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保証書別添付



カメラ部
仕様

映像素子 137 万画素 CMOS センサー
レンズ 3.6mm@F1.4 昼用 / 夜用
撮影距離 20cm ～ ∞
赤外線 LED 赤外線最大照射距離 15m
最低被写体照度 赤外線 LED オフ時：1.5 Lux　　赤外線 LED オン時：0 Lux 

CMOS 機能 自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、 
自動露出、自動明るさ

映像

解像度 1280 × 960(960P)、1280 × 720(720P)、
640 × 360(VGA)、320 × 180(QVGA)

動画品質設定 動き優先、標準画質、最高画質
フレームレート 30 フレーム / 秒
映像圧縮方式（動画） H.264
画像圧縮方式（静止画） JPEG
音声圧縮方式 G.711
上下反転機能 上下 / 左右反転
録画方式 手動録画、定時録画、警報録画

音声 マイク 内蔵

警報 画像送出機能 E メール / 専用のアプリに情報送信、写真、 動画保存などが可能、
内蔵 microSD カード

アラーム 動体検知、スケジュール、E メール警報

ネット
ワーク

Wi-Fi 無線 LAN Wi-Fi，IEEE802.11b/g/n
セキュリティ WEP（64bit/128bit）WPA（2）-PSK（WPA personal）（TKIP/AES）

有線 LAN LAN 端子（10/100Mbps　RJ-45）カテゴリ 5e 以上
自動（DHCP サーバによる割当て）

P2P 機能 あり（無料遠隔監視）

その他

対応スマートフォン / 
タブレット / パソコン

iPhone/iPad（iOS6.0 以降）/Android（3.0 以降）
/Windows Vista 以降 (Surface を除く )

対応ブラウザ Internet Explorer
外形寸法 Φ 80.8mm × 105mm ( アンテナ部除く )
重量 約 430g （本体のみ）
動作時環境 温度 -10 ～ 60℃
電源 DC 12V/1A（付属 AC アダプタより給電）
取得承認規格 CE、FCC、TELEC、VCCI（Class B）、PSE（付属 AC アダプタ）

microSD
カード

スロット
仕様

対応容量 4、8、16、32、64、128GB
対応ファイルシステム FAT32、exFAT

動画保存時間

4GB カード：約 16 時間　　　8GB カード：約 33 時間
16GB カード：約 66 時間　　 32GB カード：約 132 時間
64GB カード：約 264 時間     128GB カード：約 528 時間
※解像度 :640 × 480、ビットレート :768

（解像度：1280 × 720 の場合は上記の約 1/3）


