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同軸カメラ
システム

ネットワーク
カメラシステム

広範囲にしっかり
セキュリティ対策

P.5~

P.9~
P.4

P.4

レコ ー ダー モ ニター 特 　 長
カメラ

バ レット 型 ド ーム 型

オ プ ションカメラ＆ モ ニター セ ット 特 　 長

用途に合わせて選べる充実のラインアップ

既存の設備を利用して
リニューアル

ワイヤレス
フルHDカメラ
シリーズ
P.13~

手軽にセキュリティ
カメラを導入

モニター

モニター

カメラ
最大4ch

カメラ
最大16ch

CNE3R4212TB

4TB CNE3R441
6TB CNE3R461

カメラ
最大4ch

CCE3R4212TB

4TB CCE3R441
6TB CCE3R461

8TB CNE3RF81
16TB CNE3RFF1

固
定
焦
点 CNE3CBF1

固定焦点バレット型
ネットワークカメラ

CNE3CDF1

固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ

電
動
可
変
焦
点

固
定
焦
点

電
動
可
変
焦
点

CNE3CBZ1

電動可変焦点バレット型
ネットワークカメラ

CNE3CDZ1

電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ

CNE3R8414TB

8TB CNE3R881
16TB CNE3R8F1

カメラ
最大8ch

CCE3R8414TB

8TB CCE3R881

カメラ
最大8ch

WSS1C

増設用
センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ

WSS10M1C

センサーライト付ワイヤレス
フルHDカメラ＆10inch
モニターセット

WSS7M2C

ワイヤレス
フルHDカメラ＆7inch
モニターセット

WSS2C

増設用
ワイヤレス
フルHDカメラ

WSSDS
屋内用ドアセンサー

WSSPS
屋内用人感センサー

WSSTS
屋内用温湿度センサー

主な特長

スケジュール
録画

動体検知 USB
バックアップ

監視カメラ専用
HDD採用

HDD

カメラ

赤外線対応 WDR

PTZ

PTZ機能※1 マイク内蔵※2

耐衝撃※3 IP67防水/防塵

67

※1 対応機種：CCE3CBZ1、
ＣＣE3ＣＤＺ1

※2 対応機種：ＣＣE3ＣＤＺ1

監視カメラ専用
HDD採用

HDD

主な特長

スケジュール
録画

動体検知 USB
バックアップ

マイク内蔵 耐衝撃※2

カメラ

赤外線対応 電動ズーム※1 WDR IP67防水/防塵

67

※1 対応機種：WSS1C、WSS10M1C、CWE1CBD1
※2 対応機種：WSS1C、WSS10M1C、WSSNM、CWE1CBD1、
　　　　　　 CWM1SZ21、CWM1SBF1、CWM1SDF1
※3 対応機種：CWM1SZ21、CWM1SBF1、CWM1ARA1
※4 対応機種：CWE1CBD1、 
※5 対応機種：WSS10M1C、WSS7M2C、WSSNM

カメラ

センサーライト
500lm※1

リピーター
機能付※3

IP66
防水・防じん

簡単設置
ワイヤレス

カメラ⇔モニター・
スマートフォン・

タブレット（市販品）
通話可能※2

録画機能
搭載※4

microSD
外付けHDD

対応

スマートフォン・
タブレット
遠隔確認

モニター・受信BOX

HDMI
接続可能※5

レコーダー

動画圧縮規格
「H.265+」

遠隔
監視・操作

プライバシー
マスク

PoE給電 マルチ
ウィンドウ

H.265

※1 対応機種：CNE3CPZ1、CNE3CPZH1（ズームのみ：CNE3CBZ1、CNE3CDZ1）
※2 対応機種：CNE3CBF1、CNE3CDZ1、CNE3CPZ1
※3 対応機種：CNE3CDF1、CNE3CBZ1、CNE3CDZ1、CNE3CPZH1

CNE3CPZ1
屋内用小型PTZカメラ

CNE3CPZH1
屋外用PTZカメラ

WSSNM

ワイヤレスフルHDカメラ対応
スマート受信BOX

CWM1ARA1

ワイヤレスフルHDカメラ用
リピーター 

CNE3SZ41
ネットワークカメラ4chセット

カメラ
最大4ch

セ
ッ
ト
品

W
S

S

シ
リ
ー
ズ

リ
ピ
ー
タ
ー
機
能
付

録
画
機
能
一
体
型

CCE3CBF1

固定焦点バレット型
同軸カメラ

CWM1SZ21

リピーター機能付
ワイヤレスフルHDカメラ 
2台セット

CWM1SBF1

リピーター機能付
ワイヤレスフルHD
バレットカメラ 

CWM1SDF1
ワイヤレスフルHDドームカメラ

CWE1CBD1
録画機能一体型ワイヤレスカメラ

CCE3CBZ1

電動可変焦点バレット型
同軸カメラ

CCE3CDF1

固定焦点ドーム型
同軸カメラ

CCE3CDZ1

電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ

レコーダー

動画圧縮規格
「H.265+」

遠隔
監視・操作

プライバシー
マスク

PoC給電 マルチ
ウィンドウ

H.265
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同軸カメラ
システム

ネットワーク
カメラシステム

広範囲にしっかり
セキュリティ対策

P.5~

P.9~
P.4

P.4

レコ ー ダー モ ニター 特 　 長
カメラ

バ レット 型 ド ーム 型

オ プ ションカメラ＆ モ ニター セ ット 特 　 長

用途に合わせて選べる充実のラインアップ

既存の設備を利用して
リニューアル

ワイヤレス
フルHDカメラ
シリーズ
P.13~

手軽にセキュリティ
カメラを導入

モニター

モニター

カメラ
最大4ch

カメラ
最大16ch

CNE3R4212TB

4TB CNE3R441
6TB CNE3R461

カメラ
最大4ch

CCE3R4212TB

4TB CCE3R441
6TB CCE3R461

8TB CNE3RF81
16TB CNE3RFF1

固
定
焦
点 CNE3CBF1

固定焦点バレット型
ネットワークカメラ

CNE3CDF1

固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ

電
動
可
変
焦
点

固
定
焦
点

電
動
可
変
焦
点

CNE3CBZ1

電動可変焦点バレット型
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電動可変焦点ドーム型
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カメラ
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センサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラ
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センサーライト付ワイヤレス
フルHDカメラ＆10inch
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屋内用ドアセンサー
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屋内用人感センサー
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屋内用温湿度センサー

主な特長

スケジュール
録画

動体検知 USB
バックアップ

監視カメラ専用
HDD採用

HDD

カメラ

赤外線対応 WDR

PTZ

PTZ機能※1 マイク内蔵※2

耐衝撃※3 IP67防水/防塵

67

※1 対応機種：CCE3CBZ1、
ＣＣE3ＣＤＺ1

※2 対応機種：ＣＣE3ＣＤＺ1

監視カメラ専用
HDD採用

HDD
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スケジュール
録画

動体検知 USB
バックアップ

マイク内蔵 耐衝撃※2

カメラ

赤外線対応 電動ズーム※1 WDR IP67防水/防塵

67

※1 対応機種：WSS1C、WSS10M1C、CWE1CBD1
※2 対応機種：WSS1C、WSS10M1C、WSSNM、CWE1CBD1、
　　　　　　 CWM1SZ21、CWM1SBF1、CWM1SDF1
※3 対応機種：CWM1SZ21、CWM1SBF1、CWM1ARA1
※4 対応機種：CWE1CBD1、 
※5 対応機種：WSS10M1C、WSS7M2C、WSSNM
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ワイヤレス
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スマートフォン・

タブレット（市販品）
通話可能※2

録画機能
搭載※4

microSD
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遠隔確認
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接続可能※5

レコーダー

動画圧縮規格
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遠隔
監視・操作

プライバシー
マスク

PoE給電 マルチ
ウィンドウ
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※1 対応機種：CNE3CPZ1、CNE3CPZH1（ズームのみ：CNE3CBZ1、CNE3CDZ1）
※2 対応機種：CNE3CBF1、CNE3CDZ1、CNE3CPZ1
※3 対応機種：CNE3CDF1、CNE3CBZ1、CNE3CDZ1、CNE3CPZH1
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屋内用小型PTZカメラ
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屋外用PTZカメラ
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ワイヤレスフルHDカメラ対応
スマート受信BOX
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ワイヤレスフルHDカメラ用
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カメラ
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録画機能一体型ワイヤレスカメラ
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電動可変焦点バレット型
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固定焦点ドーム型
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CCE3CDZ1
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お客様のニーズに合ったセキュリティカメラをご提案

セキュリティ対策の重要性
近年、セキュリティカメラの多様化により様々な製品が誕生し、
新たに導入される方が増えています。
セキュリティカメラの普及に合わせるように住居侵入犯罪の認知
件数は減少傾向に。しかしながら、2020年の住居侵入犯罪の認
知件数は11,021件と、依然として多い状態が続いており、セキュ
リティ対策が引き続き重要であることがわかります。

エレコム／DXアンテナがご提供するセキュリティカメラソリューションでは、不審者侵入などのセキュリティ対策
や、事故防止や記録など、様々なお客様のお悩みを解決します。

同軸カメラ
システム

ネットワーク
カメラシステム

広範囲にしっかり
セキュリティ対策

既存の設備を利用して
リニューアル

ワイヤレス
フルHDカメラ
シリーズ

手軽にセキュリティ
カメラを導入

DXアンテナが選ばれる3つの理由

全国各地の
営業ネットワーク
全国各地に営業所を持つDXアン
テナなら、幅広いネットワークを
通じ、お客さまの視点に立った
サービスをご提供いたします。

放送・通信・セキュリティ
一括提案可能

エレコムグループの豊富な商品
群で、ネットワークや4K8K導入
などのシステムリニューアルまで
一括でご相談いただけます。

メーカー保証の
安心サポート

サポートポータルサイト「Dサ
ポ！」によるお客様へのサポート
サービスで安心と信頼をサポー
トいたします。

参考：e-stat政府統計の総合窓口「犯罪統計 ／ 令和３年1～6月犯罪統計」

豊富なカメララインアップにより
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障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて、
不具合のある機器を弊社に送り返していただきます。

デリバリー保守サービス
セキュリティカメラ専用

購入後すぐに保守契約可能

障害申告は契約者専用の障害窓口で受付
●お電話の受付は24時間対応［0120-024-501］
※平日9時30分～17時以外は、自動音声となります。

お客様側
障害コール

代替機を発送

契約者専用の
障害受付窓口で受付

故障品返却

DXアンテナ側

DXアンテナ
修理サービス

障害
発生時

■保守メニュー 一覧
該当機種 保守製品型番 保守製品名 希望小売価格

固定焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBF1
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ CNE3CDF1
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ CNE3CBZ1
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ CNE3CDZ1

CNS-3C-DS-001 ネットワークカメラデリバリー保守サービス（1年/延長1年） オープン価格

CNS-3C-DS-003 ネットワークカメラデリバリー保守サービス（3年） オープン価格

CNS-3C-DS-005 ネットワークカメラデリバリー保守サービス（5年） オープン価格

4ch対応ネットワークカメラレコーダー 
CNE3R4□1シリーズ
8ch対応ネットワークカメラレコーダー 
CNE3R8□1シリーズ
16chネットワークカメラレコーダー 
CNE3RF□1シリーズ

CNS-3R-DS-001 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（1年/延長1年） オープン価格

CNS-3R-DS-003 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（3年） オープン価格

CNS-3R-DS-005 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（5年） オープン価格

CNS-3R-DSN-001 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要１年／延長1年） オープン価格

CNS-3R-DSN-003 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要３年） オープン価格

CNS-3R-DSN-005 ネットワークカメラレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要５年） オープン価格

固定焦点バレット型同軸カメラ CCE3CBF1
固定焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDF1
電動可変焦点バレット型同軸カメラ CCE3CBZ1
電動可変焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDZ1

CCS-3C-DS-001 同軸カメラ デリバリー保守サービス（1年/延長1年） オープン価格

CCS-3C-DS-003 同軸カメラ デリバリー保守サービス（3年） オープン価格

CCS-3C-DS-005 同軸カメラ デリバリー保守サービス（5年） オープン価格

4ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R4□1シリーズ
8ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R8□1シリーズ

CCS-3R-DS-001 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（1年/延長1年） オープン価格

CCS-3R-DS-003 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（3年） オープン価格

CCS-3R-DS-005 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（5年） オープン価格

CCS-3R-DSN-001 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要１年／延長1年） オープン価格

CCS-3R-DSN-003 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要３年） オープン価格

CCS-3R-DSN-005 デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要５年） オープン価格

製品名 17.0型カラー液晶モニター 19.0型カラー液晶モニター 23.0型カラー液晶モニター 18.5型カラー液晶モニター 23.0型カラー液晶モニター 21.5型カラー液晶モニター

製品名 FDS1703-A FDS1903-A FDF2307W FDWX1905W FDF2304W-IP EV2116W-ABK

希望小売価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格 オープン価格

サイズ 17.0型（43.3cm） 19.0型（48.2cm） 23.0型（58.4cm） 18.5型（47.0cm） 23.0型（58cm） 21.5型（55cm）

推奨解像度 1280x1024
（アスペクト比5:4）

1280x1024
（アスペクト比5:4）

1920x1080
（アスペクト比16:9）

1366x768
（アスペクト比約16:9）

1920x1080
（アスペクト比16:9）

1920x1080
（アスペクト比16:9）

入力端子 HDMI（HDCP1.4）、BNC
（コンポジット）

HDMI（HDCP1.4）、
BNC（コンポジット）

HDMI（HDCP1.4）x2、
DVI-D（HDCP1.4）、
D-Sub15ピン（ミニ）

DisplayPort（HDCP1.3）、HDMI
（HDCP1.4）、DVI-D（HDCP1.4）、

D-Sub15ピン（ミニ）

［IPカメラ入力関連］RJ-45
［PC入力関連］HDMI
（HDCP1.4）

HDMI（HDCP1.4）、
DVI-D（HDCP1.4）、
D-Sub15ピン（ミニ）

電源入力 AC100-240V、50/60Hz AC100-240V、50/60Hz AC100V、
50/60Hz AC100-240V、50/60Hz AC100-120V/200-240V、50/60Hz

AC100-120V/200-240V、
50/60Hz

最大消費電力 26W 23W 26W 32W 61W 27W
外観寸法

（横表示・幅x高さx奥行） 391.5-491.5x367x205mm 406.5-506.5x405x205mm 545x379.4x205mm 440x362x157mm 563.5x411.5x157mm 508x373.5x157mm

質量 約5.2kg 約5.9kg 約4.3kg 約4.1kg 約7.2kg 約5.0kg

セキュリティカメラ用 液晶モニター 斡旋
品 ※当製品はEIZO株式会社の取扱商品です。

お客様のニーズに合ったセキュリティカメラをご提案

セキュリティ対策の重要性
近年、セキュリティカメラの多様化により様々な製品が誕生し、
新たに導入される方が増えています。
セキュリティカメラの普及に合わせるように住居侵入犯罪の認知
件数は減少傾向に。しかしながら、2020年の住居侵入犯罪の認
知件数は11,021件と、依然として多い状態が続いており、セキュ
リティ対策が引き続き重要であることがわかります。

エレコム／DXアンテナがご提供するセキュリティカメラソリューションでは、不審者侵入などのセキュリティ対策
や、事故防止や記録など、様々なお客様のお悩みを解決します。

同軸カメラ
システム

ネットワーク
カメラシステム

広範囲にしっかり
セキュリティ対策

既存の設備を利用して
リニューアル

ワイヤレス
フルHDカメラ
シリーズ

手軽にセキュリティ
カメラを導入

DXアンテナが選ばれる3つの理由

全国各地の
営業ネットワーク
全国各地に営業所を持つDXアン
テナなら、幅広いネットワークを
通じ、お客さまの視点に立った
サービスをご提供いたします。

放送・通信・セキュリティ
一括提案可能

エレコムグループの豊富な商品
群で、ネットワークや4K8K導入
などのシステムリニューアルまで
一括でご相談いただけます。

メーカー保証の
安心サポート

サポートポータルサイト「Dサ
ポ！」によるお客様へのサポート
サービスで安心と信頼をサポー
トいたします。

参考：e-stat政府統計の総合窓口「犯罪統計 ／ 令和３年1～6月犯罪統計」

豊富なカメララインアップにより
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※Pパン（Panoramic）・Tチルト
（Tilt）・Zズーム（Zoom）の略称
対応機種：
CNE3CPZ1、CNE3CPZH1
電動ズームのみ対応機種：
CNE3CBZ1、CNE3CDZ1

固定焦点型 電動可変焦点型 PTZカメラ

固定焦点ドーム型ネットワークカメラ
CNE3CDF1
オープン価格  

電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ
CNE3CDZ1
オープン価格  

屋外用PTZカメラ
CNE3CPZH1
オープン価格  

 PTZ機能
PTZ機能搭載。カメラ設置後も遠隔で画角を
調整することが可能です。

 耐衝撃
保護等級IK10に適合した耐衝撃性能を備え
ております。
対応機種：CNE3CDF1、CNE3CDZ1、CNE3CBZ1

CNE3CPZH1

 WDR（ワイドダイナミックレンジ）

WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、逆光な
ど画面の明暗差がある場所でもはっきりと映
すことが可能です。

67  防水／防塵（IP67）

保護等級IP67に適合した防水/防塵を備え、
野外での撮影も可能です。

 マイク内蔵
カメラにマイクが内蔵されていますので、
収音器などを外部設置する必要がありません。
対応機種：CNE3CBF1、CNE3CDZ1、CNE3CPZ1

 赤外線対応（デイナイトモード）

薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対
応です。夜間や暗い場所でも被写体をクリア
に撮影できます。

固定焦点バレット型ネットワークカメラ
CNE3CBF1
オープン価格  

電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ
CNE3CBZ1
オープン価格  

屋内用小型PTZカメラ
CNE3CPZ1
オープン価格  

67 67

67

カメラ画素数・録画解像度

200万画素（1920×1080）
ネットワークカメラシステム

ネットワークカメラの機能について

Panoramic
水平方向操作

T
チルド
ilt

垂直方向操作

Z
ズーム
oom

拡大縮少

PTZ

67

PTZ

67

PTZ

67

PTZ カメラ画素数・録画解像度

400万画素 （2688×1520）

PTZ
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4ch対応ネットワークレコーダー

8ch対応ネットワークレコーダー

16ch対応ネットワークレコーダー

H.265  動画圧縮規格「H.265＋」対応
低いビットレートでも、高い画質を実現できる
H.265＋に対応し、従来のH.264に比べ同
等画質で約4倍の長時間録画が可能です。

 スケジュール録画
曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定
し、録画時間を調整可能。

 「ケーブルを繋げば映る」PoE給電
4ch、8ch、16chレコーダーもPoE給電で
きて設置、設定が簡単。ネットワークカメラも
自動登録が可能。

HDD  監視カメラ専用HDDを採用
安定した常時録画に最適な「監視専用スト
レージ」採用。

4ch対応 
ネットワークレコーダー（2TB）
CNE3R421
オープン価格 

4ch対応 
ネットワークレコーダー（4TB）
CNE3R441
オープン価格 

4ch対応 
ネットワークレコーダー（6TB）
CNE3R461
オープン価格 

HDD
H.265

16ch対応 
ネットワークレコーダー（8TB）
CNE3RF81
オープン価格 

16ch対応 
ネットワークレコーダー（16TB）
CNE3RFF1
オープン価格 

HDD
H.265

 マルチウィンドウ
カメラの設置台数に応じてさまざまな分割
パターンでの表示・再生。

 USBバックアップ
USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモ
リーへ映像の書き出し可能。

 動体検知
常時録画の他に、映像に動きがあった場合
に、自動で録画を開始。

 プライバシーマスク
映してはいけない部分や、録画してはいけな
い部分をマスク処理。

8ch対応 
ネットワークレコーダー（4TB）
CNE3R841
オープン価格 

8ch対応 
ネットワークレコーダー（8TB）
CNE3R881
オープン価格 

8ch対応 
ネットワークレコーダー（16TB）
CNE3R8F1
オープン価格 

HDD
H.265

 　 遠隔監視・操作
外出先などの離れた場所からでもカメラ画
像を確認操作可能。

動画圧縮規格「H.265＋」対応で

高画質・長時間録画可能！ 最大ストレージ容量 16TB 16台最大カメラ設置台数

ネットワークレコーダーの機能について
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ネットワークカメラシステムが選ばれる理由

ネットワークカメラ4chセット

LAN配線工事で広範囲にしっかりとした高機能なセキュリティ対策！
オフィスから大型商業施設まで幅広く対応するセキュリティカメラソリューション！

LANケーブルを利用することでさまざまなシステムを組むことができ、
幅広く対応可能

最適なシステムを
規模・用途で選べる

「ケーブルに
繋げば映る」

PoE給電

◦搬出口などのトラブル防止に
◦遠隔からでも、工場内を確

認でき、取りまとめが可能
◦確認箇所が多い工場でも

最大16台のカメラ設置で
確認可能

工場

◦高解像度カメラの撮影で
留守中の来客確認も安心

◦外出中もオフィスの様子が
確認できる

◦死角を無くすことでトラブ
ル回避ができる

オフィス

◦スタッフの様子を細部まで
確認できて業務効率UP

◦事務室から各部屋の見守
りが可能

◦出入口が多くても同時確
認ができ、トラブルを回避

大型商業施設

◦ゴミステーション・駐車場・
エントランスのイタズラ・ト
ラブル防止に

◦死角からの侵入抑止に
◦建物の付加価値UP

マンション

ネットワークカメラシステム 【基本システム例】

同軸カメラシステム【基本システム例】

ネットワークカメラシステム【基本システム例】

ワイヤレスフルHDカメラ【基本システム例】

Internet

HDMIケーブルLANケーブル USBケーブル

最大24個の
センサー追加で
ホームIoTを実現！

スマートフォン･
タブレット等

カメラは最大
４台まで増設可能

液晶モニター

インターネット
ルーター

インターネット

テレビ・モニター外付けHDD

LANケーブル HDMIケーブル

4chレコーダー
テレビ・モニター

AC100VAC100V

100m

100m

100m

100m

インターネット
ルーター

Internet

インターネット

カメラ1

カメラ3

カメラ2

カメラ4

パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリ
で視聴可能！

スマホのアプリ
で視聴可能！

パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリ
で視聴可能！

基本システム例

※1

※1

※2

システムや製品環境によって映像の確認方法が異なります。
また、ネットワーク設定を変更する必要がある場合があります。
S-5C-FB使用時

AC100V
4chレコーダー

AC100V

AC100V

電源ユニット
（送信機）

電源ユニット
（送信機）

電源ユニット
（送信機）

カメラ1カメラ1

カメラ3カメラ3

カメラ2カメラ2

カメラ4カメラ4

モニター

電源ユニット（受信機）

電源ユニット
（送信機）

300m
※2

300m
※2

300m
※2

300m
※2

カメラ用電源ケーブルHDMIケーブル同軸ケーブル BNCプラグ

高機能なネットワークカメラを手軽に導入！ カメラ4台とレコーダーがセットになったおすすめ品！

ネットワークカメラ4chセット
CNE3SZ41
オープン価格 

カメラ画素数
200万画素（1920×1080p）

（IP67）

屋外での撮影にも安心
防水／防塵

カ
メ
ラ

レ
コ
ー
ダ
ー

ストレージ容量
動画圧縮規格「H.265＋」対応で
高画質・長時間
録画可能！

2TB

録
画
一
覧

HDD容量

4TB2TB 8TB

176日88日 353日

44日22日

1台

4台 88日

6TB

264日

66日

圧縮形式
【H.264】

HDD容量

4TB2TB 8TB

356日176日 706日

88日44日

1台

4台 176日

6TB

529日

132日

圧縮形式
【H.265】

HDD容量

4TB2TB 8TB

706日353日 1412日

176日88日

1台

4台 356日

6TB

1059日

264日

圧縮形式
【H.265+】
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固定焦点バレット型ネットワークカメラ

固定焦点ドーム型ネットワークカメラ

電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ

電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ

天井・壁付 ポール取付 ポール取付 ポール取付 ポール取付

天井吊り

天井・壁付

天井吊り 天井吊り 天井・壁付 天井・壁付 壁付 ポール取付

ポール取付 ポール取付

天井吊り 天井・壁付 壁付 ポール取付

・TR-JB05-A-IN構成
型番

・TR-JB07-D-IN構成
型番

・TR-JB07-D-IN
・TR-UP06-C-IN

構成
型番

・TR-UP06-B-IN構成
型番

・TR-CM24-IN
・TR-JB03-G-IN構成

型番

・TR-CM24-IN
・TR-JB04-C-IN構成

型番
・TR-CM24-IN
・TR-SE24-A-IN
・TR-JB04-C-IN

構成
型番

・TR-JB04-C-IN構成
型番

・TR-JB04-C-IN構成
型番

・TR-JB07/WM-04-BIN構成
型番

・TR-WM04-IN
・TR-UP06-B-IN構成

型番

・TR-CM24-IN
・TR-SE24-A-IN
・TR-JB03-G-IN

構成
型番

・TR-JB03-G-IN構成
型番

・TR-JB07/WM03-G-IN構成
型番

・TR-JB07/WM03-G-IN
・TR-UP06-IN構成

型番

・TR-JB05-A-IN
・TR-UP06-B-IN

構成
型番

・TR-JB07-D-IN
・TR-UP06-C-IN

構成
型番

・TR-JB05-A-IN
・TR-UP06-C-IN

構成
型番

・TR-UP06-C-IN構成
型番

※詳細は、各営業担当者までお問合せください

給電機能付IPカメラアダプター

ネットワークカメラシステム専用カメラ金具ラインアップ 斡旋
品

ネットワークカメラと合わせて使えるカメラ専用金具をご紹介

給電機能付
IPカメラアダプター ターミナル〈子機〉

EOCP10T1
オープン価格

給電機能付
IPカメラアダプター マスター〈親機〉

EOCP10M1
オープン価格

既設の同軸ケーブルを使ってネットワークカメラを長距離伝送！ 簡単にセキュリティカメラをリニューアルできる！

※当製品はUniview社の取扱商品です。
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ネットワークカメラ：固定焦点タイプ

品名 固定焦点バレット型
ネットワークカメラ

固定焦点ドーム型
ネットワークカメラ

型番 CNE3CBF1 CNE3CDF1
希望小売価格 オープン価格

センサー 1/2.8"CMOS、200万画素、プログレッシブスキャン
レンズ（焦点距離） 4.0㎜@F1.6 2.8㎜@F1.6
撮影可能距離（m）検知：62.1、監視：24.8、認識：12.4、識

別：6.2
検知：43.4、監視：17.4、認識：8.7、

識別：4.3
入出力

インター
フェース

オーディオ：マイク内蔵、
DC12Vプラグ×1

ネットワーク：RJ45×1

オーディオ： ライン入出力（バラ線）
アラーム：入力×1、出力×1、

DC12Vプラグ×1
ネットワーク：RJ45×1

画角（H×V×O） 87.5°×46.3°×92.4° 106.7°×57.1°×115.7°
金具駆動範囲（°） Pan：0～360、Tilt：0～90、Rotate：0～360 

Pan：3～360、Tilt：0～68、Rotate：3～360
シャッター速度（秒） Auto/Manual、1～1/100,000
最低被写体照度（Lux） カラー：0.001（F1.6、AGC ON）、赤外線照明ON時：0

ノイズ除去 2D/3D DNR
Day/Night 自動/手動
S/N比（dB） 52以上

IR照明 照射距離：最大40m、波長：850nm、
IR On/Off制御：Auto/Manual

照射距離：最大30m、波長：850nm、
IR On/Off制御：Auto/Manual

WDR（dB） 120
対応コーデック H.265＋、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート MainStream：2MP@30fps、SubStream：720p@30fps、ThirdStream：D1@30fps

オーディオ 圧縮方式：G.711、
サンプリングレート：8kHz

圧縮方式：G.711、
サンプリングレート：8kHz、双方向オーディオ

動作温湿度範囲 温度：－30～+60℃、湿度：90%RH以下（結露なきこと）
防水/防塵 IP67
電源（V） DC12±25%、PoE（IEEE 802.3af）

消費電力（W） 最大6 最大5
筐体 金属 金属、プラスチック

寸法（高さ×
幅×奥行㎜） 62.7×63.1×155.9 φ108.7×81.1
重量（kg） 0.42

付属品 取付ねじ×4、取り付け台紙×1、
LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1

取付ねじ×3、取り付け台紙×1、
L型トルクスレンチ×1、LAN防水

キャップ×1、使用説明書×1

PTZカメラ
品名 屋内用小型PTZカメラ 屋外用PTZカメラ
型番 CNE3CPZ1 CNE3CPZH1

希望小売価格 オープン価格
センサー 1/2.7インチ、CMOS　 1/2.8インチ、CMOS　

レンズ（㎜） 2.7～13.5@F1.2、
自動フォーカス、電動ズーム

4.8～120、
電動フォーカス、電動ズームレンズ

インター
フェース

DCジャック×1、
RJ45（10M/100Mbps）×1、

アラーム入出力×各1、
MicroSD（最大256GB）×1、

RS485×1、内蔵マイク・スピーカー、
Wi-Fi

(2.4GHz、IEEE 802.11b/g/n)

DCジャック×1、
RJ45（10M/100Mbps）、

アラーム入出力×各1、
オーディオ入出力×各1、

映像出力（BNC）×1、RS485×1

信号方式 IP
画素数 最大200万画素（1920×1080） 最大400万画素（2688×1520）
画角（°) 水平：約106～33、垂直：約56～17 52～2.7

金具駆動範囲
（°） Pan：0～350、Tilt：0～90 Pan：360（エンドレス）、Tilt：-15～90

シャッター（秒） 自動/手動（1～1/100,000） 自動/手動（1～1/100,000)
最低被写体照度

(Lux)
カラー：0.003（F1.2）、
赤外線照明ON時：0

カラー：0.003（F1.5）、
赤外線照明ON時：0

ノイズ除去 2D/3D
Day/Night 自動/手動
S/N比(dB) 52以上 56以上

IR照明/照射距
離(m) 自動/手動、最大30 自動/手動、最大100
WDR 120dB

対応コーデック H.265+、H.265、H.264、MJPEG H.265、H.264+、H.264、MJPEG
ONVIF Profile S、Profile G、Profile T -

フレームレート
(fps)

メインストリーム：
最大30（1920×1080）、

サブストリーム：最大30（1280×720）、
サードストリーム：最大30（720×576）

メインストリーム：
最大30（2688×1520）、

セカンドストリーム：
最大30（1920×1080）、

サードストリーム：最大30（720×576）
動作温湿度範囲

(℃/%)
温度：-10～+50、

湿度：0～90（結露なきこと）
温度：-30～+60、

湿度：0～90（結露なきこと）
防塵/防水性能
［保護等級］ - IP67
耐衝撃性能

［保護等級］ - IK10
電源(V)/PoE DC12/対応（IEEE 802.3at）
消費電力(W) 最大15 最大21

筐体 アルミ合金、樹脂 アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×

奥行㎜) φ129×143 φ166×295
質量(kg) 0.76 約3

付属品
取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、

穴あけ用型紙×1、
L型トルクスレンチ、取扱説明書×1

AC電源コード×1、
ACアダプター×1、LAN防水セット×1、

L型トルクスレンチ×1、
L型六角レンチ×1、取扱説明書×1

ネットワークカメラ4chセット
品名 ネットワークカメラ4chセット
型番 CNE3SZ41

希望小売価格 オープン価格

カ
メ
ラ

センサー 1/2.7インチ、CMOS
レンズ(㎜) 4.0@F2.0、固定焦点レンズ

インターフェース DCジャック×1、RJ45（10M/100Mbps）×1、内蔵マイク×1
信号方式 IP
画素数 最大200万画素（1920×1080）
画角(°) 水平：約91、垂直：約48

金具駆動範囲(°) Pan：0～360、Tilt：0～90、Rotate：0～360
シャッター(秒) 自動/手動、1～1/100,000

最低被写体照度(Lux) カラー：0.01（F2.0、AGC ON）、赤外線照明ON時：0
DNR(ノイズ除去) 2D/3D DNR

Day/Night 自動/手動
S/N比(dB) 52以上

IR照明/照射距離(m) 自動/手動、最大30
WDR 120dB

対応コーデック H.265+、H.265、H.264、MJPEG
ONVIF Profi le S、Profi le G、Profi le T

フレームレート(fps) メインストリーム：最大30（1920×1080）、
サブストリーム：最大30（1280×720）

動作温湿度範囲(℃/%) 温度：-30～+60、湿度：0～90（結露なきこと）
防塵/防水性能[保護等級] IP67

電源(V)/PoE DC12/対応（IEEE 802.3af）
消費電力(W) 最大7.0

筐体 アルミ合金、樹脂
寸法（高さ×幅×奥行㎜） 63×63×165

質量(kg) 0.39
付属品 取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、LAN防水セット×1、取扱説明書×1

レ
コ

―

ダ

―

圧縮方式 H.265+、H.265、H.264
映像フォーマット 1080P@30×4

映像 入力：RJ45（10M/100Mbps）×4、モニタ出力：2（HDMI×1、VGA×1）
音声 入力：RCA×1、出力：RCA×1

I/F
USB リアパネル：USB2.0×2
LAN RJ45（ 10M/100Mbps）×1

電源入力 DCジャック×1
内蔵SATA HDD2TB

ライブ
表示解像度 HDMI： 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768

VGA： 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768
画面分割数 １、４、カスタム
録画解像度 1080P、960P、720P、D1、2CIF、CIF

Backupデバイス USBメモリー
機能 P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE

操作端末 PC（Web UI）、スマートフォン等（Android、iOS）
リモートユーザー 128

電源（V）/消費電力（W） DC48/最大15
動作温湿度範囲（℃/%） 温度：-10～+55、湿度：0～90（結露なきこと）
寸法（高さ×幅×奥行mm）  46×205×205

質量（kg）  約1.2
付属品 AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×１、ゴム足×4

ネットワークカメラ：電動可変焦点タイプ

品名 電動可変焦点バレット型
ネットワークカメラ

電動可変焦点ドーム型
ネットワークカメラ

型番 CNE3CBZ1 CNE3CDZ1
希望小売価格 オープン価格

センサー 1/2.8"CMOS、200万画素、プログレッシブスキャン
レンズ（焦点距離） 2.7～13.5㎜、電動フォーカス、電動ズームレンズ
撮影可能
距離（m）

2.7㎜ 検知：41.9、監視：16.8、認識：8.4、識別：4.2
13.5㎜ 検知：209.5、監視：83.8、認識：41.9、識別：20.9

入出力
インター
フェース

オーディオ： ライン入出力
アラーム：[入力×1、出力×1]、

DC12Vプラグ×1
ネットワーク：RJ45×1

オーディオ： ライン入出力
アラーム：[入力×1、出力×1]、

DC12Vプラグ×1
ネットワーク：RJ45×1

画角（H×V×O）121.3～33.5°×58.4～14.9° ×139.9～33.4°107.4～29.2°×54.2～16.3°×111.0～33.1°
金具駆動範囲（°） Pan：0～360、Tilt：0～90、

Rotate：0～360
Pan：0～355、Tilt：0～80、

Rotate：0～355
シャッター速度（秒） Auto/Manual、1～1/100,000
最低被写体照度（Lux） カラー：0.0005（F1.2、AGC ON）、赤外線照明ON時：0

ノイズ除去 2D/3D DNR
Day/Night 自動/手動
S/N比（dB） 52以上

IR照明 照射距離：最大50m、波長：850nm、
IR On/Off 制御：Auto/Manual

照射距離：最大40m、波長：850nm、
IR On/Off 制御：Auto/Manual

WDR（dB） 120
対応コーデック H.265＋、H.265、H.264、MJPEG
フレームレート MainStream：2MP@30fps、SubStream：720p@30fps、ThirdStream：D1@30fps

オーディオ 圧縮方式：G.711、サンプリングレート：
8kHz、双方向オーディオ

圧縮方式：G.711、サンプリングレート：
8kHz、双方向オーディオ

動作温湿度範囲 温度：－30～+60℃、湿度：90%RH以下（結露なきこと）
防水/防塵 IP67
電源（V） DC12±25%、PoE（IEEE 802.3af）

消費電力（W） 最大8.5 最大7
筐体 金属 金属、プラスチック

寸法（高さ×
幅×奥行㎜） 245.4×85.4×85.4 φ148.0×111.4
重量（kg） 0.92 0.97

付属品 取付ねじ×4、取り付け台紙×1、
LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1

取付ねじ×3、取り付け台紙×1、
L型トルクスレンチ×1、

LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1

規格表
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4ch対応ネットワークレコーダー

品名 4ch対応ネットワークレコーダー（2TB） 4ch対応ネットワークレコーダー（4TB） 4ch対応ネットワークレコーダー（6TB）
型番 CNE3R421 CNE3R441 CNE3R461

希望小売価格 オープン価格
圧縮方式 H.265+、H.265、H.264

映像フォーマット 1×4K@30fps、1×5MP@30fps、2×4MP@30fps、2×3MP@30fps、4×1080p@30fps
映像 入力 RJ45（10/100Mbps）×4

モニタ出力 2（HDMI×1、VGA×1）
音声 入力 RCA×1

出力 RCA×1

I/F
USB ２（リアパネル、USB2.0）
LAN RJ45（10/100 Mbps）×1

電源入力 DCジャック×1
内蔵SATA HDD2TB HDD４TB HDD６TB

ライブ 表示解像度 HDM：I 1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768
VGA：1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768

画面分割数 1、4、カスタム
録画解像度 6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF

Backupデバイス USBメモリー
機能 P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE

操作端末 PC（Web UI）、Mobile Viewer
リモートユーザー 128

PoE 1ポート給電：最大30W、4ポート給電：最大54W、IEEE 802.3af/at
電源（V） DC48

消費電力（W） 最大19
動作温湿度範囲 温度：－10～+55℃、湿度：90%RH以下（結露なきこと）

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 46×260×240
重量（kg） 約1.7 約1.7 約1.９
付属品 AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×1、貼り付けゴム足×4

8ch対応ネットワークレコーダー

品名 8ch対応ネットワークレコーダー（4TB） 8ch対応ネットワークレコーダー（8TB） 8ch対応ネットワークレコーダー（16TB）
型番 CNE3R841 CNE3R881 CNE3R8F1

希望小売価格 オープン価格
圧縮方式 H.265+、H.265、H.264

映像フォーマット 2×4K@30fps、4×4MP@30fps、5×3MP@30fps、8×1080p@30fps
映像 入力 RJ45（10/100 Mbps）×8

モニタ出力 HDMI×1、VGA×1
音声 入力 RCA×1

出力 RCA×1

I/F

USB 1（フロントパネル、USB2.0）、1（リアパネル、USB3.0）
LAN RJ45（10/100/1000Mbps）×1

アラーム入力 4ch
アラーム出力 1ch

電源入力 ACコネクタ×1
内蔵SATA HDD4TB HDD8TB HDD16TB

ライブ 表示解像度 HDM：I 3840×2160、1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768
VGA：1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768

画面分割数 1、4、8、カスタム
録画解像度 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF

Backupデバイス USBメモリー
機能 P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE

操作端末 PC（Web UI）、Mobile Viewer
リモートユーザー 128

PoE 1ポート給電：最大30W、8ポート給電：最大130W、IEEE 802.3af/at
電源（V） AC100～240

消費電力（W） 最大28
動作温湿度範囲 温度：－10～+55℃、湿度：90%RH以下（結露なきこと）

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 53×380×315
重量（kg） 約3.2 約3.4 約4.2
付属品 AC電源コード×1、マウス×1、取扱説明書×1、貼り付けゴム足×4、HDD増設用電源ケーブル×1、

シリアルATAケーブル×1

16ch対応ネットワークレコーダー
品名 16ch対応ネットワークレコーダー（8TB） 16ch対応ネットワークレコーダー（16TB）
型番 CNE3RF81 CNE3RFF1

希望小売価格 オープン価格
圧縮方式 H.265+、H.265、H.264

映像フォーマット 2×4K@30fps、4×4MP@30fps、5×3MP@30fps、8×1080P@30fps、16×720p@30fps
映像 入力 RJ45（10/100 Mbps）×16

モニタ出力 HDMI×1、VGA×1
音声 入力 RCA×1

出力 RCA×1

I/F

USB 1（フロントパネル、USB2.0）、1（リアパネル、USB3.0）
LAN RJ45（10/100/1000Mbps）×1

アラーム入力 4ch
アラーム出力 1ch

電源入力 ACコネクタ×1
内蔵SATA HDD8TB HDD16TB

ライブ 表示解像度 HDM：I 3840×2160、1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768
VGA：1920×1080p、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768

画面分割数 1、4、8、16、カスタム
録画解像度 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF

Backupデバイス USBメモリー
機能 P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE

操作端末 PC（WebUI）、MobileViewer
リモートユーザー 128

PoE 1ポート給電：最大30W、16ポート給電：最大240W、IEEE 802.3af/at
電源（V） AC100～240

消費電力（W） 最大28
動作温湿度範囲 温度：－10～+55℃、湿度：90%RH以下（結露なきこと)

寸法（高さ×幅×奥行㎜） 53×380×315
重量（kg） 約3.4 約4.2
付属品 AC電源コード×1、マウス×1、取扱説明書×1、貼り付けゴム足×4、HDD増設用電源ケーブル×1、

シリアルATAケーブル×1
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カメラ画素数・録画解像度

200万画素（1920×1080）
同軸カメラシステム

固定焦点型 電動可変焦点型

 赤外線対応（デイナイトモード） 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できます。

［ 通 常 ］ ［ デイナイトモード ］

 WDR（ワイドダイナミックレンジ）

WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、逆光
など画面の明暗差がある場所でもはっき
りと映すことが可能です。

 電動ズーム
電動可変焦点レンズ搭載。カメラ設置後
も画角をリモートで変更することが可能
です。 ※PTはできません。
対応機種：CCE3CBZ1、CCE3CDZ1

 耐衝撃
保護等級IK10に適合した耐衝撃性能を
備えております。
対応機種：CCE3CDZ1

 防水／防塵（IP67）

保護等級IP67に適合した防水/防塵を備
え、野外での撮影も可能です。

 マイク内蔵
カメラにマイクが内蔵されていますので、
収音器などを外部設置する必要がありま
せん。

固定焦点バレット型同軸カメラ
CCE3CBF1
オープン価格 

67

電動可変焦点バレット型同軸カメラ
CCE3CBZ1
オープン価格 

67

固定焦点ドーム型同軸カメラ
CCE3CDF1
オープン価格 

67

電動可変焦点ドーム型同軸カメラ
CCE3CDZ1
オープン価格 

67
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８台最大カメラ設置台数
※PoC給電時：ACアダプタ使用時 最大800m（５C-FB）

基本伝送距離

200m!

8ch対応 
デジタルビデオレコーダー（4TB）
CCE3R841
オープン価格 

4ch対応 
デジタルビデオレコーダー（4TB）
CCE3R441
オープン価格 

8ch対応 
デジタルビデオレコーダー（8TB）
CCE3R881
オープン価格 

4ch対応 
デジタルビデオレコーダー（6TB）
CCE3R461
オープン価格 

 マルチウィンドウ
カメラの設置台数に応じてさまざまな分
割パターンでの表示・再生

 プライバシーマスク
映してはいけない部分や、録画してはい
けない部分をマスク処理

 スケジュール録画
曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指
定し、録画時間を調整可能

 動体検知
常時録画の他に、映像に動きがあった場合
に、自動で録画を開始

 USBバックアップ
USBポートを前面と背面に搭載し、USB
メモリーへ映像の書き出し可能。

4ch対応デジタルビデオレコーダー

8ch対応デジタルビデオレコーダー

主な表示機能 主な録画機能

H.265  動画圧縮規格「H.265＋」対応
低いビットレートでも、高い画質を実現で
きるH.265＋に対応し、従来のH.264に
比べ同等画質で約4倍の長時間録画が可
能です。
対応機種：CCE3R4□1、CCE3R8□1

HDD  監視カメラ専用HDDを採用
安定した常時録画に最適な「監視専用ス
トレージ」採用。

4ch対応 
デジタルビデオレコーダー（2TB）
CCE3R421
オープン価格 

 遠隔監視・操作
外出先などの離れた場所からでもカメラ
画像を確認操作可能。

 「ケーブルを繋げば映る」PoC給電
PoC給電できて設置、設定が簡単。

HDD
H.265

HDD
H.265
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※詳しくは、弊社営業までお問合せ下さい。

対応製品は
壁面角部への
取付も可能です！

壁角付用
CZ07

固定焦点バレット型同軸カメラ

固定焦点ドーム型同軸カメラ

電動可変焦点バレット型同軸カメラ

電動可変焦点ドーム型同軸カメラ

天井・壁付

天井・壁付 天井・壁付 ポール取付

壁付 壁付 ポール取付

天井吊り 天井・壁付 天井・壁付 天井・壁付

壁付 ポール取付 壁付 ポール取付

CZ13
CZ01

構成
型番

ポール取付壁付

CZ04(またはCZ05)
CZ08

構成
型番

CZ05構成
型番

CZ11構成
型番

CZ11
CZ08

構成
型番

CZ06
CZ09

構成
型番

CZ06,CZ09,
CZ08

構成
型番

CZ02構成
型番

CZ06構成
型番

CZ10構成
型番

CZ03構成
型番

CZ04構成
型番

CZ04 (またはCZ03)
CZ08

構成
型番

CZ06構成
型番

CZ02構成
型番

CZ12構成
型番

CZ12
CZ08

構成
型番

（CZ07対応）

（CZ07対応）（CZ07対応）

（CZ07対応）

（CZ07対応）

（CZ07対応） （CZ07対応） （CZ07対応）

既築の建物にもセキュリティカメラを低コストに導入可能！
付加価値アップや作業効率化に最適なセキュリティカメラソリューション！

同軸カメラシステムが選ばれる理由

同軸ケーブルを利用するから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能！
既設の設備を利用したアナログカメラの置換にも対応！

安定した
長距離伝送

既存配線で
設置可能

◦離れた距離の工場間もまとめて確認可能
◦作業効率のアップに貢献
◦長距離の工事も費用を抑えることが可能
◦工事敷地内で車両が入出庫する際も遠隔で状態を確認できる

事務所・倉庫

◦既設の同軸配線を利用することで、映像が途ぎれず安心
◦高解像度カメラの撮影で留守中の来客確認も安心
◦外出中も店舗の様子が確認できる
◦死角を無くすことでトラブル回避ができる

小規模店舗

◦ホール・食堂など、確認箇所が多くても対応可能
◦スタッフの様子を細部まで確認できて業務効率UP
◦事務室から各部屋の見守りが可能
◦出入口が多くても同時に確認できてトラブル回避できる
◦建物が広くても、既存配線を活用できるので低コスト

医療・介護施設

◦既築建物でも追加工事なしで設置可能
◦棟が分かれていても安定した監視
◦ゴミステーション・駐車場のトラブル防止に
◦死角からの侵入抑止に
◦建物の付加価値UP

マンション

同軸カメラシステム 【基本システム例】

HDMIケーブルLANケーブル同軸ケーブル BNCプラグ

※ PoC給電時。ACアダプタ使用時 最大 800m (5C-FB)

AC100V

200m※

200m※

200m※

200m※

インターネット
ルーター

Internet

インターネット

テレビ・モニター
AC100V

カメラ1

カメラ3

カメラ2

カメラ4

4chレコーダー

録
画
一
覧

HDD容量

4TB2TB 8TB

176日88日 353日

44日22日

1台

4台 88日

6TB

264日

66日

圧縮形式
【H.264】

HDD容量

4TB2TB 8TB

356日176日 706日

88日44日

1台

4台 176日

6TB

529日

132日

圧縮形式
【H.265】

HDD容量

4TB2TB 8TB

706日353日 1412日

176日88日

1台

4台 356日

6TB

1059日

264日

圧縮形式
【H.265+】
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※詳しくは、弊社営業までお問合せ下さい。

対応製品は
壁面角部への
取付も可能です！

壁角付用
CZ07

固定焦点バレット型同軸カメラ

固定焦点ドーム型同軸カメラ

電動可変焦点バレット型同軸カメラ

電動可変焦点ドーム型同軸カメラ

天井・壁付

天井・壁付 天井・壁付 ポール取付

壁付 壁付 ポール取付

天井吊り 天井・壁付 天井・壁付 天井・壁付

壁付 ポール取付 壁付 ポール取付

CZ13
CZ01

構成
型番

ポール取付壁付

CZ04(またはCZ05)
CZ08

構成
型番

CZ05構成
型番

CZ11構成
型番

CZ11
CZ08

構成
型番

CZ06
CZ09

構成
型番

CZ06,CZ09,
CZ08

構成
型番

CZ02構成
型番

CZ06構成
型番

CZ10構成
型番

CZ03構成
型番

CZ04構成
型番

CZ04 (またはCZ03)
CZ08

構成
型番

CZ06構成
型番

CZ02構成
型番

CZ12構成
型番

CZ12
CZ08

構成
型番

（CZ07対応）

（CZ07対応）（CZ07対応）

（CZ07対応）

（CZ07対応）

（CZ07対応） （CZ07対応） （CZ07対応）

同軸システム専用カメラ金具ラインアップ
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規格表

 同軸カメラ：固定焦点タイプ
品名 固定焦点バレット型同軸カメラ 固定焦点ドーム型同軸カメラ
型番 CCE3CBF1 CCE3CDF1

希望小売価格 オープン価格
センサー 1/2.8インチ, CMOS

レンズ（mm） 2.8 @F1.9
インターフェース DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1

信号方式 CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数 最大200万画素 (1920×1080)
画角(°) 水平 約 101, 垂直 約54

金具駆動範囲(°) Pan:0～360, Tilt:0～90, Rotate:0～360 Pan:0～360, Tilt:0～78, Rotate:0～360
シャッター(秒) NTSC:1/30～100,000

最低被写体照度(Lux)
カラー:0.02(F1.9)
赤外線照明ON時：0

ノイズ除去 2D
Day/Night 自動
S/N比(dB) 65以上

IR照明/照射距離(m) 自動/最大30 自動/最大60
WDR DWDR対応

フレームレート(fps) 最大30（1920×1080）
動作温湿度範囲(℃/%) 温度：-30 ～ +60/湿度：0～90(結露なきこと)

防塵/防水性能【保護等級】 IP67
電源(V) / PoC DC 12 / 対応
消費電力(W) 最大 2.8(DC入力でIR ON時) 最大 4.9(DC入力でIR ON時)

筐体 アルミ合金, 樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm) 70×70×165.5 Φ122×94.5

質量(kg) 0.33 0.43
付属品 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1

 同軸カメラ：電動可変焦点タイプ
品名 電動可変焦点バレット型同軸カメラ 電動可変焦点ドーム型同軸カメラ
型番 CCE3CBZ1 CCE3CDZ1

希望小売価格 オープン価格
センサー 1/2.8インチ, CMOS

レンズ（mm） 2.7～12 @F1.7
インターフェース DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1

信号方式 CVI, TVI, AHD, CVBS
画素数 最大200万画素 (1920×1080)
画角(°) 水平 約102～33, 垂直 53～19

金具駆動範囲(°) Pan:0～360, Tilt:0～90, Rotate:0～360 Pan:0～355, Tilt:0～75, Rotate:0～355
シャッター(秒) NTSC:1/30～100,000

最低被写体照度(Lux)
カラー:0.02 (F1.7)
赤外線照明ON時：0

ノイズ除去 2D
Day/Night 自動
S/N比(dB) 65以上

IR照明/照射距離(m) 自動/最大60 自動/最大30
WDR DWDR対応

フレームレート(fps) 最大30（1920×1080）
動作温湿度範囲(℃/%) 温度：-30 ～ +60/湿度：0～90(結露なきこと)

防塵/防水性能【保護等級】 IP67
耐衝撃性能【保護等級】 - IK10

電源(V) / PoC DC 12 / 対応
消費電力(W) 最大 7.2(DC入力でIR ON時) 最大 5.2(DC入力でIR ON時)

筐体 アルミ合金, 樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm) 90×90×210 Φ122×90

質量(kg) 0.57 0.44
付属品 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1
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 4ch対応デジタルビデオレコーダー

品名 4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(2TB)

4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(4TB)

4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(6TB)

型番 CCE3R421 CCE3R441 CCE3R461
希望小売価格 オープン価格

圧縮方式 H.265+/H.265/H.264

映像フォーマット 5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×4, 1080P@15fps×4

映像
入力 BNC(PoC)×4

出力 2（HDMI×1, VGA×1）

音声
入力 RCA×1

出力 RCA×1

I/F

USB フロントパネル：USB2.0×1, リアパネル：USB2.0×1

LAN RJ45 (10/100Mbps)×1

電源入力 DCジャック×1, 電源スイッチ×1

内蔵SATA HDD 2TB HDD 4TB HDD 6TB

ライブ
表示解像度 HDMI：1920×1080, 1280×1024,1280×720、VGA：1920×1080, 1280×1024, 1280×720

画面分割数 １, ４

録画解像度 5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF

Backupデバイス USBメモリー

機能 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

操作端末 PC (Web UI)

リモートユーザー 128

電源（V） DC 53

消費電力（W） 最大12 最大12 最大14

動作温湿度範囲（℃/%） 温度：-10 ～ +55℃ / 湿度：10～90（結露なきこと）

寸法(高さ×幅×奥行mm) 55×325×243

質量（kg） 約1.9 約2 約2

付属品 AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×１

 8ch対応デジタルビデオレコーダー

品名 8ch対応デジタルビデオ
レコーダー(4TB)

8ch対応デジタルビデオ
レコーダー(8TB)

型番 CCE3R841 CCE3R881
希望小売価格 オープン価格

圧縮方式 H.265+/H.265/H.264

映像フォーマット 5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×8, 1080P@15fps×8

映像
入力 BNC(PoC)×8

出力 2（HDMI×1, VGA×1）

音声
入力 RCA×1

出力 RCA×1

I/F

USB フロントパネル：USB2.0×1, リアパネル：USB2.0×1

LAN RJ45 (10/100Mbps)×1

電源入力 DCジャック×1, 電源スイッチ×1

内蔵SATA HDD 4TB HDD 8TB

ライブ
表示解像度 HDMI：1920×1080, 1280×1024,1280×720、VGA：1920×1080, 1280×1024, 1280×720

画面分割数 １, ４, 9

録画解像度 5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF

Backupデバイス USBメモリー

機能 P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE

操作端末 PC (Web UI)

リモートユーザー 128

電源（V） DC 53

消費電力（W） 最大14 最大17

動作温湿度範囲（℃/%） 温度：-10 ～ +55℃ / 湿度：10～90（結露なきこと）

寸法(高さ×幅×奥行mm) 55×325×243

質量（kg） 約 2.3

付属品 AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×１
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ワイヤレスフルHDカメラシリーズ

スマート受信BOX
フルHDカメラの映像とセンサーの
情報をいつでも確認

ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ) 今日から使えるホームセキュリティ

シンプル機能で手軽に導入。エントリーモデル。 

ワイヤレスフルHDカメラ＆ 
7inchモニターセット
WSS7M2C
オープン価格

すべての機能を 備えたハイエンドモデル。

センサーライト付  
ワイヤレスフルHDカメラ＆ 
10inchモニターセット
WSS10M1C
オープン価格

プラスプラス

● カメラとモニターにマイクとスピーカーが搭載されていますので、双方向で会話
　することができます。※交互で通話できます。同時通話はできません。

カメラ⇔モニター・スマートフォン・
タブレット（市販品）で通話が可能
※WSS1C、WSS10M1C、WSSNM、CWM1SZ21、CWM1SBF1、CWM1SDF1、 CWE1CBD1のみ対応

● 面倒な配線作業は不要です。
● モニターに充電式バッテリー内蔵のため、持ち運びが可能です。
※モニターの持ち運びはWSSシリーズのみ対応

ワイヤレスだから好きな場所に設置できる

※WSSシリーズのみ対応
● 映像を市販のmicroＳＤ（最大256GB）や外付けHDD（最大2TB）に録画し、
　再生することができます。※モニター・受信BOXのみ対応

microSDや外付けHDDに録画再生可能

※WSSシリーズのみ対応
● カメラの増設は別売品のWSS1C（センサーライト付）とWSS2C（センサーライト無）の
　2機種から選ぶことができ、両方使用することができます。

増設カメラ2機種対応

● ワイヤレスフルHDカメラWSSシリーズ専用アプリ「home View」
● リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ専用アプリ「IP Pro（VR Cam,Esee Cloud」
● 録画機能一体型ワイヤレスカメラ専用アプリ「MiSmart Cam」

スマートフォン・タブレット（市販品）で
映像などが確認できる

※WSSシリーズのみ対応

● 市販のHDMIケーブル（TypeC－TypeA）を使ってテレビを接続すれば、大画面
　で映像をご覧いただけます。 

HDMI端子からテレビ接続できる
● 屋内、屋外どちらにも設置できます。 
　※完全防水ではありませんので、軒下などの直接雨水がかからない場所をおすすめします。
　※カメラのみ対応

防水・防じん（IP66）対応で安心

※WSS10M1C、WSS1C、CWE1CBD1のみ対応
明るさ500lm！高輝度センサーライト

ドア/人感/温湿度センサー
各最大8個 合計24個までセンサー追加可能

屋内用温湿度センサー
WSSTS
オープン価格

屋内用ドアセンサー
WSSDS
オープン価格

屋内用人感センサー
WSSPS
オープン価格

ワイヤレスフルHDカメラ対応  
スマート受信BOX
WSSNM
オープン価格

センサー
3種 各8個

最大24個
「追加可能」

増設用ワイヤレス 
フルHDカメラ
WSS2C
オープン価格

カメラとモニター間の受信強度を改善する、
ワイヤレスカメラ専用のアンテナ延長ケー
ブル（6m）です。

アンテナ延長ケーブル
WSCAEC06
オープン価格
●梱包入数：1　●コード長：約6m

アンテナ延長ケーブル ワイヤレスフルHDカメラ 【基本システム例】

同軸カメラシステム【基本システム例】

ネットワークカメラシステム【基本システム例】

ワイヤレスフルHDカメラ【基本システム例】

Internet

HDMIケーブルLANケーブル USBケーブル

最大24個の
センサー追加で
ホームIoTを実現！

スマートフォン･
タブレット等

カメラは最大
４台まで増設可能

液晶モニター

インターネット
ルーター

インターネット

テレビ・モニター外付けHDD

LANケーブル HDMIケーブル

4chレコーダー
テレビ・モニター

AC100VAC100V

100m

100m

100m

100m

インターネット
ルーター

Internet

インターネット

カメラ1

カメラ3

カメラ2

カメラ4

パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリ
で視聴可能！

スマホのアプリ
で視聴可能！

パソコンのWebブラウザや
スマホのアプリ
で視聴可能！

基本システム例

※1

※1

※2

システムや製品環境によって映像の確認方法が異なります。
また、ネットワーク設定を変更する必要がある場合があります。
S-5C-FB使用時

AC100V
4chレコーダー

AC100V

AC100V

電源ユニット
（送信機）

電源ユニット
（送信機）

電源ユニット
（送信機）

カメラ1カメラ1

カメラ3カメラ3

カメラ2カメラ2

カメラ4カメラ4

モニター

電源ユニット（受信機）

電源ユニット
（送信機）

300m
※2

300m
※2

300m
※2

300m
※2

カメラ用電源ケーブルHDMIケーブル同軸ケーブル BNCプラグ

増設用カメラ
カメラ２種類を組合せで
最大４台まで追加可能

増設用センサーライト付 
ワイヤレスフルHD カメラ
WSS1C
オープン価格

※規格はWSS10M1Cセンサーライト付
ワイヤレスフルHDカメラと同等です。

※規格はWSS7M2Cセンサーライト付ワイヤレスフルHDカメラと同等です。
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インターネット

InternetInternet

スマートフォン
タブレット等

専用アプリを使って
遠隔地から映像を
録画・再生

インターネット
ルーター

AC100V

ステーションモード（初期設定）

スマートフォン
タブレット等

無線LAN接続ができる
インターネット環境が
なくても利用可能！

AC100V

ダイレクトモード

※遠隔地からカメラを
操作する場合はス
テーションモードで
の接続が必要です。

バレット型カメラ本体のリピーター機またはリピーター（別売）
を使用することで最大見通し通信距離約550ｍを実現

電波の届きにくい場所でも安心！
リピーター機能を使用すれば障害物を

避けて通信可能

モニター通信電波強度が低下するとリピーターまたはリピー
ター機能付カメラへ自動に接続を切り替えるため、自動車や
ドアなど移動や変化する障害物があっても、途切れることな
くみまもりを継続することが可能

カメラ・モニター間の安定通信を実現

スタンドアロンで動作します。専用モニ
ターやレコーダーを設置する必要があり
ません。

ダイレクト接続機能で、簡単に撮影動画を
リアルタイムで確認できます。ダイレクト
接続機能で、簡単に撮影動画をリアルタイ
ムで確認できます。
※ 遠隔地からカメラを操作する場合は、ステーションモード

での接続が必要です。

専用アプリでアカウントを登録することで
閲覧できる端末を限定する仕組みを採用し
ております。
※ 専用のアプリ（MiSmart Cam）はダウンロード後の設定

時に閲覧できる人のメールアドレスの設定が必要。
　 また登録時に必要なセキュリティコードの通知の際に

も登録される方のメールアドレスを使用するため、工場
出荷時はインターネット環境に接続することができるス
テーションモードになっており2.4GHz帯Wi-Fiルーター
との接続が必要です。

外部へのセキュリティも万全

手軽に確認

設置が簡単

スマートフォン・タブレットから専用アプリで遠隔操作！

録画機能一体型ワイヤレスカメラ
CWE1CBD1
オープン価格

ストレージ容量128GB
（録画可能容量116GB）

カメラは最大
４台まで増設可能

インターネット
ルーター

インターネット

InternetInternet

最長300m

最大見通し距離550m

最長250m

スマートフォン･
タブレット等

宅内

ガレージ

液晶
モニター

カメラ画素数・録画解像度

200万画素（1920×1080）

増設用カメラ リピーター

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ リピーター機能を利用することで長距離伝送！

録画機能一体型ワイヤレスカメラ

【基本システム例】

リピーター機能付 
ワイヤレスフルHDカメラ  
2台セット
CWM1SZ21
オープン価格

リピーター機能付 
ワイヤレスフルHD 
バレットカメラ 
CWM1SBF1
オープン価格

ワイヤレスフルHD 
ドームカメラ 
CWM1SDF1
オープン価格

ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター 
CWM1ARA1
オープン価格

※各製品シリーズの互換性はございません。
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規格表

 ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)

品名 センサーライト付 ワイヤレスフルHD
カメラ＆10inchモニターセット

型番 WSS10M1C
価格 オープン価格

無線
通信部

通信方式/変調方式 2.4GHz  GFSK/FHSS
データレート 6Mbps

映像方式 H.264
見通し通信距離 最大300m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）

センサー
ライト付

ワイヤレス
フルHD
カメラ

画素数 200万画素（H：1920 V：1080ピクセル）
イメージセンサー 1/2.7インチCMOS

視野角 左右90°/上下50°
撮影距離 1.5m～ピントの合う範囲まで

人感検知距離/角度 最大約7m/80°

センサーライト
白色LED 500（全光束）lm

白色LED光量調整 4段階（25/50/75/100%）
点灯モード 手動/動体検知（点灯時間：オフ/1分/3分/5分）

赤外線投光距離 15m
最低被写体照度 IR LED点灯時：0

スピーカー 1個
マイク 1個

使用温度範囲 -10～+50℃
消費電力(白色LED点灯時) 最大13.5W（DC9V/1500mA）

防雨・機密性 IP66
外形寸法 W73×H73×D223.3mm（アンテナ部除く）

質量 約560g

10インチ
液晶

モニター

LCD解像度 1024×600
画面サイズ 10インチ

タッチパネル方式 静電容量式
録画解像度 Full HD（1920×1080）/HD（1280×720）
録画モード モーション検知/スケジュール/マニュアル
録画上書き 設定可能
録画時間 5分/10分/15分

対応マイクロSD
カード/容量 microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB

外付けHDD接続端子 USB2.0（Type A）×1個
外付けHDD容量 最大2TB
USBバスパワー 最大500mA

LAN端子 Type：RJ-45,10/100Mbps
HDMI出力 Type-C（Ver.1.4）×1個
対応テレビ 1080i/720p対応
対応カメラ WSS1C/WSS2C（最大4台）
スピーカー 1個

マイク 1個
センサー対応 受信周波数922MHｚ　ドア/人感/温湿度（各最大8個）

複数カメラ同時録画 最大4台同時録画可能
カメラマルチ画面数 1/2/4

リモート接続 専用アプリにより対応可能
ソフトウェアアップデート ネットワーク対応
パワーセーブまでの時間 3分/10分/OFF

使用温度範囲 0～+40℃
消費電力 8.7W（DC5V/1730mA）

使用時間(バッテリー使用
時) 約2時間（HDDなし）

充電時間 約6.5時間（0℃以下充電停止）
外形寸法 W265×H177×D69.7mm

質量 約730g
専用アプリ home View（iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応）

 ワイヤレスフルHDカメラ(WSSシリーズ)

品名 ワイヤレスフルHDカメラ＆
7inchモニターセット

型番 WSS7M2C
価格 オープン価格

無線
通信部

通信方式/変調方式 2.4GHz  GFSK/FHSS
データレート 6Mbps

映像方式 H.264
見通し通信距離 最大300m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）

ワイヤレス
フルHD
カメラ

画素数 200万画素（H：1920 V：1080ピクセル）
イメージセンサー 1/2.7インチCMOS

視野角 左右90°/上下50°
撮影距離 1.5m～ピントの合う範囲まで

人感検知距離/角度 最大約7m/80°
赤外線投光距離 10m
最低被写体照度 IR LED点灯時：0

マイク 1個
使用温度範囲 -10～+50℃

消費電力 最大5.3W（DC9V/580mA）
防雨・機密性 IP66

外形寸法 W64.3×H64.3×D228.4mm（アンテナ部除く）
質量 約460g

7インチ
液晶

モニター

LCD解像度 1024×600
画面サイズ 7インチ

タッチパネル方式 抵抗膜方式
録画解像度 Full HD（1920×1080）/HD（1280×720）
録画モード モーション検知/スケジュール/マニュアル
録画上書き 設定可能
録画時間 5分/10分/15分

対応マイクロ
SDカード/容量 microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB

外付けHDD接続端子 USB2.0（Type A）×1個
外付けHDD容量 最大2TB
USBバスパワー 最大500mA

LAN端子 Type:RJ-45,10/100Mbps
HDMI出力 Type-C（Ver.1.4）×1個
対応テレビ 1080i/720p対応
対応カメラ WSS1C/WSS2C（最大4台）
スピーカー 1個

マイク 1個
センサー対応 受信周波数922MHｚ　ドア/人感/温湿度（各最大8個）

複数カメラ同時録画 最大4台同時録画可能
カメラマルチ画面数 1/2/4

リモート接続 専用アプリにより対応可能
ソフトウェアアップデート ネットワーク対応
パワーセーブまでの時間 -3分/10分/OFF

使用温度範囲 0～+40℃
消費電力 7.1W（DC5V/1410mA）
使用時間

(バッテリー使用時) 約3時間（HDDなし）
充電時間 約6.5時間（0℃以下充電停止）
外形寸法 W198×H130×D63.6mm

質量 約490g
専用アプリ home View（iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応）

 スマート受信BOX(WSSシリーズ)
品名 ワイヤレスフルHDカメラ対応スマート受信BOX
型番 WSSNM
価格 オープン価格

無線通信部
通信方式/変調方式 2.4GHz GFSK/FHSS

データレート 6Mbps
映像方式 H.264

見通し通信距離 最大300m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）

スマート
受信BOX

録画解像度 Full HD（1920×1080）/HD（1280×720）
録画モード モーション検知/スケジュール/マニュアル
録画上書き 設定可能
録画時間 5分/10分/15分

対応マイクロSDカード/容量 microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB
外付けHDD接続端子 USB2.0（Type A）×1個
外付けHDD容量 最大2TB
USBバスパワー 最大500mA

LAN端子 Type：RJ-45,10/100Mbps
HDMI出力 Type-A（Ver.1.4）×1個
対応テレビ 1080i/720p対応
対応カメラ WSS1C/WSS2C（最大4台）
スピーカー 1個

マイク 1個
センサー対応 受信周波数922MHｚ ドア/人感/温湿度（各最大8台）

複数カメラ同時録画 最大4台同時録画可能
カメラマルチ画面数 1/2/4

リモート接続 専用アプリにより対応可能
ソフトウェアアップデート ネットワーク対応

使用温度範囲 0～+40℃
消費電力 3W（DC5V/600mA）
外形寸法 W136.2×H35.5×D88.2mm

質量 約150g
専用アプリ home View（iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応）
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 リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ
品名 リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ 2台セット
型番 CWM1SZ21
価格 オープン価格

無線通信部
周波数(GHz) 2.4

通信規格 IEEE802.11 b / g / n

リピーター機能付
ワイヤレス

フルHDカメラ

センサー 1 / 3インチ,CMOS,300万画素
レンズ(mm) 4

画角(°) 89
最低被写体照度(Lux) 0(赤外線照明ON 時)

カラーモード カラー / 白黒(赤外線) / 自動
IR 照明(m) 最大9

対応コーデック H.265
フレームレート(fps) 最大15(1920X1080、640X360)

オーディオ マイク・スピーカー内蔵
ONVIF Ver 2.4

LED 緑色×1(接続時点灯)
リセットボタン 1

電源入力 DC ジャックX1
動作温湿度範囲(℃、％) 温度ー20～＋50、湿度20～80(結露なきこと)

防塵／防水性能［保護等級] IP65
電源(V) DC12

消費電力(W) 最大3
筐体 アルミ合金、樹脂

外形寸法(mm) W104×H76×D164(アンテナ部含む)
質量(kg) 0.34

7インチ
液晶モニター

LCD 解像度 1024×600
画面サイズ 7インチ

タッチパネル 静電式
録画解像度 Full  HD(1920×1080)

ビデオ圧縮方式 H.264,H.265
ビデオビットレート(bps) 256k～3M

録画方式 動体検知録画
録画上書き オン / オフ

オーディオ圧縮方式 AAC
録画時間(h) 約213(カメラ1台の場合)

USB Type A×11
メモリーカード microSD カード(最大 128GB)

オーディオ マイク・スピーカー内蔵
動作温湿度範囲(℃／％) 温度 ー10～＋50、湿度 90 以下  (結露なきこと)

防塵／防水性能［保護等級] なし
電源(V) DC5

消費電力(W) 最大8
筐体 樹脂

寸法(mm) W191×H123×D31.5
質量(kg) 0.5

 リピーター
品名 ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター
型番 CWM1ARA1
価格 オープン価格

無線周波数（GHz） 2.4
通信規格 IEEE 802.11b/g/n

インター
フェース

LAN RJ-45（100Mbps）×1
電源 DC12Vプラグ×1

リセット リセットボタン×1
LED NVR:1、IPCAM:4

対応チャンネル 最大4×IPカメラ
ONVIF 対応

動作温湿度範囲
（℃/%）（℃/%RH） 温度：-20～+45、湿度：90以下（結露なきこと）

防塵/防水性能［保護等級］ なし
電源（V） DC12

消費電力（W） 最大0.5
筐体 樹脂

寸法(mm) W74×H186×D31
質量(kg) 0.1

増設用カメラ
品名 ワイヤレスフルHDドームカメラ
型番 CWM1SDF1
価格 オープン価格

無線周波数（GHz） 2.4
通信規格 IEEE 802.11b/g/n
センサー 1/3インチ,CMOS,300万画素

レンズ(mm) 4
画角（°） 85

最低被写体照度（Lux）
カラー:0.1、白黒：0.01
赤外線照明ON時：0

DNR（ノイズ除去） 3D
カラーモード カラー/白黒（赤外線）/自動
S/N比（dB） 39.1以上
IR照明（m) 10

フレームレート（fps） 最大15（1920×1080、640×360）
オーディオ N/A
ONVIF Ver2.4

リセットボタン 1
電源入力 DCジャック×1

動作温湿度範囲（℃/%）（℃/%RH） 温度：-10～+50、湿度：30～80以下（結露なきこと）
防塵/防水性能［保護等級］ N/A

電源（V） DC12
消費電力（W） 最大6

筐体 アルミ合金、樹脂
寸法（mm） φ100×H80
重量（kg） 0.32
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屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各構造での目安は、次のとおりです。

ワイヤレスフルHDカメラ「WSSシリーズ」

項目 microSDカード
8GB

microSDカード
16GB

microSDカード
32GB

microSDカード
64GB

microSDカード
128GB

microSDカード
256GB

外付けハードディスク
容量 500GB

外付けハードディスク
容量 1TB

外付けハードディスク
容量 2TB

1台 HD 8時間 17時間 34時間 69時間 139時間 280時間 530時間 1050時間 ２１００時間
Full HD 5時間 11時間 22時間 45時間 90時間 181時間 351時間 703時間 1406時間

2台 HD 4時間 8時間 16時間 34時間 68時間 137時間 268時間 536時間 1073時間
Full HD 2時間 5時間 11時間 22時間 44時間 88時間 171時間 360時間 720時間

3台 HD 3時間 6時間 12時間 23時間 47時間 94時間 185時間 ３７０時間 ７３９時間
Full HD 2時間 4時間 8時間 17時間 35時間 70時間 136時間 273時間 ５４５時間

4台 HD 2時間 4時間 9時間 18時間 37時間 74時間 145時間 289時間 ５７８時間
Full HD 1時間 3時間 7時間 15時間 30時間 60時間 118時間 235時間 468時間

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ「CWMシリーズ」

項目 microSDカード
8GB

microSDカード
16GB

microSDカード
32GB

microSDカード
64GB

microSDカード
128GB

1台 Full HD 13時間 26時間 53時間 106時間 213時間
2台 Full HD 6時間 13時間 26時間 53時間 106時間
３台 Full HD 4時間 9時間 18時間 35時間 71時間
４台 Full HD 3時間 6時間 13時間 26時間 53時間

※「MiSmart Cam」のライブビューにて表示される信号強度が40％以上が推奨レベルです。
※ ステーションモードはカメラとルーター間、ダイレクトモードはカメラとスマートフォン・タブレット間での距離の目安となります。

木造
約20 ～40 ｍ

鉄骨構造
約10 ～20 ｍ

鉄筋コンクリート構造
約5 ～10 ｍ

録画目安一覧

電波到達距離について

録画機能一体型ワイヤレスカメラ
品名 録画機能一体型ワイヤレスカメラ
型番 CWE1CBD1
価格 オープン価格

無線
通信部

対応無線LAN IEEE 802.11b/g/n,1T1R
通信周波数/

変調方式 2.4GHz/11b：DSSS,11g/n：OFDM
伝送レート 11b：11Mbps,11g：54Mbps,11n：up to 150Mbps
映像方式 H.264

見通し通信距離 最大250m（遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離）

録画機能一体型
ワイヤレスカメラ

画素数 200万画素（H：1920 V：1080ピクセル）
イメージセンサー 1/2.9インチCMOSセンサー

撮影距離 約0.18m～∞
視野角 左右102°/上下55°

人感検知距離/角度 最大約8m/左右90°/上下60°

センサーライト
白色LED 500（全光束）lm

白色LED光量調整 100段階（1～100%）
点灯モード 手動/動体検知（点灯時間：オフ/1～10分）

赤外線投光距離 12m
最低被写体照度 IR LED点灯時：0 lx

録画解像度 Full HD（1920×1080）
録画モード イベント/スケジュール/連続
録画上書き 常時録画上書き（設定変更不可）

ストレージ容量 128GB（録画可能容量：116GB）
ファームウェアアップデート ネットワーク対応
消費電力（白色LED点灯時） 最大10.8W（DC9V/1.2A）

スピーカー 1個
内蔵マイク 1個

インジケーター 緑色LED 1個
使用温度範囲 -10～+50℃
防雨・気密性 IP66

外径寸法 W82×H98×D210mm（アンテナ部を除く）
質量 約0.55kg

専用アプリ MiSmart Cam（iOS9.0以降/Android4.4以降対応）

21



規格表

 顔認証カメラ
品名 顔認証カメラ
型番 CNE3CDI1

希望小売価格 オープン価格
センサー 1/1.8インチ, CMOS

レンズ (mm) 4.7～11 @F1.47

インターフェース オーディオ入出力×1, デジタル入出力×1, microSD×1,microHDMI×1,
USB(type-C)×1,RJ45(10/100Mbps)×1, リセットボタン×1

信号方式 IP
画素数 最大800万画素 (3840×2160)
画角(°) 水平:102～40、垂直:53～22

金具駆動範囲(°) Pan:0～350, Tilt:0～75, Rotate:0～350
シャッター(秒) 1/30～1/8000

最低被写体照度(Lux) カラー:0.025 (F1.47), 白黒：0.02（F1.47）、赤外線照明ON時：0
ノイズ除去 対応
Day/Night 自動/手動
S/N比(dB) 45以上

IR照明/照射距離(m) 自動, 照射距離：最大15
WDR DWDR

対応コーデック H.265/H.264/MJPEG
ONVIF Profile S

フレームレート(fps) 最大 30（3840×2160）
動作温湿度範囲(℃/%) 温度：-30 ～ +50/湿度：10～90(結露なきこと)

防塵/防水性能【保護等級】 屋内用
電源(V) / PoE DC 12（2ピン端子） / 対応（IEEE 802.3at）
消費電力(W) 最大 10

筐体 アルミ合金、樹脂
寸法(高さ×幅×奥行mm) Φ125×107

質量(kg) 0.56

付属品 取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3,穴あけ用型紙×1,オーディオケーブル×1, 
リレーボード接続ケーブル×1, リレーボード×1, L型トルクスレンチ×1, 取扱説明書×1

カメラ画素数・録画解像度

800万画素（3840×2160）顔認証カメラ

顔認証カメラ
CNE3CDI1
オープン価格  

登録された画像から
人物の顔を検出できる

セキュリティ対策や、入退管理など様々な場面で活用できる

お子様やご家族など、登録された人物
を認識し自動で通知メールを配信でき
ます。離れた場所からでもご家族の帰
宅を確認できます。

教育施設など

お子様やご家族の見守りにお子様やご家族の見守りに

マンションエントランスのオートロック開
錠を顔認証式にすることでセキュリティ
だけでなく手ぶらで解除が出来てとって
も便利です。

マンション・集合住宅

入居者様の安心と利便性入居者様の安心と利便性

万引きや窃盗などの犯罪常習犯をカメ
ラ映像から登録しておくことで、再度来
店時に顔認証することで通知メールを
配信可能。早い段階で察知することで
声かけ対応など次の対策が行えます。

店舗・商業施設

店舗では窃盗・盗難対策店舗では窃盗・盗難対策

オフィスへの入退室管理や、勤怠管理
を顔認証式にすることで、非接触なの
はもちろん、スムーズな管理を実現し業
務効率化に貢献します。

オフィス・事務所など

入退管理・業務効率化へ入退管理・業務効率化へ

様々なシステム
に応用が可能

付属品のリレーを使用するこ
とで様々なシステムに応用

が可能です。

認証画像は
カメラ本体登録

認証に必要な顔画像を本体内部
に記録するため、インターネットを
通じた顔画像の流出などの心配

がありません。
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1.データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の不具合や
故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切
保証いたしません。

2.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利
益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いか
ねます。（microSD内のデータも含む）

3.本製品に関して弊社が負う貴任は、債務不履行および不法行為その他の理由
の如何にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

4.本製品は、監視している画像の表示、録画、再生を目的で作られています。こ
の製品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合
も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して
一切の責任を負わないものとします。

　①本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的
損害・被害

　②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損
害・被害

　③お客様による本製品の分解、修理または改造がされた場合、それに起因す
るかどうかに関わらず、発生した一切の故障または不具合

　④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・
記録などできないことおよび記録した情報が消失したことで被る不便・損害・
被害

　⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結
果被る不便・損害・被害

　⑥お客様による監視画像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、そ
の結果生じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを
理由とする賠償請求、クレームなど

　⑦登録した情報内容の何らかの原因（ユーザー名、パスワードなどの認証情
報を忘れたことにより本製品を初期化する場合を含む）による消失

　⑧動体検知の誤検出、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る
不便・損害・被害

　⑨地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故に
より生じた損害

5.当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダをご使用になるネット

ワーク回線を、他の目的（一般業務用など）のネットワーク回線と混在してご
利用いただくことは、保証いたしません。

6.その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないもの
とします。また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

　①レシートまたは納品書の再発行は行いません。
　②有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返

却いたしかねます。
　③製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社

は一切の費用負担を行いません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、
紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用くだ
さい。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いか
ねます。

　④同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそ
れ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

◆ 免責について

平日 月曜日～土曜日の夕方18時まで
ホームページでも初期設定や、

各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とする
　ものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

安全に関するご注意!

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

祝祭日・夏期・年末年始
（特定休業日を除く）

  9：00～12：00
13：00～18：00

受付
時間

エレコム製品に関するお問合わせDXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問合わせ

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号

土・日・祝日もご利用ください！
■受付時間 9：30～17：00（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

カスタマーセンター

0570-033-083 エレコム法人様サポートセンター
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