
 

 

EXFO 社製 

FIP-435B (Wireless) 

クイックガイド 
【 第 5 版 】 

 
 

本製品の使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。 

本取扱説明書は英文取扱説明書の一部邦文訳ですが、全てにおいて英文取扱説明書

の補助手段としてご使用ください。 

危険ですので FIP 本体のコネクタポートを直接のぞかないで下さい。レーザー光が発信

されますので目に損傷を与える恐れがあります。 
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1 ソフトウェア 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

1. ソフトウェア 

FIP-435B(Wireless)は、Wi-Fi(無線)接続で光コネクタ端面の汚れを確認する端面検査プローブです。Wi-Fiを受信する

機器*1 で使用可能です。また、USB ケーブルを使用することで USB ポートが実装されている機器との有線接続も可能です。 

FIP-435B(Wireless)を使用するためにはソフトウェアのインストールが必要となります。 

*1： Wi-Fi を受信する機器(例) 

➢ PC 

➢ スマートフォン&タブレット(iOS / Android) 

 

1.1. パソコン用ソフトウェアのダウンロードとインストール 

パソコンで FIB-435B(Wireless)を使用するためには、ConnectorMax2(最新バージョン)のソフトウェアが必要です。

ConnectorMax2 のダウンロード方法とインストール手順を以下に示します。 

 

1.1.1. ダウンロード 

PC で使用する場合には、下記の手順でソフトウェアのダウンロードを実施してください 

(1) 下記、EXFO 社のホームページにアクセスします。 

http://www.exfo.com/ 

(2) EXFO 社のサイト表示後、『SUPPORT』をクリックします。(画面は異なる場合があります。) 

 

 

http://www.exfo.com/
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1 ソフトウェア 

 

 

(3) 『Download Software』をクリックします。 

 

 

(4) 『PC Software』 → 『PC(画像)』をクリックします。 
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1 ソフトウェア 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(5) 『ConnectorMax2』を検索して『Download Area』をクリックします。 

※ PC で使用可能なソフトウェアが全て表示されます。 

 

 

(6) EXFO のログインアカウントを入力し、『Login』をクリックします。EXFO のアカウントに登録されていない場合には、

『REGISTER』から登録してアカウントを作成します。 

※ アカウント登録は無料です。画面の指示に従って、メールアドレス等を入力します。 

 

 

アカウント登録の場合 
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1 ソフトウェア 

 

 

(7) 「ConnectorMax2」のダウンロード画面が表示されます。『Download』をクリックします。 

※ 『Readme』をクリックするとリリースノートを確認することができます。 

 

(8) ダウンロードが開始されます。ダウンロード速度、ファイル容量等により、時間が掛かる場合があります。ダウンロード完了後、

ソフトウェアのアップデート&インストールを行います。 
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1 ソフトウェア 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

1.1.2. インストール 

PC で使用する場合は、1.2.1 項でダウンロードしたソフトウェアをインストールする必要があります。スマートフォンで使用する場

合は、ダウンロードとインストールが同時に行われます。インストール手順を以下に示します。 

 

(1) ソフトウェアのダウンロード完了後、圧縮ファイルの為、ファイルを解凍します。 

 

(2) PC の仕様に合ったフォルダー内の「EXFO ConnectorMax2 3.11.msi」を実行します。 

 

 

<ダウンロードファイル> 

<解凍ファイル> 
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1 ソフトウェア 

 

(3) 画面の指示に従ってインストールを実行します。 

 

 

インストール中 

デスクトップ上にショートカット 

Install 
Next 

特に変更なし 

Next 

I 

インストール 

Finish 
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1 ソフトウェア 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

1.2. スマートフォン&タブレットのソフトウェアのダウンロードとインストール 

iOS の場合は APP Store、Android の場合は、Google Play Store から ConnectorMax2 Mobile(CMax2)のソ

フトウェアをダウンロード&インストールします。検索画面から「EXFO」、「ConnectorMax2」などのキーワードで検索できます。 

※ ConnectorMax2 Mobile は、無料です。 

 

 

(例) App Store 画面 
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2 FIP435B(Wireless)本体 

2. FIP435B(Wireless)本体 

FIP-435B 本体の機能を以下に示します。 

2.1. FIP435B(Wireless)プローブ概要 

 

 

状態 LED 

点灯状態 状態 備考 

青点滅 処理実行中  

赤点滅 プローブ問題発生時、オートフォーカスのタイムアウト、分析エラー  

青点灯 スタンバイ中  

赤点灯 分析結果が不合格  

緑点灯 分析結果が合格  

 

拡大ボタン 

キャプチャボタン 

状態 LED 

コネクタチップ 

フォーカス(手動) 

バッテリ LED 

Wi-Fi LED 

バッテリ 

Micro USB ポート 

電源ボタン 

MPO チップ 
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2 FIP435B(Wireless)本体 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

バッテリ LED 

点灯状態 状態 備考 

青点滅 充電中 USB 接続時 

青点灯 充電完了 USB 接続時 

赤点灯 充電エラー  

黄点滅 バッテリ温度異常のため、充電ができていない状態 USB 接続時 

黄 充電が少ない状態 USB 未接続時 

消灯 充電がない状態 USB 未接続時 

 

Wi-Fi LED 

点灯状態 状態 備考 

青点灯 スタンバイ中もしくは、Wi-Fi 出力中 正常状態 

赤点灯 Wi-Fi 出力エラー  

消灯 電源 OFF 時もしくは、プローブ初期化中  
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3 操作手順 

3. 操作手順 

3.1. 本体とパソコン/スマートフォン/タブレットの接続手順 

3.1.1. 本体とパソコンの接続 

(1) FIP-435B(Wireless)プローブの電源を ON にします。状態 LED と Wi-Fi LED が青点灯します。(充電している場

合は、バッテリ LED も点灯します。)  

※ 電源ボタンを 2~3 秒間押し続けると ON になります。 

 

(2) PCにインストールしたソフトウェア(ConnecorMax2)を起動します。PCにソフトウェアをインストール後、デスクトップ上に

ショートカットが作成されます。ショートカットから起動させます。(ショートカットが存在しない場合は、『スタート』→『すべ

てのプログラム』→『EXFO』→『ConnectorMax2』から起動させます。)  

 

 

電源ボタン 

状態 LED 

バッテリ LED 

Wi-Fi LED 

デスクトップ上のショートカットアイコン 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(3) FIP とパソコンの接続方法は、Wi-Fi 接続(無線)と USB 接続(有線)の 2 通りがあります。 

◆ Wi-Fi 接続(無線) 

A) ConnectorMax2 画面左側に Wi-Fi 出力中の FIP が表示されます。接続する FIP を選択します。 

B) 『Connect』をクリックします。 

C) FIP Firmware Update のメッセージが表示された場合は、『OK』をクリックします。 

Firmware Update 中は、FIP 本体の電源を OFF にしないでください。 

D) 自動的に Wi-Fi 経由で接続が完了します。 

 

 

Wi-Fi 出力中の FIP 

接続 

Firmware Update メッセージ 

接続完了：メイン画面 

Wi-Fi 接続時は 

と表示されます。 

< Wi-Fi 検出中 > 
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3 操作手順 

 

◆ USB 接続(有線) 

A) 付属の USB-Micro USB ケーブルを使用して、FIP 本体後ろにある Micro-USB ポートとパソコンを接続します。 

 

B) ConnectorMax2 画面左側に USB 接続中の FIP が表示されます。接続する FIP を選択します。 

C) 『Connect』をクリックします。 

D) FIP Firmware Update のメッセージが表示された場合は、『OK』をクリックします。 

Firmware Update 中は、FIP 本体の電源は、OFF にしないでください。また、PC との接続は切り離さないでくださ

い。 

E) 自動的に USB 経由で接続が完了します。 

 

 

<FIP 本体後ろ側> <パソコン> 

USB-Micro USB ケーブル 

USB 接続中の FIP 

接続 Firmware Update メッセージ 

接続完了：メイン画面 

Wi-Fi 接続時は 

と表示されます。 

< USB 接続検出中 > 

※ USB 接続中は、本体 Wi-Fi LED が消灯します。 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3.1.2. 本体とスマートフォン/タブレットの接続 

(1) FIP-435B(Wireless)プローブの電源を ON にします。状態 LED と Wi-Fi LED が青点灯します。(充電している場

合は、バッテリ LED も点灯します。)  

※ 電源ボタンを 2~3 秒間押し続けると ON になります。 

 

(2) スマートフォンで FIP から出力されている Wi-Fi に接続します。 

 

(3) CMax2Mobile アプリケーションを起動します。 

 

 

 

 

電源ボタン 

状態 LED 

バッテリ LED 

Wi-Fi LED 

接続 

型格 シリアル No. 

アイコン (iOS) Wi-Fi 接続時(iOS) Wi-Fi 未接続時(iOS) 
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3 操作手順 

3.2. SM/MM ファイバ測定(単芯) 

3.2.1. パソコン 

(1) FIP プローブと接続後、ConnectorMax2 ソフトウェアの設定を行います。 

A) FIP Controls の全ての自動機能にチェックを入れます。(手動操作する場合は対象の項目のチェックを外します。) 

B) Connectorで検査ファイバの Type を『Single Fiber Connector』を選択し、Tip を『Standard』を選択します。

Tip は、『LC APC』『E2000』も選択可能です。 

C) Main Menu の Test Config で合否判定基準を設定します。(ファイバータイプを変更すると自動的に標準の設定

に変更されます。) 

※ APC 研磨ファイバ(E2000 APC も含む)の場合は、TEST Config で APC を選択 

 

(2) プローブにファイバを接続して分析結果を待ちます。(全て自動で行われます。) 

 

自動機能設定(全ての項目にチェックを入れます。) 

⚫ Auto centering: 自動センタリング機能 

⚫ Auto focus: 自動フォーカス機能 

⚫ Auto capture: 自動キャプチャ機能 

⚫ Auto analysis: 自動分析機能 

ファイバータイプを選択します。 

⚫ Type：Single Fiber Connector 

⚫ Tip：Standard 

(LC APC, E2000 も選択可能) 

合否判定基準を設定 

自動解析中 

自動解析完了(合否判定) 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(3) 結果は以下のように表示されます。 

 

 

A: Core 

B: Cladding 

D: Contact 

合否判定結果 

ゾーン毎の詳細結果 

<Image タブ> 

<Resultsタブ> 

再 試 験 す る 場 合 は 、

『Live Video』をクリック 

<FIP 本体表示>：FIP 本体でも合否判定結果を確認できます。 

緑点灯：合格(Pass) 赤点灯：不合格(Fail) 青点灯：待機中 
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3 操作手順 

 

(4) 必要に応じて、結果を保存します。レポート保存とデータ保存の 2 通りの方法で保存可能です。 

➢ レポート保存：PDF、XML 保存し、パソコン上で表示可能。 

➢ データ保存：cmax2 形式保存し、ConnectorMax2 ソフトウェア上でのみ表示可能。 

 

 

<PDF、XML 保存> 

■ ファイル名の入力 

■ ファイル形式の選択 『保存』 

<cmax2 形式保存> 

ファイル名を入力して保存 

<保存した cmax2 形式ファイルの表示方法> 

ファイル選択してロード 

<PDF レポート> 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3.2.2. スマートフォン&タブレット端末 

(1) FIP とスマートフォン&タブレットが Wi-Fi 接続完了後、TEST CONFIGURATION を以下のように設定します。 

➢ CONNECTOR TYPE = Single Fiber Connector 

➢ TIP TYPE = Standard (LC APC、E2000 APC の選択可能) 

➢ SELECTED TEST CONIGURATION = 合否判定基準を選択 

※ APC 研磨ファイバ(E2000 APC も含む)の場合は、TEST CONFIGURATION で APC を選択 

 

(2) 測定画面が表示されない場合は、『Start Live Video』をタッチします。 

 

 

Connector Type 

TIP TYPE 

合否判定基準選択 
(SM/MM を選択します。) 

現在選択されている 
合否判定基準 

ファイバ未接続状態 ファイバ接続状態 

フォーカス 

バッテリ状態 

：充電中 

：充電残表示 
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3 操作手順 

 

 

 

 

(3) 測定を開始します。測定するファイバに合うチップを FIP に接続して、光ファイバと FIP を接続します。キャプチャ操作のみ

を手動で行います。以下の手順で行います。 

※ 自動キャプチャ、オートセーブは、設定が必要です。 

 

 

自動センタリング 

< 初期設定値 > 

初期状態は、以下の通りです。自動キャプチャ以外は、有効に設定してあります。 

タッチ 
自動フォーカス 
自動キャプチャ 
自動分析 
自動輝度調整 

※ 自動キャプチャも有効に設定した場合は、 
   ファイバを接続すると全て自動で行います。 

① 測定するファイバに合うチップを接続 

フォーカス 
緑：OK 

黄/赤：NG 

キャプチャボタン 

② フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す ③ 自動分析中 

※ 自動フォーカス設定のため、 
   基本的に自動でフォーカスが合います。 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

 

 

分析結果(合格) 分析結果(不合格) 

Pass(緑): 合格 

Fail(赤): 不合格 

※ 結果画面詳細 

『INSPECTION RESULT』をクリックするとゾーン毎の詳細結果が表示されます。詳細結果の Done で画像に戻ります。 

詳細結果 

<FIP 本体表示>：FIP 本体でも合否判定結果を確認できます。 

緑点灯：合格(Pass) 赤点灯：不合格(Fail) 青点灯：待機中 
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3 操作手順 

 

(4) 測定結果を保存/レポートにする場合は、以下の方法で行います。 

※ アプリケーションを閉じた後でも保存したデータを他のデバイスに送信することができます。 

 

 

(5) FIP とスマートフォン/タブレットの Wi-Fi 接続を解除します。 

FIP の電源を OFFする。もしくは、スマートフォン/タブレットの Wi-Fi を解除する。Wi-Fi解除後は、アプリケーションを閉じ

てしまって問題ありません。 

 

合否判定結果画面 

ファイル名設定 

データ保存 レポート作成 

レポート作成完了 

保存したデータ/レポート確認 

保存データ一覧 保存レポート一覧 

レポート作成 

データ/レポート確認 

データ保存後はアイコンが変わります 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3.3. MPO/MTP ファイバ測定(多芯) 

MPO/MTP ファイバ測定用チップの構成品一式および取り付け方法を以下に示します。 

 

 

< 構成品 > 

本体(FIP-435B) 

MPO/MPT 用チップ 

ノズル 

アダプタ 

< 取り付け手順 > 

① 本体に MPO/MTP 用チップを接続 

② MPO/MTP 用チップに測定ファイバ用のノズルを接続 

③ノズルの先端にアダプタを接続してファイバと接続 
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3 操作手順 

3.3.1. パソコン 

(1) FIP とパソコンが Wi-Fi 接続完了後、FIP Controls と Connector を以下のように設定します。 

 

(2) 測定を開始します。自動フォーカスと自動分析は初期状態で有効に設定してあるため、キャプチャ操作と測定端面の

移動操作のみ手動で行います。3 回に分けて全ての端面をキャプチャします。以下の手順で行います。 

 

 

Auto focus、Auto analysis の両方に

チェックを入れる。 

➢ Type: Multiple Fiber Connector 
➢ Subtype: MPO/MTP 
➢ Orientation: Key Up 

➢ Fiber config: 測定するタイプを選択 

① MPO/MTP チップのレバーが左端の状態 ② フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(1 回目) 

キャプチャボタン 

フォーカス 
緑：OK 

赤/黄：NG 

④ キャプチャ完了後、1 回引く 

ズレル 

引く 

左端部分 

1 回目 

③ キャプチャ中(1 回目) 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

 

 

⑤ フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(2 回目) 

⑦ キャプチャ完了後、1 回引く 

ズレル 

⑧ フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(3 回目) 

引く 

中央部分 

左端部分 

2 回目 

⑥ キャプチャ中(2 回目) 

3 回目 

⑨ キャプチャ中(3 回目) 

⑩ キャプチャ端面を自動で個々に表示中 ⑪ 各端面を自動分析中 

⑪ 全端面を分析完了 

< 注意 > 

全ての端面が正常に取得できていない場合は、分析を行う前にエラーメッ

セージが表示されます。エラーメッセージが表示された場合は、①から再度

実施してください。 



 

25 FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3 操作手順 

 

 

 

< 合否判定結果 (Image) > 

< 合否判定結果 (Results) > 

全体の合否判定結果 

(Pass:合格, Fail:不合格) 

選択した端面の画像 

各端面の合否判定結果 

選択すると画像が切り替わります。 

選択した端面の詳細表示 

合否判定基準値 

端面選択 

<FIP 本体表示>：FIP 本体でも合否判定結果を確認できます。 

緑点灯：合格(Pass) 赤点灯：不合格(Fail) 青点灯：待機中 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(3) 測定結果をレポートに出力することができます。また、測定データを保存することもできます。 

 

 

レポート作成 

(pdf か xml 形式) 

データ保存 

(.cmax2 形式) 

< レポート > 



 

27 FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3 操作手順 

 

(4) FIPとパソコンの Wi-Fi接続を解除するため、Connectionタブから『Disconnect』をクリックします。USB接続の場合

も同様です。 

 

 

< Wi-Fi 接続時 > < USB 接続時 > 

Disconnect Disconnect 

< 注意 > 

Wi-Fi 接続の場合は、Disconnection をクリックしてもパソコンと FIP は Wi-Fi で接続中です。 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

3.3.2. スマートフォン＆タブレット端末 

(1) FIP とスマートフォン&タブレットが Wi-Fi 接続完了後、TEST CONFIGURATION を以下のように設定します。 

➢ CONNECTOR TYPE = Multiple Fiber Connector 

➢ CONNECTOR SUBTYPE = MPO/MTP 

➢ CONNECTOR KEY ORIENTATION = Key Up 

➢ FIBER CONFIGURATION = 測定するファイバを選択 

➢ SELECTED TEST CONFIGURATION = 合否判定基準を選択 

 

(2) 測定画面が表示されていない場合は、『Start Live Video』をタッチします。 

 

 

Connector Type 

Connector Subtype 

Connector Key Orientation 

Fiber Configuration 

ファイバ未接続状態 ファイバ接続状態 
フォーカス 

フォーカス 

バッテリ状態 

：充電中 

：充電残表示 
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3 操作手順 

 

 

 

タッチ 

<初期設定値 > 

自動フォーカス 

自動分析 

初期状態で自動フォーカスと自動分析は有効に設定してあります。 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(3) 測定を開始します。自動フォーカスと自動分析は初期状態で有効に設定してあるため、キャプチャ操作と測定端面の

移動操作のみ手動で行います。3 回に分けて全ての端面をキャプチャします。以下の手順で行います。 

 

 

① MPO/MTP チップのレバーが左端の状態 ② フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(1 回目) 

キャプチャボタン 

フォーカス 
緑：OK 

赤/黄：NG 

③ キャプチャ中(1 回目) 

④ キャプチャ完了後、1 回引く ⑤ フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(2 回目) 

ズレル 

⑥ キャプチャ中(2 回目) ⑦ キャプチャ完了後、1 回引く 

ズレル 

⑧ フォーカス確認後、キャプチャボタンを押す。(3 回目) ⑨ キャプチャ中(3 回目) 

引く 

引く 
中央部分 

左端部分 

左端部分 
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3 操作手順 

 

 

 

⑩ キャプチャした端面を自動で個々に表示中 ⑪ 各端面を自動分析中 ⑫ 全端面の分析完了 

各端面の合否判定結果 

選択すると画像が切り替わります。 

選択した端面の画像 

全体の合否判定結果 
詳細結果へ 

合否判定結果 詳細結果表示 

戻る 

選択した端面の
詳細表示 

<FIP 本体表示>：FIP 本体でも合否判定結果を確認できます。 

緑点灯：合格(Pass) 赤点灯：不合格(Fail) 青点灯：待機中 
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3 操作手順 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

 

(4) 測定結果をレポートに出力することができます。また、測定データを保存することもできます。 

 

(5) FIP とスマートフォン/タブレットの Wi-Fi 接続を解除します。 

FIP の電源を OFF する。もしくは、スマートフォン/タブレットの Wi-Fi を解除する。Wi-Fi 解除後は、アプリケーションを

閉じてしまって問題ありません。 

 

合否判定結果画面 

ファイル名設定 

データ保存 レポート作成 

レポート作成中 レポート作成完了 

保存したデータ/レポート確認 

保存データ一覧 保存レポート一覧 

レポート作成 

データ/レポート確認 

データ保存後はアイコンが変わります 
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3 操作手順 

 

(6) 保存したデータ/レポートは、Wi-Fi 未接続状態でも確認が可能です。また、保存したデータ/レポートは転送/削除が

可能です。 

 

① Result をタッチ ② データ/レポート確認アイコンをタッチ ③ 確認したい結果をタッチ 

データ レポート 

<データ/レポートの削除方法 1> 
① 上部のアイコンをタッチ ② 削除するデータを選択して、ごみ箱をタッチ 

<データ/レポートの削除方法 2> 
① 削除したいデータを横にスライドして Delete をタッチ 

<データ/レポートの転送方法 1> 

① 上部のアイコンをタッチ ② 転送するデータを選択して、 
   転送アイコンをタッチ 

③ データ形式を選択後、 
   メールなどで転送します。 

<データ/レポートの転送方法 2> 
① 転送したいデータを横にスライドして 
   Share をタッチ。 
   あとは転送方法 1 と同様です。 
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4 その他の機能 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

4. その他の機能 

4.1. オートセーブ機能 

4.1.1. パソコン 

 

 

User Preference 

① Never:自動保存しない 

② Only when status is PASS:合格時のみ保存 

③ Only when status is FAIL:不合格時のみ保存 

④ Always:キャプチャデータを全て保存 

General 
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4 その他の機能 

4.1.2. スマートフォン＆タブレット端末 

 

 

■オートセーブ機能 

① Always：キャプチャデータを全て保存 

② If result is FAIL：不合格時のみ保存 

③ If result is PASS：合格時のみ保存 

④ Never：自動保存しない 
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4 その他の機能 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

4.2. ファイル名の設定とレポート情報の設定 

4.2.1. パソコン 

 

 

Identification 

インクリメント設定 

ファイル名の設定 

User Preferences 

Report 

レポート表示選択 
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4 その他の機能 

4.2.2. スマートフォン＆タブレット端末 

 

 

現在のファイル名 

設定されたファイル名 

設定するファイル名 

カスタムファイル名 

セパレータ文字設定 

レポートに記載される情
報設定 

インクリメント設定 
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4 その他の機能 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

4.3. 合否判定基準の選択/設定 

4.3.1. パソコン 

 

 

Test Config 

測定ファイバ Type を選択後、合否判定基
準値を選択します。 

合否判定基準値 

Details:詳細を確認できます 

Duplicate:選択した基準値のコピーを作成できます 
※ コピーした基準値は、Details で基準値をカスタマイズできます。 
   (パソコンのみの機能です) 
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4 その他の機能 

4.3.2. スマートフォン＆タブレット端末 

 

 

合否判定基準を選択 

現在の設定値 
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5 仕様 

 

FIP-435B (Wireless): クイックガイド 

5. 仕様 

No. 項目 仕様 

1 大きさ(H×W×D) 55mm×39mm×207mm 

2 質量 0.3kg 

3 分解能 0.55μm 

4 カメラセンサー 5 メガピクセル CMOS 

5 視覚検出能力 < １μm 

6 表示フィールド 大：304μm×304μm 

中：608μm×608μm 

小：912μm×912μm 

7 光源 ブルーLED 

8 照明技術 同軸 

9 デジタル倍率 3 レベル 

10 コネクタ Micro USB 

11 接続 Wi-Fi 802.11g 

12 周波数バンド 2.4GHｚ 

13 OS バージョン Android: 4.2 以上、iOS: 8.1 以上 

14 電源 バッテリ内蔵 

15 使用時間 FIP-425B: ≧10 時間 

FIP-435B: ≧8 時間 

16 充電時間 ≦4 時間 

17 接続範囲 2.5m 

動作環境 

18 温度 (操作時) バッテリ使用時: -10℃~ 40℃ 

USB アダプタ接続時: 0℃ ~ 40℃ 

19 温度 (保管時) バッテリなし: -40℃ ~ 70℃ 

バッテリあり: -20° ~ 60℃ 

20 湿度 プローブ本体: 0% ~ 95% (結露しないこと) 

USB アダプタ(保管): 0% ~ 95% (結露しないこと) 

USB アダプタ(操作): 8% ~ 90% 
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【 製造元 】 
EXFO Inc. 

【 販売元 】 
原田産業株式会社  AIF チーム 

Tel：03-3213-8391 / Fax：03-3213-8399 
URL：http://infocom.haradacorp.co.jp 
E-Mail：sales-info@haradacorp.co.jp 


