
FTS1-2
１．２台のＦＴＳ１のトークセットを、お使いのファイバリンクケーブルをお使い下さ
い。シングルモード、マルチモードのいずれのファイバでもお使い頂けます。

２．接続が完了しましたら、ヘッドセットをパネル上部のポートに接続し、電源を入れま
す。

３．ＦＴＳ１は自動で対になるトークセットを探し始めます。およそ３秒程度でコミュニ
ケーションリンクは確立されます。上部のランプが赤から緑に表示が切り替わりました
ら、ご利用頂けます。

４．音量は上部の調整ノブで簡単に調整できます。

表示ランプについて
緑の場合：リンクが完了しています。
赤の場合：リンクが依然確立されていません。
点滅：電池残量が少なくなっています。
消灯：電池が無くなった状態ですので、電池を交換して下さい。＊９Ｖ電池です。
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HiLiteは、ファイバの不具合箇所を検査する為に設計された赤色可視光源です。
注意：HiLiteはClassIIレーザー規格となります。絶対に光ポートを直接目視することはし
ないで下さい。

ケーブルの検査方法：
光ポートは2.5mmユニバーサルポートになっておりますので、２．５mmのフェルールを
用いた光コネクタを直接ポートに差し込むことができます。コネクタを挿入したら、本体
の中心のボタンを１秒間長押しすると、電源のオンオフの切替ができます。レーザーが出
射されると本体のランプが点灯します。検査対象のファイバを目視検査して下さい。

レーザーが照射されますので、照射されたビーム光を熟視しないで下さい。
CLASS 2 レーザー製品
波長：６５０nm
最大出力光レベル:1mW
パルスレート：２Hz、５０％DUTY
IEC６０８２５−１準拠：２００７−０３

電池の交換方法：
本体後部のネジを緩めて本体のカバーを外します。
＋と−の位置を確認して、新しい電池（単４電池）に交換して下さい。
カバーを閉じて、ネジを締めて下さい。
註：上記以外のメンテナンス箇所はHiLiteにはございません。
光ポートのクリーニング：弊社で取り扱いのメス用ワンクリッククリーナーを利用
するときれいにポート内部のフェルールを洗浄することができます。

The HiLite is a visible red laser source designed 
to troubleshoot faults on fiber optic cables.
Warning!  The HiLite is a registered Class II 
Laser Product. Never look directly into optical output.

Inspecting Cables
Note: Clean connectors on cables before connecting them to HiLite.

Attach the inspected cable to the 2.5 mm Universal adapter.
Press and hold (1 sec.) the On/Off button to turn on (red LED will illuminate).
Observe the inspected cable for faults.

HiLite — Visual Fault Identifier
LASER RADIATION

DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
WAVELENGTH: 650nm 
MAX OUTPUT: 1.0mw
PULSE RATE: 2Hz, 50% DUTY
IEC 60825-1: 2007-03

Replacing Battery
Remove the screw on the back side of the unit and pull the unit apart.
Place the battery in the unit ensuring that the [ + ] and [ – ] poles 
correspond with the poles that are printed in the compartment.
Replace the cover and tighten screw.

Note:  The HiLite contains no user serviceable parts. Except for changing 
batteries, this instrument must be returned to Noyes for repair. 

Cleaning Optical Output
Use lint-free optical cleaning wipes such as AFL FiberWipes and optical quality 
cleaning fluid such as AFL FCC2 connector cleaning fluid.

Specifications

Emitter type
Laser, Class II  FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11, 
IEC 60825-1:2007-03

Wavelength 650 nm ± 10 nm
Output power 1 mW (into single-mode fiber)
Power 1 AAA battery (16 hours typical)
Adapter 2.5 mm Universal

Available Adapters 
2900-50-0007MR 2.5 mm Universal adapter 1 with captivated sleeve
2900-50-0010MR 1.25 mm Universal adapter 2  with captivated sleeve

1 2.5 mm Universal adapter accepts SC, FC, ST, E2000, etc. ferrules.
2 1.25 mm Universal adapter accepts LC, MU, etc. ferrules.

Warranty
All Noyes products are warranted against defective material and workmanship 
for a period of one year from the date of shipment to the original customer. 
Any product found to be defective within the warranty period will be repaired 
or replaced by Noyes. 
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メンテナンスについて
光ファイバコネクタは、ホコリや汚れに非常に弱いので、コネクタは常に適切なコネクタ
クリーナーで洗浄してきれいな状態にして下さい。http://www.opto-works.co.jp/
productsinfields/one-cc.html
使用しない時には、必ず、コネクタキャップを被せるようにして下さい。

９Ｖの電池を交換する場合、ゴム保護ブーツから本体を取り外し、後部の電池ケースを開
き交換します。

保証について、
ＮＯＹＥＳ社の全ての製品はご購入頂いてから、１年間は製品保証対象となります。一年
以内に破損、修理が必要となりましたら、弊社までご連絡下さい。ただ、本体の自己修
理、改造、事故、不適切な使い方の為に生じた不具合においては、メーカーの保証対象外
になりますので、ご留意下さい。

製品仕様：

製品モデル ＦＴＳ１−２

レンジ＠２５Ｃ １７ｄＢ　ｔｙｐ.

ファイバタイプ マルチモード・シングルモード両方にて使用可能

波長 １３００ｎｍ

コネクタ ＳＴ，ＳＣ，ＦＣの何れかをご注文時にご選択頂けます。

動作温度範囲 ０～５０℃

保存温度 −２０℃～６０℃

相対湿度 ９０％　ＲＨ　（結露無きこと）

電源 ９Ｖアルカリ乾電池　ＡＣアダプタをオプションでご利用頂
けます。
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