です。

手袋をはめたまま操作が可能
シンプルで分かりやすいユーザーインターフェースで、業務に必要な操作を
支障なく行うことができます。
FLIR－Kシリーズは、消防隊員が手袋をはめたたま操作できるよう、機器上部の3つ
の大きなボタンだけで操作できます。

簡易レポート作成
FLIR-Kシリーズに保存された熱画像は、事後報告用簡易レポート作成に使用でき
ます。 
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FLIR K-シリーズ
消防用　ハンディタイプ
赤外線サーマルカメラ

状況に合わせたカラ-モードが選べます

操作性は抜群
FLIR K-シリーズは3つのボタンだけで
操作が可能。
手袋をはめたままでも問題なく使用できます。

TIベーシックモードと同様ただしグレース
ケール画像

消火活動や救助活動の初期に

電源ボタン

モード選択ボタン

ズームボタン

建物構造の火災やすでに燃え広がって
いる場合など背景温度が高い場合に。

ファイヤーモード

TIベーシックモード

初期の火災での探索救助など背景温度
が低い場合に。火災以外の行方不明者探
索や交通事故の救助活動にも。

サーチ&レスキューモード

モノクロファイヤーファイティングモード
 

ホットスポットの検索に役立ちます。
設定値以上の高温度が鮮明に表示され
ます。 

ヒートディテクションモード



製品仕様

共通仕様

モデル別仕様

画像性能  
視野角（FOV）/最小焦点距離温
度分解  51° × 38° / フォーカス(固定)

画像周波数  60 Hz
焦点  固定
デジタルズーム  ｘ2
検出器 (FPA) / スペクトル波長 
非冷却型マイクロボロメータ / 
7.5–13 µm

 ｘ2

セットアップ時間  ＜17秒以下（IR画像/GIUなし）
スリープモードからの起動時間  ＜4秒

画像表示

ディスプレイ 4 インチ、カラーLCD（320 × 240 ピクセル）
、バックライト

画像モード  熱画像
温度範囲の自動調整  ●（モードによって異なる）

測定
対照温度範囲 –20°C ~ ～+150°C 

0°C ~ ～+650°C
精度 ±4°C 又は ±4% （読み取り値に対して）

10°C～ 35°C

測定値解析
スポットメーター  1
等温線  ●（NFPA規格適合、モードによって異なる）

設定
カラーパレット  複数　モードによって異なる
国別フォーマット  単位、日付、時間

データ通信インターフェース
インターフェース  USB-ミニ
USB USB-ミニB：PCデータ転送／カラービデオ

電源システム
電池  リチウムイオン（稼働時間4時間）
充電システム  2-ベイ充電器、車載可能
充電時間 2時間（最大85％、充電状況はLEDにて確認）
充電温度  0°C ～ +45°
消費電力管理  自動シャットダウン/スリープモード

環境データ
NFPA 1801規格適
合 

振動、衝撃、加速耐、腐食、画面摩耗、
熱耐性、熱、炎、製品表示耐久性

動作温度範囲 –20°C ～ +85°C / +260 °C（ 5分間）
保管温度範囲 –40 °C ～ +85 °C 
保護構造 IP 67 (IEC 60529)
耐衝撃性 25 g (IEC 60068-2-29)
耐落下性                          2.0 m（コンクリート床） (IEC 60068-2-31)

サイズ
カメラ重量（バッテリー込） 1,100g
カメラサイズ (L × W × H) <120 × 125 × 280 mm 
三脚                  UNC ¼”-20

パッケージ
標準パッケージ               キャリングケース、赤外線サーマルカメラ、

ソフトウェアFLIR Tools(スクラッチカード)、
電源（マルチプラグ付き）、バッテリー（2×）、
充電器、USBケーブル、
格納式ランヤード、ストラップランヤード、
ネックストラップ、三脚用アダプタ、説明書

FLIR K-シリーズ

画像性能  K40  K50
解像度 240 x 180 ピクセル  320 × 240 ピクセル
温度分解能 40 mK  30 mK

FLIR Systems Co., Ltd
Rm 1613-16, 16/F, Tower II, Grand CentralPlaza,
138 Shatin Rural Committee Road, Shatin,
New Territories, Hong Kong
Tel.: +852 2792 8955
Fax.: +852 2792 8952
e-mail: flir@flir.com.hk 

www.flir.com

製品の仕様は予告なく変更することがあります。重量およびサイズは目安です。資料上で使用されている画像と、実際の画像解像度が異なる場合があります。
画像は説明目的で使用されています。
Copyright 2014 FLIR Inc. その他ブランド名および製品名はそれぞれ各社の商標です。

販売代理店

フリアー車載充電器
フリアーシステムズのトラックチャージャーは、消防車両に簡
単に搭載可能なFLIR Kシリーズ用の充電器です。カメラ本体
と同時に、予備バッテリーも充電することが可能です。オプシ
ョンアクセサリーとして別途購入が必要です。

オプションアクセサリー
• 予備バッテリー   • 充電器
• キャリングケース • 巻き取り式ストラップ
• ストラップ        • ネックストラップ
• USBケーブル      • 三脚アダプター
• 車載充電器
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