
消防活動用赤外線サーマルカメラ

K-SERIESKシリーズ

  お求めやすい価格

  国内フルメンテナンス

  2-5-10年保証



FSXを使用していない熱画像 

FSXを使用した熱画像

車載充電器  
オプションの充電器は、消防車に簡単
に取り付けられます。お使いの Kシ
リーズ赤外線サーマルカメラや予備
バッテリーの安全な保管場所にもな
り、カメラを常に使える状態に保ち
ます。

フリアーシステムズ ： 赤外線サーマルカメラ 世界トップ企業
フリアーシステムズのKシリーズは、世界中の消防士の方々の協
力の元、消防活動において必要な特殊ニーズを満たすように設計・
開発されています。



消防活動用 赤外線サーマルカメラの特長
K-SERIESK45／K55／K65

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
出素子を搭載しています。解像度240×180ピクセル（FLIR K45）から
320×240ピクセル（FLIR K55およびK65）で、細部を鮮明に表
示する画像を生成できます。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、現場をしっかりと見た上
で、即座に正確な判断を下すことができます。 

手袋をはめたままでも操作が簡単 
3個の大型ボタンで操作することが可能です。 

カメラ内ビデオストレージ
（K55、K65）
Kシリーズのどの機種でも約200枚の画像ファイルと200

個のビデオデータが保存できます。

FSX™
（フレキシブル・シーン・エンハンスメント） 
FSXは、カメラ内で画像処理を行い熱画像の画質を改善
する機能です。このFSX機能により、K45、K55、K65は現
場状況を極めて詳細に表示します。
消防隊員やレスキューチームは、火災現場で、これまでよ
りはるかに容易に進路を見極めることができます。

ズーム 
2×デジタルズーム

モード選択
画像モードを選択 

電源ボタン

2メートルの高さかあるコンクリート床に落としても壊れ
ない。高い防水性能（IP67）も備えており、＋260℃の環境
でも5分間問題なく動作します。

K65：NFPA（全米防火協会）認証済み 
NFPA 1801:2013は消防活動用の赤外線サーマルカメラに関する規格で、カメラ
の相互運用性／操作性、画質、耐久性を主に評価します。K65は、この規格に完全
に準拠しています。 

FLIR K65赤外線サー
マルカメラのコネク
タ（左）は、完全密封
されており、バッテリ
（右）は、カメラ内部
にネジで固定すること
ができます。



FLIR K2は、堅牢で信頼性が高く、極めて低コストの赤外線
サーマルカメラです。K2は、3インチの明るい画面に解像度
160×120ピクセルの熱画像を表示します。消防活動時、もうも
うと立ちこめる煙の奥を見通せるだけでなく、迷うことなく状
況を判断し、迅速な意思決定が行えるよう支援します。

スーパーファインコントラスト（MSX®）
K2は、フリアーシステムズの特許取得済みスーパー
ファインコントラスト（MSX®）テクノロジーを搭載して
います。内蔵の可視光カメラからの映像の詳細を熱画
像に加えて、鮮明化することで、熱画像を損なうことな
く、建物の構造や周囲の環境を見て容易に確認するこ
とができます。

コンパクトで使いやすい 
コンパクトで軽量な赤外線サーマルカメラ
FLIR K2は、自給式呼吸器（SCBA）にも簡単
に取り付けられます。また、厚手のグローブ
を着用していても操作できる単一の大型
ボタンでいつでもカメラを起動できます。 

マルチな画像モード
FLIR K2は、使用目的によって五種類の異なる
画像モードを設定できます。これらのモードは、
FLIR Toolsソフトウェアプログラムを使用する
ことで変更可能です。（＊ソフトウェアはwww.

� ir.jp/toolsから無料でダウンロードできます。）

堅牢さと信頼性
K2は、過酷な動作条件にも耐
えるように設計されています。2
メートルの高さからコンクリート
床に落としても故障することは
なく、高い防水性能（IP67）も備
えており、＋260℃の環境でも問
題なく動作します（最長3分）。

さまざまな消火用途に対応 
FLIR K2は、消防／消火のさまざ
まな用途に使用できます。煙の
中でも見通しが利くので、チー
ムの進路の決定や、消防活動の
優先順位の決定にも役立ちま
す。

お手頃な価格の
赤外線サーマルカメラ 

K-SERIESK2



購入後30日以内に製品登録して頂くと当社独自の2-5-10年保証が適用されます。
バッテリー：2年
カメラ本体：5年
検出素子：10年

お求めやすい価格
K65：898,000円（税別） K55：748,000円（税別）

K45：598,000円（税別） K2：258,000円（税別）

画像モード

特に建築物火災など、背景温度が高く、裸火が多
く見られる状況で使用

火災モード

初期消火や人命救助活動向け

TIベーシックモード 

TIベーシックモードと同じ用途のグレースケー
ル画像

白黒消火作業モード

ホットスポットを見つけるために使用。画面上で
最も温度の高い20%の部分を赤で表示

熱検知

交通事故後や、森のあるところなど、温度がさほ
ど高くない状況での初期救助活動で使用

捜索・救助モード 

フリアーシステムズは、カメラの重要部品を自社製造している唯一のメーカーです。
日本国内での校正は、従来の海外での校正に掛かっていた時間と手間を省く事が出来ます。

2-5-10年保証

国内フルメンテナンス

* Webサイト（flir.jp/touroku）から登録

バッテリー* 検出素子*カメラ本体*



製品仕様

K45 K55 K65
認証
NFPA 1801：2013による認証 無 有
画像・光学データ
解像度 240×180ピクセル 320×240ピクセル
温度分解能 ＜40mK@＋30℃ ＜30mK@＋30℃
コントラスト最適化 FSXによるデジタル画像補正
視野角（FOV） 51°×38°
画像周波数 60Hz
ズーム 2×、デジタルズーム
焦点面アレイ（FPA）／スペクトル範囲 非冷却型マイクロボロメーター／7.5～13µm
セットアップ時間 ＜17秒（赤外線画像、GUIなし）
スリープモードからの立上げ時間 ＜4秒
画像保存 JPEG画像200枚（内部フラッシュメモリー）
動画保存 無 合計200ファイル（1クリップの最長時間5分）
内蔵ビデオ録画形式 無 非放射MPEG-4（内部フラッシュメモリー）
画像表示
ディスプレイ 4インチLCD、320×240ピクセル、バックライト付き

画像モード
・赤外線画像

TI基本消防モード／白黒消防モード／火災モード／捜索救助（SAR）モード／熱検出モード
・サムネイル・ギャラリー

温度範囲の自動調整 自動（モードによって異なる）
測定
対象温度範囲 －20℃～＋150℃、0℃～＋650℃
精度 読取値の±4℃または±4%（周囲温度10˚C～35˚Cの場合）
測定値解析
スポットメーター 1
等温線 対応（NFPA規格適合、モードによって異なる）
自動温度検出 　　　　　熱検出モード（熱画像の最も温度が高い20%の部分をカラー表示）
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：PCからのデータ転送
電源システム
バッテリー リチウムイオン（稼働時間4時間）
充電システム 2ベイ式充電器、車載充電器利用可
充電時間 2時間で85%まで充電（3時間25分で）フル充電。充電状態はLEDで表示
充電温度 0℃～＋45℃
環境データ
動作温度範囲 －20℃～＋85℃／＋150℃：15分／＋260℃：5分
保管温度範囲 －40℃～＋85℃
湿度（動作時および保管時） IEC 60068-2-30／24時間、相対湿度95%、＋25˚C～＋40˚C／2サイクル
相対湿度 相対湿度95%、＋25˚C～＋40˚C　結露無し

指令

NFPA 1801：2013規格適合設計
・振動
・衝撃加速度抵抗
・腐食
・画面摩耗
・耐熱性
・耐火・防炎
・製品ラベル耐久性

NFPA 1801：2013規格認証済み
・ 振動
・ 衝撃加速度抵抗
・ 腐食
・ 画面摩耗
・ 耐熱性
・ 耐火・防炎
・ 製品ラベル耐久性

EMC（電磁両立性）
• EN 61000-6-2:2005 (Immunity)
• EN 61000-6-3:2011 (Emission)
• FCC 47 CFR Part 15B (Emission)

電磁界 EN 61 000-4-8、連続電磁界（苛酷工業環境）に対して試験レベル5
保護構造 IP 67（IEC 60529）
耐衝撃性 25g（IEC 60068-2-27）
i耐振動性 2g（IEC 60068-2-6）
耐落下性 コンクリート床で2m（IEC 60068-2-31）
安全性（電源） CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理データ
カメラ重量（電池を含む） ＜1、1kg
カメラサイズ（L×W×H） ＜120×125×280mm
三脚 UNC¼”－20

パッケージ

標準パッケージ
K45／K55／K65ボックス内容：  赤外線サーマルカメラ本体、バッテリー（各2本）、充電器、ハードキャリングケース、

電源アダプタ、説明書、USBケーブル、ランヤードストラップ、ネックストラップ、収納式
ランヤード、三脚アダプタ、ユーザーマニュアルを収録したCD-ROM

K65ボックス追加内容：トルクスドライバ

付属品（オプション） バッテリー、充電器、ハードキャリングケース、収納式ランヤード、ストラップランヤード、ネックストラップ、
USBケーブル、三脚アダプタ、車載充電器

K-SERIESK45／K55／K65



製品仕様 

画像・光学データ
赤外線解像度 160×120ピクセル

温度感度／NFTD（雑音等価温度差） ＜100mK@＋30℃

視野角（FOV） 47°×31.5°

画像周波数 9Hz

焦点面アレイ（FPA）／スペクトル範囲 非冷却型マイクロボロメーター／7.5～13ɥm

セットアップ時間 ＜30秒（赤外線画像、GUIなし）

スリープモードからの立上げ時間 ＜10秒

F値 1、1

可視カメラ
内蔵デジタルカメラ 640×480ピクセル

デジタルカメラ視野角（FOV） 73°×61°、MSX®に対応

感度 10lux以上

画像表示

ディスプレイ 3インチLCD、320×240ピクセル、バックライト付き

画像モード－FLIR Toolsソフトウェアを
使用して切替可能

TI基本消防モード（デフォルト）
白黒消防モード
火災モード
捜索救助（SAR）モード
熱検出モード
低温検出モード
建物分析モード

温度範囲の自動調整 自動、選択不可

測定

対象温度範囲 －20℃～＋150℃
0℃～＋500℃

精度 測定値の±4℃または±4%

測定値解析

スポットメーター 1

等温線 対応

自動温度検出 熱検出モード
（熱画像の最も温度が高い20%の部分をカラー表示）

データ通信インターフェース

インターフェース Windows PCおよびMacデバイスからのアップデート

USB USB Micro-B

電源システム

バッテリー リチウムイオン（稼働時間4時間）

充電システム 充電器

充電時間 2.5時間で90%まで充電。充電状態はLEDで表示

充電温度 0℃～＋45℃

環境データ

NFPA 1801規格適合設計 振動、衝撃、加速抵抗、腐食、画面摩耗、耐熱性、耐火・防炎、製品ラベルの耐久性

動作温度範囲
－20℃～＋55℃
＋85℃：15分
＋150℃：10分
＋260℃：3分

保管温度範囲 －40℃～＋70℃

保護構造 IP 67（IEC 60529）

耐落下性 コンクリート床で2m（IEC 60068-2-31）

物理データ

カメラ重量（電池を含む） 0.7kg

カメラサイズ（L×W×H） 250×105×90mm

三脚 UNC¼”－20

パッケージ

標準パッケージ
赤外線サーマルカメラ本体、バッテリー×2、電源（マルチプラグ付き） 充電器、キャリングケース、
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
（CR-ROM）

K-SERIESK2



赤外線カメラの専門的なお問い合わせは、下記まで。

ここに記載されている機器の輸出には、米国務省の許可が必要となる場合があります。
米国の法律に反する転用は禁止されています。仕様は通知なく変更されることがあります。
その他のブランド名および製品名はフリアーシステムズの商標です。掲載された画像は参照目的のみに使用されています。
（改正日09/15）

フリアーシステムズの消防活動用の赤外線サーマルカメラについての詳細は、
次にアクセスしてください：www.� ir.jp. NASDAQ: FLIR 

www.� ir.jp/� re

www.fl ir.jp/fi re

PORTLAND
Corporate Headquarters
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA
PH: +1 866.477.3687

フリアーシステムズジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階
電話：03-6721-6648
FAX：03-6721-7946
e-mail： info@fl ir.jp


