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360°回転

本体装置のみで携帯電話の電波を利用して
どこからでも簡単にリアル動画を確認、

録画ファイルを再生できます。

パソコン・スマートフォンで
遠隔操作可能

SIMフリー対応ルータ採用
WiFiでのＬＡＮ内操作も可能

防水機能 IP67赤外線ナイトビジョン

36倍光学ズーム　200万画素　Full HD コード切断で大音量

過電流カットのプラグを採用サーモスタット付　大型ファン採用

最低照度 (ルクス) : 0.01 Lux電源を入れるだけですぐに録画開始

現地でも簡単に操作確認できます
（BOXドアの内側より取り外して操作可能）

低速回線（LTEの非対応の場合）
少ない送受信データ能力でも稼働出来る可能性あり

（状況によりご判断ください）

低速回線対応10.1インチLCD HDモニタ付属

高倍率・高ズーム機能 盗難防止アラーム

※PTZカメラ

AC100V電源で稼働

雷サージ高温対応

IR赤外線80m

※画像はイメージです

ズームアップ ズームダウン

90°回転

36倍ズーム

※SIMフリーは別途ご契約が必要です  ※設置・取付工事は別途費用となります

メーカー希望小売価格 のところ

※AC100V電源、取付金具はご準備ください
( 税込 )( 税込 )( 税込 )￥298,000￥298,000￥298,000

￥498,000
PTZ防災防犯AHDカメラキッド

PTZカメラ
BOXセット一式

設定不要

取付後電源を挿すだけでOK

このセットのみで完結

驚きの
低価格

F.S.T.NET 大阪府門真市殿島町20-6 www.m-fst.net
〒571-0045

TEL 06-7708-7268

PTZカメラの取扱い動画・撮影サンプル動画などホームページでご紹介しております

キャンペーン価格



F.S.T.NET 大阪府門真市殿島町20-6 www.m-fst.net
〒571-0045

TEL 06-7708-7268

各チャンネル30／25fps のリアルタイムライブ表示ライブディスプレイ

IP  cam：1080P／ 60fps：720P  120／ 100fps（Max bandwidth 20Mbps）

AHD：1080P／ 40fps：1080P-Lite ／ 720P 80fps　960H：120／ 100fps
録画・再生

1／4CH画面分割

HDMI　VGA　BNC x1メインモニター

BNC x1コールモニター

1 RCA-jack connectorsオーディオ　インプット

1 RCA-jack connectors (up to 2 Vrms) ／ HDMIオーディオ　アウトプット

Yesフリーズ

ユーザー調整可能シーケンシャルスイッチ

X2　X4デジタルズーム

Yesウォーターマーク

Manual ／ Schedule ／Motion ／ Alarm録画モード

0-10 secプリ録画時間

0-60 minutesポスト録画時間

モーション、カメラ、ビデオロス、イベント、日付／時刻検索機能

有ロス検索

構成可能な検出領域と感度をサポート動体検知

有ブザー

2アラーム　インプット

1（NC or NO）アラーム　アウトプット

無アラームセット／アンセット：パニック

有（モバイル）アラーム　プッシュ通知

有I ／ Rリモート

NoRS-232

2ピンPTZコントロールRS-485

3Gドングル サポート

1 x SATA HDDs (6TB／HDDまでサポート )ストレージHDD

モーションパーティションサイズと上書き保存パーティション

USB2.0バックアップ

ビデオロス、モーション、アラームトリガー

有イベントログ

中国語／英語／日本語／フランス語／スペイン語／ポーランド語／ロシア語

トルコ語／ギリシャ語／ポルトガル語／韓国語／イタリア語／ ...0DM welcome
言語サポート

停電回復後の自動電源投入システムリカバリー

有ウォッチドッグタイマー

RJ-45　10M／100M bps　イーサネットコネクターネットワーク

リモートセットアップ、モニタリング バックアップ

リモートソフトウェア アップグレード

I.E software for Multiple DVRs (64ch Display on Screen)
Web（GUI）

HTTP／Control ／ Data port　設定可能

パソコン、モバイルに警告通知E-mail

Alarm video ／ audio file storageFTP

1 ／ 4split screen display ＆ SEQ mode for I.E
Video

Electronics maps for CMS

双方向オーディオ

TCP／ IP  , HTTP , PPPoE , DHCP , DDNS , FTP , TSPプロトコル

Up to login 8 Userリモート ユーザー

PCベース、スマートホン、PDAリモート ステーション

マルチレベルパスワード (4 levels.up to 18 accounts) protectionパスワード

185(W) x 220(D) x 45(H)mm／1.4kgサイズ／重量

+12VDC、最大36W電源

0℃～+50℃動作条件

録画装置本体

カメラ解像度：1920ｘ1080　Full HD
HDD：1TB
( 撮影する映像の状況により録画時間は変動します )

録画日数の目安

コマ数

15 fps
録画画質

40日超高画質

50日

10 fps

50日

60日高画質

以前カメラを購入したが、専門的な機器が多く
誰も操作ができなくて困った・・・

こんな方におすすめします！

防災・予知・予防防災・予知・予防防災・予知・予防 防犯・監視防犯・監視防犯・監視ポール等に取付、
電源プラグを挿すだけで録画開始

災害発生時は現場に出向かずに
現状把握が可能

etc...

録画データで今後の適切な対応を検討
遠隔地の施設の状況把握や

突発的な事故の予知・予防にも

怪しい人影を高倍率ズームアップで確認
驚くほど高画質のフルハイビジョン

警察への要請にも役立つ
（不審者対策）

住民の方、担当役所の方の安全確保や
素早い対応に役立つ

誰もが視覚的に扱える
シンプルな操作方法！

お手持ちの
スマートフォンに対応！

録画データの
確認も簡単！

ズーム

特　徴

湿度

温度

ホワイトバランス

赤外線

回転

回転速度

イメージセンサー

解像度

最低照度

重量

電源

圧縮方式

サイズ

90度

360度

35度（毎秒）

35 度（毎秒）

SONY　CMOS

200万画素

0.01LUX

0 LUX

自動調整

DC12V3A

約 11.43cm

PTZカメラ

ｘ36倍

80ｍ

上下

左右

上下

左右

メガピクセル

赤外線　OFF

赤外線　ON

1920ｘ1080

ON/OFF

～ +45℃

消費電力

-20RH～60RH

2.5kg

縦・横・高

H.264

船舶
河川 田畑


