
RICOH NV-10A

日本語
ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使い
ください。本書をすぐに利用できるように保管してください。

安全上のご注意
表示について
本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただ
き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた
めに、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。

表示の例

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

危険

警告

注意

1 ストラップの取り付け
1 付属のストラップを取り付ける

2 メモリーカードをセットする
市販の SD メモリーカードまたは SDHC メモリーカードを用意し
てください。

1 メモリーカードスロットカバーのツメを起こし、OPEN の方向
に回す
メモリーカードスロットカバーが開きます。

2 メモリーカードの向きに注意し、「カチッ」と音がするまでメモ
リーカードを挿入する

取り出すときは、メモリーカードをさらに押し込みます。

3 メモリーカードスロットカバーを閉じ、ツメを OPEN と反対方
向に回してからツメを倒す

3 電池をセットする
本製品には専用のリチャージャブルバッテリー BT-10 をご使用く
ださい。BT-10 を充電する場合は、専用の充電器 BC-10 をご使用
ください。

1 充電器で電池を充電する
充電中は充電器のインジケーターが緑色に点灯します。
インジケーターが消灯したら、充電が完了です。

2 充電器から電池を取り出す

3 バッテリーカバーのツメを起こし、OPEN の方向に回す

バッテリーカバーが開きます。

4 電池を挿入する
電池側面でロックツメを押しながら奥まで入れます。

取り出すときは、ロックツメを押してずらします。

5 バッテリーカバーを閉じ、ツメを OPEN と反対方向に回してか
らツメを倒す

4 電源を入れる

1 電源スイッチを押す

5 日時を設定する

1 ファンクションボタンで日時を変更する

2 MENU ボタンで確定する

6 眼幅と視度を調整する

1 眼幅調整ダイヤルを回して眼の幅を調整する

2 視度調整ダイヤルを回して視度を調整する
画像が左右それぞれはっきりと見えるように調整します。

7 使ってみる

1 ズームダイヤルで大きさを調整する

2 フォーカスダイヤルで焦点を合わせる

3 STILL ボタンまたは REC ボタンを押す
静止画は STILL ボタンを押します。
動画は REC ボタンで撮影が開始し、もう一度押すと撮影が終
了します。

主な仕様

*1 時間は当社の測定基準による目安であり、使用条件により変わ
ります。

*2 SDHC ロゴは、SD-3,LLC. の商標です。

電波障害について
他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影
響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがあ
る場合、雑音が入ることがあります。その場合は、以下のようにし
てください。
･ テレビやラジオなどからできるだけ離す
･ テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
･ コンセントを別にする

お手入れと使用／保管場所について

お手入れ
･ レンズに指紋や汚れが付くと、画質が悪くなることがありますの

で、ご注意ください。
･ レンズにゴミや汚れが付いたときは、直接手を触れず市販のブロ

アーで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
･ 海辺や薬品を使う場所で使用した後は、特に入念に拭いてくださ

い。
･ 万一本製品の具合が悪いときは、問い合わせ先にご相談くださ

い。
･ 危険ですから絶対にご自分で分解しないでください。
･ シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでく

ださい。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

使用／保管場所について
･ 以下のような場所での使用および保管は、本製品の故障の原因に

なりますので避けてください。
･ 砂、ほこり、ちりの多い場所
･ 振動の激しいところ
･ 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触する

ところ
･ 強い磁場の発生するところ（モニター、トランス、磁石のそば

など）
･ 長時間本製品をご使用にならないときは、電池を取り出して保管

してください。
･ 本製品に水が入らないようご注意ください。
･ ストラップ取り付け部横にあるコネクタ、及びメモリーカードス

ロット横にあるコネクタは、現時点でご使用できないため触れな
いようご注意ください。

お手入れ時のご注意
･ 必ず電源をオフにしてください。
･ 電池を取り外して、お手入れしてください。

保証について
1. 本製品が万一故障した場合はご購入日から満1 年間無料修理い

たしますので、リコー問い合わせ先にお申し出ください。また、
当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって一部ご
負担いただく場合があります。

2. 以下の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
(1) 使用上の誤り（使用説明書以外の誤操作など）により生じ

た故障
(2) 当社の指定する修理取り扱い所以外で行われた修理、改造、

分解掃除などによる故障
(3) 火災、天災、地変、落雷、異常電圧などによる故障
(4) 使用上の誤りによる浸水、落下、泥、砂等により生じた故障
(5) 保管上の不備（使用説明書に記載）や手入れの不備などに

よる故障
3. 保証の対象となる部分は本体のみでストラップなどの付属品類

および本製品に付帯している消耗品類（電池類）は保証の対象
とはなりません。

4. 本製品の故障に起因する付随的損害（記録・再生に要した諸費
用および、記録・再生により得べかりし利益の損失など）につ
いては補償しかねます。

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。
RICOH CO.,LTD.
本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。

リコー問い合わせ先
http://www.ricoh.co.jp/fa_security/
お問い合わせ先（直通電話）045-474-7803
お問い合わせ先（FAX）045-477-1866

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
〒 222-8530　神奈川県横浜市港北区新横浜 3-2-3
受付時間：9～12時、13～17時（土日・祝祭日・弊社休業日を除く）
※ 受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場
合があります。あらかじめご了承ください。

株式会社リコー
〒 104-8222　東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル
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使用説明書
RICOH Enhanced Binoculars
User's Guide

危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が差し
迫って発生する可能性がある内容を示してい
ます。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ
れる内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性が想定される内容お
よび物的損害のみの発生が想定される内容を
示しています。

記号は行為を強制したり指示する内容を告げるも

のです。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

の中に具体的な禁止内容が描かれています。

 ●表示例

意味：接触禁止　 意味：分解禁止

･ 本製品を分解、修理、改造しないでください。

･ 電池は、弊社専用充電器で充電してください。また、
本製品以外にはご使用にならないでください。

･ 異臭、発煙、過熱などの異常が発生したときは、す
ぐに使用をやめてください。修理は、リコー問い合
わせ先にご依頼ください。

･ 電池が漏液して液が目に入ったときには、こすらず
にすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った
後、直ちに医師の治療を受けてください。

･ 万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異
常状態がみられる場合は、すぐに電源を切ってくだ
さい。感電や火傷に注意しながら速やかに電池を取
り外してください。そして問い合わせ先に連絡して
ください。機械が故障したり不具合のまま使用し続
けないでください。

･ 万一、機械内部に異物（金属、水、液体など）が入っ
た場合は、すぐに電源を切ってください。感電や火
傷に注意しながら速やかに電池とメモリーカードを
取り出してください。そして問い合わせ先に連絡し
てください。機械が故障したり不具合のまま使用し
続けないでください。

･ この製品で使用している電池や SD メモリーカード
を誤って飲み込むことがないよう、特に幼児・子供
の手の届かないところに置いてください。万一飲み
込んだ場合は、人体に有害です。直ちに医師と相談
してください。

･ この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しない
でください。幼児・子供には「安全上のご注意」の
内容が理解できずに事故発生の原因となります。

･ 落下や損傷により内部が露出したときは、内部には
手を触れないでください。火傷に注意しながら速や
かに電池を取り出してください。破損したときは、
問い合わせ先に連絡してください。

･ 引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近
くで使用しないでください。爆発や火災、火傷の原
因となります。

･ 航空機の中など、使用が制限または禁止されている
場所では使用しないでください。事故等の原因とな
ります。

･ 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでくだ
さい。火災や感電の原因になります。

･ 太陽を直接見ないでください。失明の原因になりま
す。

･ お手入れの際は、スイッチを切ってください。

･ 接眼レンズを太陽に向けて、長時間放置しないでく
ださい。

各部の名称

ファンクションボタン

視度調整ダイヤル

PAIR ボタン
STB. ボタン

PLAY ボタンMENU ボタン

DISP. ボタン

バッテリーカバー

対物レンズ

メモリーカード
スロットカバー

フォーカスダイヤル

STILL ボタン

眼幅調整ダイヤル

電源 LED ランプ

電源スイッチ

REC ボタン

ズームダイヤル

ファインダー

ボタンの機能（別紙の機能ガイドとあわせてご参照ください）

※ 被写体の状況によって効果が十分に発揮できないことがあります。

MENU ボタン メモリーカードのフォーマットや日時設定、ファームアップなどを行うためのメニュー
画面を表示します。

ファンクションボタン カーソルを移動します。キーで露出補正を行います。

DISP. ボタン 情報表示を切り替えます。

PAIR ボタン ※ 大気障害を除去します。
押すたびに、D1、D2、N1、N2 と切り替わります。更にもう１回押すと OFF になりま
す。ファンクションボタンの キーで輝度部に合わせて強調領域の選択ができます。

STB. ボタン ※ 手ブレを抑えます。
押すたびに、S1、S2、S3 と切り替わります。更にもう１回押すと OFF になります。
手ブレ補正効果が大きいほど、視野角が狭くなります。

上面

下面

正面

1

2

システム方式 センサー入力映像の EVF による 2D 双眼出力

出力波長 カラー／モノクロ

撮像系 センサー 1/3" カラー CMOS センサー
D/N フィルター切替機能

撮像レンズ 焦点距離 75 ～ 150mm

F 値 F 2.8 ～ 3.5

手動ズーム
手動フォーカス
自動絞りユニット

（DC アイリス ND 付）

短撮影
距離

5m

接眼系 表示パネル 有機 EL
パネル

0.39 型

画素数 800×600（有
効 720×480）

アイレリーフ 20mm（-4 ～ +2Dptr 視度調
整付）

眼幅調整範囲 手動（眼幅 62 ～ 72mm）

双眼鏡倍率 約 6.6 ～ 13.2 倍

見掛視界 D：29.6°、H：24.6°、V：16.4°

大きさ D 225×W 166×H 83mm

出力 SD（SDHC 対応）インターフェース ×1、
Write Once メモリカード

映像フォー
マット

動画 Motion JPEG（720×480、
30fps、音声なし）

静止画 JPEG（720×480）

機能 大気障害除去、暗視、
手ブレ補正（電子式）、日付設定、
GPS（現在地緯度経度）、方位（電子コンパス）、
強調領域選択、露出補正、
ディスプレイ明るさ調整、電源 LED 消灯

防塵性／防水
性

IP64

電源 電池 BT-10、充電器 BC-10

使用環境 -10 ～＋ 50 ℃

電池駆動時間 常温連続 200 分以上／ 1 回充電

重量 約 1315 g（本体のみ）

付属品 NV-10A ネックストラップ、
使用説明書

NV-10A KIT ネックストラップ、使用説明
書、電池（BT-10）、充電器

（BC-10）

オプション
（別売）

電池（BT-10）、充電器（BC-10）

この装置は、クラス Ａ 情報技術装置です。この装置を家庭環境
で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合に
は使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A
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English
Thoroughly read this user's guide before use to ensure the correct 
use of the Binoculars.  Be sure to keep this user's guide close at 
hand for future reference. 

Safety Precautions
Warning Symbols
Various symbols are used throughout this instruction manual and 
on the product to prevent physical harm to you or other people and 
damage to property.  The symbols and their meanings are 
explained below.

Sample Warnings

Observe the following precautions to ensure safe use of this 
product.

Danger

Warning

Caution

1 Attaching the strap

1 Attach the included strap. 

2 Inserting the memory card
Prepare a commercially available SD or SDHC memory card to 
use. 
1 Push the tab on the memory card slot cover up and turn it 

to the OPEN position. 
The memory card slot cover will then open. 

2 Insert the memory card into the slot, making sure to orient 
it correctly, and then push it in until it clicks into place. 

To eject the memory card, push on it, and it should pop out on 
its own. 

3 To close the memory card slot cover, turn the tab in the 
direction opposite from OPEN and then push the tab down. 

3 Inserting the battery
Use the dedicated rechargeable battery BT-10 with this product.  
Use the dedicated battery charger BC-10 designed for use with the 
BT-10 battery to charge the BT-10 battery. 
1 Charge the battery using the battery charger

The indicator light on the charger will light up green while the 
battery is charging. 
The indicator light will go out once the battery has finished 
charging. 

2 Remove the battery from the charger. 
3 Push the tab on the battery cover upward and turn it to the 

OPEN position. 

The battery cover will then open. 

4 Insert the battery. 
Insert the battery all the way into the slot while pushing down on 
the lock tab on the side. 

To remove the battery, push down on the lock tab and slide the 
battery out. 

5 To close the battery cover, turn the tab in the direction 
opposite from OPEN and then push the tab down. 

4 Turning on the power

1 Turn the power switch on. 

5 Setting the date and time

1 Use the function buttons to set the date and time to the 
correct settings. 

2 Press the MENU button to confirm the settings. 

6 Adjusting the eye interval and diopter

1 Turn the eye interval adj. dial to adjust the interval between 
the eyes. 

2 Turn the diopter adj. dial to adjust the diopter.  
Adjust until the image is clear on both sides. 

7 Try using the Binoculars

1 Use the zoom dial to change the size of the subject being 
viewed. 

2 Use the focus dial to adjust the focus. 
3 Try pressing the STILL button or REC button. 

Press the STILL button to capture a still image. 
Press the REC button to start recording a movie. Press it again 
to stop recording. 

Main Specifications

*1 The time given is merely an estimate based on RICOH 
measurement standards. The actual time may vary depending 
on usage conditions.

*2 The SDHC logo is a registered trademark of SD-3, LLC.

Radio interference
Operating this product in the vicinity of other electronic equipment 
may adversely affect both the binoculars and the other device. 
Interference is particularly likely if the product is used in close 
proximity to a radio/TV receiver. In such cases, take the following 
measures:
• Keep the product as far away as possible from the radio/TV 

receiver
• Reorient the antenna of the radio/TV receiver
• Use a different wall outlet

Care and Storage
Caring
• Image quality can be affected by fingerprints and other foreign 

matter on the lens. Avoid touching the lens with your fingers.
• Remove dust or lint with a blower from a camera supply store, or 

gently clean the lens with a soft, dry cloth.
• Clean the product thoroughly after using it at the beach or 

handling cosmetics. 

• In the unlikely event of malfunction, visit the service center.
• Do not disassemble.
• Do not expose the product to volatile substances such as paint 

thinner, benzene, or pesticides.  Failure to observe this 
precaution could result in damage to the product or its finish. 

Storage
• Do not store the product where it will be exposed to:

• large changes in temperature or humidity, dust, dirt, or sand
• severe vibration
• prolonged contact with chemicals, including mothballs and 

other insect repellent, or with vinyl or rubber products
• strong magnetic fields (for example, in the vicinity of a monitor, 

transformer, or magnet)
• Remove the batteries if the product will be left unused for a long 

period of time.
• Do not allow the Binoculars to be splashed with, submerged in, 

or otherwise subjected to water. 
• Do not touch the connector on the side near the strap eyelet or 

the connector on the side of the memory card slot as they cannot 
be used at the current time. 

Before Cleaning
• Turn the switch off.
• Remove the battery.

Warranty Policy
(There is no warranty card included with this product.)
1. All RICOH products purchased through authorized bona fide 

photographic distribution channels are guaranteed against 
defects of material or workmanship for a period of twelve 
months from the date of purchase. Service will be rendered, and 
defective parts will be replaced, without cost to you within that 
period, provided the equipment does not show evidence of 
impact, sand or liquid damage, mishandling, tampering, battery 
or chemical corrosion, operation contrary to operating 
instructions, or modification by an unauthorized repair shop. 
The manufacturer or its authorized representatives shall not be 
liable for any repair or alterations except those made with its 
written consent and shall not be liable for damages from delay 
or loss of use or from other indirect or consequential damages 
of any kind, whether caused by defective material or 
workmanship or otherwise; and it is expressly agreed that the 
liability of the manufacturer or its representatives under all 
guarantees or warranties, whether expressed or implied, is 
strictly limited to the replacement of parts as hereinbefore 
provided. No refunds will be made on repairs by nonauthorized 
RICOH service facilities.

2. Procedure During 12-month Warranty Period
(1) Any RICOH product that proves defective during the 12-

month warranty period should be returned to the dealer from 
which you purchased the equipment or to the manufacturer.
For the customers in the European countries and in 
England, the repair service for two years is guaranteed.

(2) If there are no representatives of the manufacturer in your 
country, send the equipment to the manufacturer, with 
postage prepaid.

(3) In such cases, it will take a considerable length of time 
before the equipment can be returned to you owing to the 
complicated customs procedures required.

(4) If the equipment is covered by warranty, repairs will be 
made and parts replaced free of charge, and the equipment 
will be returned to you upon completion of servicing.

(5) If the equipment is not covered by warranty, regular charges 
of the manufacturer or of its representatives will apply. 

3. Shipping charges are to be borne by the owner.
4. If your RICOH  was purchased outside of the country where you 

wish to have it serviced during the warranty period, regular 
handling and servicing fees may be charged by the 
manufacturer’s representatives in that country. Notwithstanding 
this, your RICOH returned to the manufacturer will be serviced 
free of charge according to this procedure and warranty policy. 
In any case, however, shipping charges and customs clearance 
fees are to be borne by the sender. To prove the date of your 
purchase when required, please keep the receipt or bills 
covering the purchase of your equipment for at least a year.
Before sending your equipment for servicing, please make sure 
that you are sending it to the manufacturer’s authorized 
representatives or their approved repair shops, unless you are 
sending it directly to the manufacturer. Always obtain a 
quotation for the service charge, and only after you accept the 
quoted service charge, instruct the service station to proceed 
with the servicing. 

This publication may not be reproduced in whole or in part without 
RICOH’s express written permission. 
RICOH CO., LTD. 
RICOH Co,. Ltd. reserves the right to change the contents of this 
document at any time without prior notice. 

For more information, visit: 
http://www.ricoh.com/fa_security/support/contact/
For inquiries (Direct line): +81-45-474-7803
For inquiries (FAX): +81-45-477-1866

RICOH Industrial Solutions Inc.
3-2-3, Shin-yokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 
222-8530 JAPAN
Business hours: 9 a.m. to 12 p.m., 1 p.m. to 5 p.m. (Closed Sat., 
Sun., National Holidays, and Company Holidays)
* The listed services and other details including scheduled 
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Danger
This symbol indicates matters that may lead to 
imminent risk of death or serious injury if 
ignored or incorrectly handled. 

Warning
This symbol indicates matters that may lead to 
death or serious injury if ignored or incorrectly 
handled. 

Caution
This symbol indicates matters that may lead to 
injury or physical damage if ignored or 
incorrectly handled.

 The symbol alerts you to actions that must be 
performed.

 The symbol alerts you to prohibited actions.

 The symbol may be combined with other symbols 
to indicate that a specific action is prohibited.

  Sample Warnings

 Do not touch      Do not disassemble 

• Do not attempt to disassemble, repair or alter the 
equipment yourself.

• Do not charge the battery with a charger from 
another manufacturer.  Also, do not use the battery 
with any other products. 

• Discontinue use immediately in the event of 
abnormalities such as smoke, unusual odors, or 
excessive heat being emitted.  Contact your nearest 
dealer or service center for repair.

• If the battery fluid leaks and gets into your eyes, 
immediately wash your eyes thoroughly with tap 
water or other clean water without rubbing, and seek 
medical attention immediately. 

• Turn off the power immediately in the event of 
abnormalities such as smoke or unusual odors 
being emitted.  Remove the battery as soon as 
possible, being careful to avoid electric shocks or 
burns. If you are drawing power from an electrical 
outlet, be sure to unplug the power cord from the 
outlet to avoid fire or electrical hazards.  Contact the 
nearest service center at your earliest convenience 
for assistance.  Discontinue use of the equipment 
immediately if it is malfunctioning.

• Turn off the power immediately if any metallic object, 
water, liquid or other foreign object gets into the 
product.  Remove the battery and memory card as 
soon as possible, being careful to avoid electric 
shocks or burns. If you are drawing power from an 
electrical outlet, be sure to unplug the power cord 
from the outlet to avoid fire or electrical hazards.  
Contact the nearest service center at your earliest 
convenience for assistance.  Discontinue use of the 
equipment immediately if it is malfunctioning.

• Keep the battery and SD memory card used in this 
equipment out of the reach of children to prevent 
accidental ingestion.  Consumption is harmful to 
human beings.  If swallowed, seek medical 
assistance immediately.

• Keep the Binoculars out of the reach of infants and 
other small children.  Infants and other small 
children could become injured if they attempt to use 
this product as they are too young to comprehend 
the Safety Precautions properly. 

• Do not touch the internal components of the 
equipment if they become exposed as a result of 
being dropped or damaged. Remove the battery as 
soon as possible, being careful to avoid burns. If 
you are drawing power from an electrical outlet, be 
sure to unplug the power cord from the outlet to 
avoid fire or electrical hazards.  Contact the nearest 
service center at your earliest convenience for 
assistance should the product become damaged. 

• Do not use the equipment near flammable gases, 
gasoline, benzene, paint thinner or similar 
substances.  Such substances could cause 
explosions, fire or burns to occur. 

• Do not use the equipment in locations where usage 
is restricted or prohibited such as inside airplane 
cabins.  Use of the product in such environments 
may lead to disasters or accidents. 

• Do not attempt to use a power supply other than the 
one indicated for this product.  Use of a different 
power supply may cause fire or electric shock. 

• Do not use the Binoculars to look directly at the sun.  
Looking at the sun through binoculars could cause a 
loss of eyesight. 

• Turn off power before cleaning. 

• Do not point the eyepiece toward the sun for long 
periods of time. 

Part Names

Function buttons

Diopter adj. dial

PAIR button
STB. button

PLAY buttonMENU button

DISP. button

Battery cover

Objective lens

Memory card 
slot cover

Focus dial

STILL button

Eye interval adj. dial

Power LED lamp

Power switch

REC button

Zoom dial

Viewfinder

Button Functions (Refer to the attached Function Guide for further details.)

* Depending on the subject and related conditions, not enough effect may be achieved in some cases to produce an adequate image. 

MENU button Displays the MENU screen from which you can format the memory card, set the date and time, 
update the firmware, and perform other tasks. 

Function buttons Move the cursor. Use the ▲▼ keys to perform exposure compensation.

DISP. button Toggles the information display. 

PAIR button * Removes atmospheric interference. 
Pressing the button repeatedly toggles the setting between D1, D2, N1, and N2. Pressing the button 
once more turns the function OFF. Use the ◄► keys of the function buttons to select the 
emphasized area function according to the bright sections.

STB. button * Stabilizes images to reduce the effects of vibration. 
Pressing the button repeatedly toggles the setting between S1, S2, and S3. Pressing the button once 
more turns the function OFF.
The stronger the effects of image stabilization, the more reduced the field of view.

Top view

Bottom view

Side view

1

2

System format 2D binocular output from the EVF for the input 
sensor image

Output 
wavelength

Color/Monochrome

Imaging 
system

Sensor 1/3" color CMOS sensor 
With D/N filter toggle function

Imaging lens Focal length 75 mm to 
150 mm

Aperture f/2.8 to f/3.5

Manual zoom
Manual focus
Auto iris unit
(With DC iris ND)

Min. 
shooting 
distance

5 m

Eyepiece 
system

Display panel Organic EL 
panel

0.39-in.

No. of pixels 800 × 600 
(Effective 
pixels: 720 × 
480)

Eye relief 20 mm (with -4 to +2 Dptr 
diopter adj.)

Eye interval 
adj. range

Manual (Eye interval: 62 mm 
to 72 mm)

Binocular 
magnification

Approx. 6.6× to 13.2×*

Apparent field 
of vision

D: 29.6 and above, H: 24.6 and above, 
V: 16.4 and above

Dimensions 225 mm (D) × 166 mm (W) × 83 mm (H)

Output SD (SDHC) inferface × 1,
Write Once memory card

Image format Movies Motion JPEG (720 × 480, 30 
fps, no audio)

Still images JPEG (720 × 480)

Functions Atmospheric interference reduction
Twilight mode
Image stabilization (Electronic)
Date and time setting
GPS (Current latitude and longitude 
positioning)
Direction (Electronic compass)
Emphasized area select
Exposure compensation
Display brightness
Power LED lamp off

Dustproofing/
Waterproofing

IP64

Power supply Battery (BT-10), Battery charger (BC-10)

Operating 
temperature 
range

-10ºC to +50ºC

Battery life Over 200 min. at room temperature/charge

Weight Approx. 1315 g (Body only)

Accessories NV-10A Neck strap, 
User's Guide

NV-10A kit Neck strap, User's Guide, 
Battery (BT-10), Battery 
charger (BC-10)

Optional parts/
accessories 
(Sold separately)

Battery (BT-10), Battery charger (BC-10)
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