
AXIS M5054-PTZ 取付方法 

※設置面の材質に合わせた 
ビスをご使用ください。

②-2 付属の金属製金物で設置する

① 本体にSDカードを挿入する

microSD, 
micro SDHC, 
micro SDXC, 
≦ 64GB

1. SDカードのカバーを外す  2. SDカードスロットを 
引き起こしてSDカードを 
挿入する 

3. SDカードスロットを畳んで
カバーを取り付ける 

4mm＜ 7.8mm 

＜ ４．３mm＜ 3.7mm 

＜ 4.0mm 

取付金物の爪を本体の凹みに 
引っ掛ける。 
※3箇所 

②-1 付属のプラスチック製固定具で固定する

Φ6.5mm 
Φ30.0mm 

３点を固定してください。



             図5-1 AXIS M5054 PTZの取付方法　※中空構造面に設置する場合

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

⚠注意
●カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属しておりません。 
●この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提とな
ります。 
●使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、 
背面の状況に合わせて選定してください。 
※サンプルでは開脚式石膏ボード壁用ボードアンカーを使用。 
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してくださ
い。 
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。 

②設置面に付属の取付金物をあて墨出しする 
※〇印3か所 

③アンカー本体を取り付ける 
※ビスで固定する場合は下穴は不要です。 

④取付金物を固定する  ⑤カメラを取付金物に固定して完了 
※フィルムを剥がして画像を確認しながら画
角を調整してください。 

□付属の金属製取付金物を使用する場合 

□付属のプラスチック製固定具を使用する場合 ※設置面の背面に手を入れられることが前提の設置方法となります。 

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

②付属の墨出しシートを設置面にあて 
墨だしする 

③通線口Φ40、固定具穴Φ6.5を開ける 

※〇印の円盤状の留め具を先に棒に通してくだ
さい。 
※棒をカメラのネジ穴に固定後に留め具を締め
てください。 

⑤カメラを固定具で固定し完了 
※フィルムを剥がして画像を確認しながら画
角を調整してください。 

④カメラを固定具で固定する 



     　　図5-2 AXIS M5054 PTZの取付方法　※コンクリート面に設置する場合 

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

②設置面に付属の取付金物をあて墨出しする 
※〇印3か所 

⚠注意
●カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属しておりません。 
●この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提とな
ります。 
●使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、 
背面の状況に合わせて選定してください。 
※サンプルでは#8x25のカールプラグとM4のコンクリートビスを使用
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してくださ
い。 
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。 

③下穴をあけプラグを埋め込む 
※〇印3か所 

⑤カメラを取付金物に固定して完了 
※フィルムを剥がして画像を確認しながら 
画角を調整してください。 

④取付金物を設置面に固定する 



　　　　図5-3 AXIS M5054 PTZの取付方法　※木板面に設置する場合 

⚠注意
●カメラの固定に用いるビスやアンカーは付属しておりません。 
●この設置方法は設置面の背面に手を入れることができることが前提となります。 
●使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚み、 
背面の状況に合わせて選定してください。 
※サンプルではM4トラスタッピングビス 32mmを使用
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。 
●レンズカバーの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。 

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

②取付金物を設置面にあてビスで固定する 
※木割れ防止のため固定に使用するネジ径より細い径
の下穴を開けることをお勧めいたします。 

③カメラを取付金物に固定し画角を調整して完了 
※設置後は保護フィルムを剥がしてください 
※画角調整は画像を確認しながら実施してください。 



　　　　　図5-4 AXIS M5054-PTZの取付方法　※ダクトレールフィクサーで設置する場合 

⚠注意
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うスペースを確保してください。 
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥がさないでください。 

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

②カメラをダクトレールフィクサーに取り付ける 
※ダクトレールに設置前に取り付ける 

③カメラをダクトレールに取り付ける 
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。 

設置する際はハ
ンドルを 
ロックの位置にす
ること 

TOKINA DR-31

AXIS M5054-PTZ

■取付キット一式



　　図5-5 AXIS M5054 PTZの取付方法　※フィクサーで設置する場合 

②設置面にフィクサーをあて墨出しをする。 
※固定穴〇印4か所 

①カメラ背面のSDカードスロットの 
蓋を開けてSDカードを挿入する 

③ボードアンカー及び通線口の墨を題して開口を開
ける。 
※ビスで固定する場合はこの作業は不要 

83.5mm
 

66
.7
m
m

 

④フィクサーを固定する 

⑤フィクサーにカメラを固定する 
※ハンドルを緩めてフィクサの黒色の 
ネジをフィクサー側から見て時計回りに回転させる。 

②時計回りに 
回転させる 

①ハンドルを 
解除状態にする 

⚠注意
●使用するアンカーやビスはカメラ設置面の材質や厚
み、背面の状況に合わせて選定してください。
※サンプルでは開脚式ボードアンカーを使用
● カメラ重量は170g
●フィクサー(WH-1)重量は0.26Kg
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行うス
ペースを確保してください。
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルムは剥
がさないでください。

①ハンドルを 
固定状態にする 

※カメラを固定後はハンドルを固定状態にする  ⑥カメラを設置する 
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。 



図5- AXIS M5054 PTZの取付方法　※単管パイプ

①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカー
ドを挿入する 

⚠注意
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行う
スペースを確保してください。 
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルム
は剥がさないでください。 

②フィクサーと単管クランプを重ねる  ③フィクサーとビームラックルをビスで固定する 
※〇印2か所 

※外側がフランジナット、カメラ側がセムスネジ  ④フィクサーにカメラを固定する 
※フィクサーの黒色ネジををフィクサー側か
ら見て時計回りに締めこむ 

黒色ネジを
回す 

⑤カメラを設置する 
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。 
 

AXIS M5054

M4フランジナットｘ2個 
M4セムスネジx2個 

TOKINA  
WH-31

■取付キット一式

単管クランプ 

セムスネジ フランジナット



図5-6 AXIS M5054 PTZの取付方法　※H/L/C鋼編 

①カメラ背面のSDカードスロットの蓋を開けてSDカー
ドを挿入する 

⚠注意
● カメラ重量は375g
● カメラの設置場所を決める際は画角調整を行う
スペースを確保してください。 
●レンズの保護のため、設置完了後までフィルム
は剥がさないでください。 

■取付キット一式

TOKINA  
WH-31AXIS M5054

ビームラックル　 

M4フランジナットｘ2個 
M4セムスネジx2個 

②フィクサーとビームラックルを 
重ねる 

③フィクサーとビームラックルをビスで固定する 
※〇印2か所 

※外側がフランジナット、カメラ側がセムスネジ 

フランジナットセムスネジ

④フィクサーにカメラを固定する 

黒色ネジを
回す 

⑤カメラを設置する 
※設置後は必ずフィルムを剥がしてください。 



（参考資料）

必要金具類
　 A B C D E
　 ELMO　CC-2/CC-2L AXIS　M1065L AXIS　M2025-LE AXIS　M3045-V AXIS　M5054 PTZ
　 直付け：天井・壁 OK 直付け：NG 直付け：天井・壁 OK 直付け：天井・壁 OK 直付け：天井OK、壁NG

1

①フィクサー
②CC-2用アダ
プター(ELMO
円盤に変更予
定)

①フィクサー

⑦ビームラッ
クルH・L・C形
鋼用　
SGA-11D

⑦ビームラッ
クルH・L・C形
鋼用　
SGA-11D

⑦ビームラッ
クルH・L・C形
鋼用　
SGA-11D
①フィクサー

2
⑤CC-2用マグ
ネット3点留
（組立あり）

⑦ビームラッ
クルH・L・C形
鋼用　
SGA-11D
①フィクサー

⑧単管クラン
プ（丸フランジ
付）KSTK-F

①フィクサー
⑩AXIS 
T94B01P

①フィクサー
※壁設置時

3
⑥CC-2用H鋼
金具

⑪ダクトレー
ルフィクサー　

⑨M2025用
ポールマウン
ト(SG-VK1、
ポール用バン
ドセット）

⑪ダクトレー
ルフィクサー
⑩AXIS 
T94B01P　

　
　⑪ダクトレー
ルフィクサー　

　

4

⑪ダクトレール
フィクサー
②CC-2用アダ
プター(ELMO
円盤に変更予
定)

①フィクサー
⑩AXIS 
T94B01P

　 　 　 　

5 　 　

⑪ダクトレー
ルフィクサー
⑩AXIS 
T94B01P　

　 　 　 　 　

金具 数量


