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i-PROシリーズとして発売されているネットワークカメラは、i-PRO株式会社で
開発・製造をしています。

弊社は、2019年10月よりパナソニック株式会社から事業分離して、独立会社
としてスタートしました。

60年以上続いたパナソニック時代からのイノベーションの数々とお客様
からの多くのご期待を受け継ぎ、新生i-PROとしてさらに発展させていきたい
との私たちの強い想いが込められています。

60年を越える技術革新や品質追求の歴史に裏打ちされた
強いエッジデバイス、先端の画像解析技術やAIを駆使して、
これまでは把握できなかった情報まで徹底した

“見える化”を実現。

その情報をお客様のワークフローにつなげることで、

製造・金融・医療から小売り・サービス・公共機関など、

あらゆる現場における安心・安全の

基盤構築に貢献いたします。

i-PROは、オープンにパートナーシップを広げ、より優れた価値のある製品をスピーディに送り出すことで、
弊社のブランドコンセプトである「The Power of Truth」の実現を目指してまいります。
そのためにi-PROの理念に共感いただける企業様との
信頼構築・長期な価値提供を“パートナーズサークル”で実現していきます。

セキュリティ事業沿革

セキュリティ商品ポートフォリオ パートナーシップ

私たちは、ものごとに潜む一瞬の真実を捉えたい。

それが、命を救う人々の決断を支え、

社会の安心安全に繋がると信じている。

だから、私たちは挑戦する。

人間の五感を超える認識技術と、

あらゆる環境に対応した確かなソリューションの創造に。

不幸な事件や事故を未然に防ぐ未来を。

見つけられなかった病を見つけ、治せる未来を。

私たちは、社会の安心安全を護るプロフェッショナルたちと志を同じくし、

その頼れる存在になる。

i-PRO株式会社

Our Brand
私たちのブランド

アナログカメラ
発売

1/2型CCD
カメラ発売

PTZドーム
カメラ発売

デジタルディスク
レコーダー発売

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300発売

IPエンコーダー発売 • i-PROカメラ & IPレコーダー発売
• PCソフトウェアパッケージ
   DG-ASM100発売

顔検索ソフトウェア
WV-ASF900発売

1957

セキュリティシステム

1991 1995 1998 2000 2006 2011 2013

i-PRO SmartHD
発売

2010

ディープラーニング顔認証
サーバソフトウェアFacePRO発売

i-PRO EXTREME
発売

AIネットワークカメラ発売

2017 2018 2019

i-PRO mini発売を発表

2021

AIエンジン搭載の新しいマルチセンサーを発売
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Core Technology
コア  テクノロジー

高視認性技術 データ高圧縮技術

高信頼性 エッジAI技術

サービス
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ネットワークカメラ  製品ラインアップ 5ページ

• コンパクトボックスタイプ
WV-S7130UX / WV-S7130WUX
WV-B71300-F3 / WV-B71300-F3-1 / WV-B71300-F3W / WV-B71300-F3W1

• マルチセンサータイプ
WV-S8574LUX / WV-S8544LUX / WV-S8573LUX / WV-S8543LUX

• 屋外PTZタイプ
WV-S65340-Z4N / WV-S65340-Z4K
WV-S65340-Z2N / WV-S65340-Z2K
WV-B65300-ZY / WV-B65302-Z2 / WV-B65301-Z1

• 屋内PTZタイプ
WV-S61302-Z4 / WV-S61301-Z2
WV-B61300-ZY / WV-B61301-Z2 / WV-B61301-Z1

• 屋外ドームタイプ
WV-S25700-V2LN / WV-S25500-V3LN

5ページ

5ページ

6ページ

7ページ

7ページ

• 屋内ドームタイプ
WV-S22500-V3L
WV-S2136LBUX / WV-S2135UX
WV-U2132LAUX / WV-U2130LAUX

• 屋内コンパクトドームタイプ
WV-S3131LUX

• 屋外ハウジング一体タイプ
WV-S15700-V2LN / WV-S15700-V2LK / WV-S15500-V3LN
WV-S1536LUX / WV-S1536LBUX / WV-S1536LNS
WV-U1532LAUX

• 屋内全方位タイプ 
WV-S4151UX

• 屋内ボックスタイプ
WV-S1135VUX / WV-U1132AUX / WV-U1130AUX

8ページ

AIネットワークカメラ用 機能拡張ソフトウェア 18ページ

WV-XAE200WUX（AI動体検知 AI-VMD）
WV-XAE201WUX（AIプライバシーガード）
WV-XAE203WUX（AIマスク非着用検知）
WV-XAE207WUX（AI混雑検知）

18ページ
18ページ
19ページ
19ページ

WV-XAE202WUX（ナンバー認識）
WV-XAE204WUX（AI顔検知）
WV-XAE205WUX（AI人物属性識別）
WV-XAE206WUX（AI車両属性識別）
i-PROカメラアプリケーションプラットフォーム

20ページ
21ページ
21ページ
21ページ
21ページ

ネットワークディスクレコーダー 22ページ

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX200UXシリーズ
WJ-NX200/2UX （2 TB） / WJ-NX200/4UX （4 TB） / WJ-NX200/6UX （6 TB） 

22ページ ネットワークディスクレコーダー WJ-NX100UXシリーズ
WJ-NX100/1UX （1 TB） / WJ-NX100/2UX （2 TB）

22ページ

i-PRO機器専用 SD/microSDメモリーカード 10ページ ネットワークカメラ アクセサリー組み合わせ早見表 11～16ページ
16ページネットワークカメラ関連製品

ACアダプター                  WV-PS16UX
PoEカメラ電源ユニット　 WJ-PU104UX （PoEカメラ4台給電） /  WJ-PU108UX （PoEカメラ8台給電） /  WJ-PU116AUX （PoEカメラ16台給電）
PoEカメラ電源ユニット　 WJ-PU201UX

ネットワークカメラ  関連製品 10ページ

エッジ記録型クラウドカメラサービス 24ページ

i-PRO Remo. Service
概要・機能紹介

24～25ページ ユースケース
エッジストレージ

DG-EU100/1 （1 TB） / DG-EU100/2 （2 TB） / DG-EU100/4 （4 TB）

26ページ
26ページ

映像監視ソフトウェア 23ページ

WV-ASM300UX ［1ライセンス1PC］ / WV-ASM300WUX 【ライセンス販売】 ［1ライセンス1PC］ 23ページ

その他 28ページ

ネットワークカメラ・レコーダー用 映像閲覧 スマートフォンアプリケーション
i-PRO Mobile APP / モバイル通知ツール

みえますねっと
クラウド型モニタリング・録画サービス（有料） みえますねっと
サポートツール
支援ツール（提案／設定／保守）

28～29ページ
ご使用の際の注意事項
機能説明
使用している規格・マークについて｜カメラ品番体系

31ページ
32ページ
33ページ30ページ

30ページ

8ページ

9ページ

9ページ

9～10ページ

【ご注意】 このカタログに掲載されている商品は日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

C O N T E N T S
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屋外対応   マルチセンサータイプ

屋内対応   コンパクトボックスタイプ

業界最薄※ 90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルのマルチセンサーカメラでありながら軽量の筐体を実現。
※2022年2月現在、弊社調べ

i-PRO mini AI有線LANモデル

WV-S7130UX （ホワイト）
オープン価格

手のひら
サイズ

i-PRO mini AI無線LANモデル

WV-S7130WUX （ホワイト）
オープン価格

i-PRO mini L 有線LANモデル

WV-B71300-F3（ホワイト）
WV-B71300-F3-1 （ブラック）
各オープン価格

i-PRO mini L 無線LANモデル

WV-B71300-F3W（ホワイト）

WV-B71300-F3W1（ブラック）
各オープン価格

4眼タイプ 3眼タイプ

屋外AIマルチセンサーカメラ（4K×4眼） 

WV-S8574LUX
オープン価格

屋外AIマルチセンサーカメラ（4MP×4眼） 

WV-S8544LUX
オープン価格

屋外AIマルチセンサーカメラ（4K×3眼） 

WV-S8573LUX
オープン価格

屋外AIマルチセンサーカメラ（4MP×3眼） 

WV-S8543LUX
オープン価格

小型AIネットワークカメラ 小型ネットワークカメラ

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

ネットワークカメラ  製品ラインアップ
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屋外対応   PTZタイプ

屋外対応   PTZタイプ

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、
コンパクトサイズの光学21倍ズームのPTZネットワークカメラ。

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、
コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラ。

AI自動追尾を標準搭載した光学40・21倍ズームの
PTZネットワークカメラ。

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、
コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラ。

光学40倍ズーム 屋外AI PTZカメラ

WV-S65340-Z4N
WV-S65340-Z4K （耐重塩害）
各オープン価格

光学21倍ズーム 屋外AI PTZカメラ

WV-S65340-Z2N
WV-S65340-Z2K （耐重塩害）
各オープン価格

光学3.1倍ズーム 屋外PTZカメラ

WV-B65300-ZY
オープン価格

光学21倍ズーム 屋外PTZカメラ

WV-B65302-Z2
オープン価格

光学10倍ズーム 屋外PTZカメラ

WV-B65301-Z1
オープン価格

耐重塩害仕様
-Z4Kのみ 

アドバンスド
親水コーティング

耐重塩害仕様
-Z2Kのみ 

アドバンスド
親水コーティング

ネットワークカメラ  製品ラインアップ
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屋内対応   PTZタイプ

屋外対応   ドームタイプ屋内対応   PTZタイプ

光学40倍ズーム 屋内AI PTZカメラ

WV-S61302-Z4
オープン価格

光学3.1倍ズーム 屋内PTZカメラ

WV-B61300-ZY
オープン価格

AI自動追尾を標準搭載した光学40倍ズームのPTZネットワークカメラ。 従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、
コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラ。

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を
自動で識別。AI音識別機能も搭載。

光学21倍ズーム 屋内AI PTZカメラ

WV-S61301-Z2
オープン価格

4K屋外AIドームカメラ

WV-S25700-V2LN
オープン価格

5MP屋外AIドームカメラ

WV-S25500-V3LN
オープン価格

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、
コンパクトサイズのPTZネットワークカメラ。

光学21倍/10倍ズーム 屋内PTZカメラ

WV-B61301-Z2
WV-B61301-Z1
各オープン価格

耐衝撃性
50J

アドバンスド
親水コーティング

耐衝撃性
50J

アドバンスド
親水コーティング

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載
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屋内対応   ドーム タイプ

コンパクトな筐体で広画角、H.265コーデック、
顔スマートコーディング技術を搭載。

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさに
こだわったエントリーモデル。

屋内対応   ドーム タイプ 屋内対応   コンパクトドーム タイプ

屋内コンパクトドームカメラ

WV-S3131LUX
オープン価格

屋内ドームカメラ

WV-U2130LAUX
オープン価格

AIプロセッサーを搭載した、5メガピクセル解像度、
耐衝撃性 IK10（IEC 62262）準拠。

5MP耐衝撃 屋内AIドームカメラ

WV-S22500-V3L
オープン価格

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車
を自動で識別。AI音識別機能も搭載。

屋内AIドームカメラ

WV-S2136LBUX
オープン価格

屋内対応   ドーム タイプ

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で
識別。AI音識別機能も搭載。

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさに
こだわったエントリー
モデル。

屋内AIドームカメラ

WV-S2135UX
オープン価格

屋内ドームカメラ

WV-U2132LAUX
オープン価格

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

赤外線照明
（IR LED）搭載

ネットワークカメラ  製品ラインアップ
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屋内対応   全方位 タイプ

屋外対応   ハウジング一体タイプ

屋外対応   ハウジング一体タイプ

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車
を自動で識別。AI音識別機能も搭載。

屋内対応   ボックスタイプ

360°多彩な配信モードで全方位を監視、
H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載。

屋内AIボックスカメラ

WV-S1135VUX
オープン価格

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさに
こだわったエントリーモデル。

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を
自動で識別。AI音識別機能も搭載。
耐重塩害モデル。

屋外ハウジング一体カメラ

WV-U1532LAUX
オープン価格

耐重塩害屋外AIハウジング一体カメラ

WV-S1536LNS （耐重塩害）
オープン価格

屋内全方位カメラ

WV-S4151UX
オープン価格

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別。AI音識別機能も搭載。

4K⁄ 5MP屋外AIハウジング一体カメラ

WV-S15700-V2LN
WV-S15700-V2LK （耐重塩害）

WV-S15500-V3LN
各オープン価格

屋外AIハウジング一体カメラ

WV-S1536LUX
WV-S1536LBUX
各オープン価格

WV-S1536LBUXWV-S1536LUX

赤外線照明
（IR LED）搭載

-V2LN、-V2LK -V3LN 耐重塩害仕様
-V2LKのみ

赤外線照明
（IR LED）搭載

アドバンスド
親水コーティング

赤外線照明
（IR LED）搭載

アドバンスド
親水コーティング

耐重塩害仕様赤外線照明
（IR LED）搭載

アドバンスド
親水コーティング
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屋内対応   ボックス タイプ

i-PRO機器専用 SD/microSDメモリーカード

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み、使いやすさにこだわったエントリーモデル。

屋内ボックスカメラ

WV-U1132AUX
オープン価格

屋内ボックスカメラ

WV-U1130AUX
オープン価格

本製品は、街頭防犯、政府・公共などの市場をはじめ、
小規模・省スペースでの常時録画
（レコーダーが設置できない環境）や
SDメモリーバックアップ録画用途で活用を
目的としたi-PRO機器専用の
SDメモリーカードです。

■対象製品 :  2022年6月時点販売の「i-PRO機器」になります。 
■サポート
　使用上のご注意
・本製品はi-PRO機器専用です。i-PRO機器以外で使用された場合の動作につきましては保証いたしかねます。
  またデータ損失および、その復旧等の責任は負わないものとします。保存している全てのデータを定期的にバックアップすることを強く推奨します。

製品不具合時の対応
・設計または製造上の不良が原因で使用が困難と判明した場合、本製品をお買い上げの日から1年以内にお申し出いただいたときに限り、本製品の代替品もしくは同等の製品と交換を行います。 

■i-PRO機器専用SDメモリーカード サポートWEBサイト（パッケージ記載URL） : 
    https://i-pro.com/global/en/surveillance/training-support/support/iprosd-info

■サポートポータルウェブサイト 技術情報 : https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報
・i-PRO製SDメモリーカード　ご使用上の制限事項　【C0134】
・SDメモリーカードでのH.264／H.265連続録画可能時間（目安）　【C0307】
・SDメモリーカードへのJPEG保存可能枚数（目安）　【C0306】
・i-PRO機器専用SDメモリーカードの交換周期目安　【C0117】
・H.264／265保存時／JPEG保存時
・H.265動画の再生方法について　【C0303】

i-PRO機器専用 SDメモリーカード［SDHC］

WV-SDA032G (32 GB) 
オープン価格

i-PRO機器専用 microSDメモリーカード［SDHC］ 

WV-SDB032G (32 GB) 
オープン価格

i-PRO機器専用 SDメモリーカード［SDXC］

WV-SDA064G (64 GB) 

WV-SDA128G (128 GB) 

WV-SDA256G (256 GB) 

WV-SDA512G (512 GB)
各オープン価格

i-PRO機器専用 microSDメモリーカード［SDXC］ 

WV-SDB064G (64 GB) 

WV-SDB128G (128 GB) 

WV-SDB256G (256 GB) 
各オープン価格

ネットワークカメラ  製品ラインアップ  |  i-PRO機器専用 SD/microSDメモリーカード
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カメラ種別 壁
天 井 ポール／コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ 埋め込み

コ
ン
パ
ク
ト
ボ
ッ
ク
ス
タ
イ
プ

屋
内

WV-S7130UX
WV-B71300-F3

 各i-PROホワイト
WV-B71300-F3-1

 ブラック

WV-S7130WUX
WV-B71300-F3W

 各i-PROホワイト
WV-B71300-F3W1

 ブラック

カメラ取付台（天井用）
WV-Q180UX
シルバー

マ
ル
チ
セ
ン
サー

タ
イ
プ

屋
外

WV-S8574LUX
WV-S8544LUX

 各i-PROホワイト

WV-S8573LUX
WV-S8543LUX

 各i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
WV-QSR503-W
 i-PROホワイト

  
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
WV-QSR503-W
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベース金具
WV-QJB503-W
 i-PROホワイト

　　　　　　　　

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

※WV-Q105AUXを使って天井に
　設置する場合は、
　屋内設置のみとなります。

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
WV-QSR503-W
 i-PROホワイト

パイプ取付金具
WV-QAT500WUX
 i-PROホワイト

                 

カメラ吊り下げ金具
WV-QSR503-W
 i-PROホワイト

スモークドームカバー
WV-QDC501G

●透過率 約45％

マルチケーブル（屋外用）※
WV-QCA501UX

P
T
Z
タ
イ
プ

WV-S65340-Z4N
WV-S65340-Z2N

 各i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR504-W
 i-PROホワイト

カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR504-W
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

屋外PTZカメラ用 低背型
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL500-W
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR504-W
 i-PROホワイト

パイプ取付金具
WV-QAT500WUX
 i-PROホワイト
●WV-QSR504-Wと
　現地で調達した金具　
　との接合部分に使います。

                 

カメラ天井吊り下げ金具
（ISOメネジ）
WV-QSR504F-W
 i-PROホワイト

カメラ天井吊り下げ金具
（ISOオネジ）
WV-QSR504M-W
 i-PROホワイト

スモークドームカバー
WV-QDC503G

●透過率 約45％

 耐重塩害仕様
WV-S65340-Z4K
WV-S65340-Z2K

 各i-PROホワイト

 耐重塩害仕様
カメラ壁取付金具
WV-QWL501S-W
 i-PROホワイト

 耐重塩害仕様
カメラ天井吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR504S-W
 i-PROホワイト

 耐重塩害仕様
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501S-W
 i-PROホワイト

 耐重塩害仕様
カメラ天井吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR504S-W
 i-PROホワイト

スモークドームカバー
WV-QDC503G

●透過率 約45％

  枠のものは取付金具の組み合わせ時に必要に応じて選択可能な金具です。 ※アクセサリーは全てオープン価格です。

※生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。 マルチケーブルをご使用の場合は接続部分の防水処理が必要になります。

ネットワークカメラ  アクセサリー組み合わせ早見表   ※最新のネットワークカメラとアクセサリーの組み合わせについては、
　サポートポータルウェブサイトの技術情報より【管理番号 : C0501】をご覧ください。
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カメラ種別 壁
天 井 ポール／コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ 埋め込み

P
T
Z
タ
イ
プ

屋
外

WV-B65300-ZY
 i-PROホワイト

ベース金具
WV-QJB501-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

ベース金具［薄型］
WV-QJB504-W
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー
一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

ベース金具
WV-QJB501-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

ベース金具［薄型］
WV-QJB504-W
 i-PROホワイト

                             
ーーーーーーーーーーーーーーーーー

カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト

●屋内設置時のみ使用可能

カメラ天井埋込金具
WV-QEM502-W
 i-PROホワイト
※屋内設置時のみ使用可能　　

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーー

ポ

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL501WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

パイプ取付金具
WV-QAT500WUX
 i-PROホワイト
●WV-QSR501-WUXと　　
　現地で調達した金具との　　
　接合部分に使います。

                 

カメラ吊り下げ金具
（ISOメネジ）
WV-QSR501F-W
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
（ISOオネジ）
WV-QSR501M-W
 i-PROホワイト

マルチケーブル（屋外用）
※1※2
WV-QCA501UX

LAN延長ケーブル※1
WV-QCA500UX

WV-B65302-Z2
 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QEM504-W
 i-PROホワイト
※屋内設置時のみ使用可能　　

スモークドームカバー
WV-QDC502G

●透過率 約45％

マルチケーブル（屋外用）
※1※2
WV-QCA501UX

WV-B65301-Z1
 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QEM503-W
 i-PROホワイト
※屋内設置時のみ使用可能　　

屋
内

WV-B61300-ZY
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプ接続型
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト 　　　　

カメラ天井埋込金具
WV-QEM501-W
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

LAN延長ケーブル※1
WV-QCA500UX

  枠のものは取付金具の組み合わせ時に必要に応じて選択可能な金具です。

※1 : 生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。 ※2 : マルチケーブルをご使用の場合は接続部分の防水処理が必要になります。

ネットワークカメラ  アクセサリー組み合わせ早見表   
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※アクセサリーは全てオープン価格です。

カメラ種別 壁
天 井 ポール／コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ 埋め込み

P
T
Z
タ
イ
プ

屋
内

WV-S61302-Z4
 i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWL100-W
 i-PROホワイト

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプ接続型
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト 　　　　

カメラ天井埋込金具
WV-QEM101-W
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーー
カメラ壁取付金具
WV-QWL100-W
 i-PROホワイト

クリアドームカバー
WV-QDC100C-W
 i-PROホワイト

スモークドームカバー
WV-QDC100G-W
 i-PROホワイト

●透過率 約50％

WV-S61301-Z2
WV-B61301-Z2
WV-B61301-Z1

 各i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

カメラ壁取付金具
WV-QWD100C-W
［クリアドーム］

 i-PROホワイト

　　　　　　　　

カメラ壁取付金具
WV-QWD100G-W
［スモークドーム］

 i-PROホワイト

●透過率     
　約50％

　　　　　　　　

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

カメラ天井直付金具
WV-QCD100C-W
［クリアドーム］

 i-PROホワイト

カメラ天井直付金具
WV-QCD100G-W
［スモークドーム］

 i-PROホワイト

●透過率     
　約50％

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QED100C-W
［クリアドーム］

 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QED100G-W
［スモークドーム］

 i-PROホワイト

●透過率     
　約50％       

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーー
ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

カメラ壁取付金具
WV-QWD100C-W
［クリアドーム］

 i-PROホワイト

　　　　　　　　
カメラ壁取付金具
WV-QWD100G-W
［スモークドーム］

 i-PROホワイト

●透過率 
　約50％
　　

　　　　　

インナーカバー
WV-QAT100

※最新のネットワークカメラとアクセサリーの組み合わせについては、サポートポータルウェブサイトの技術情報より【管理番号 : C0501】をご覧ください。
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カメラ種別 壁
天 井 ポール／コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ 埋め込み

ドー

ム
タ
イ
プ

屋
外

WV-S25700-V2LN
WV-S25500-V3LN

 各i-PROホワイト

ベース金具
WV-QJB501-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

ベース金具
WV-QJB501-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QEM500-W
 i-PROホワイト
※屋内設置時のみ使用可能　　

カメラ吊り下げ金具
（ISOメネジ）
WV-QSR501F-W
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
（ISOオネジ）
WV-QSR501M-W
 i-PROホワイト

マルチケーブル（屋外用）
※1※2
WV-QCA501UX

LAN延長ケーブル※1
WV-QCA500UX

屋
内

WV-S22500-V3L
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーー

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具（4点穴）
WV-QSR501-WUX
 i-PROホワイト

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
パイプ接続型カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト

カメラ天井埋込金具
WV-QEM100WUX
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
（ISOメネジ）
WV-QSR501F-W
 i-PROホワイト

カメラ吊り下げ金具
（ISOオネジ）
WV-QSR501M-W
 i-PROホワイト

LAN延長ケーブル※1
WV-QCA500UX

WV-S2135UX
 i-PROホワイト

WV-U2132LAUX
 i-PROホワイト

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

カメラ天井埋込金具
WV-QEM100WUX
 i-PROホワイト

WV-S2136LBUX
 ブラック

カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

カメラ天井埋込金具
WV-QEM100BUX

 ブラック

※1 : 生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。 ※2 : マルチケーブルをご使用の場合は接続部分の防水処理が必要になります。

  枠のものは取付金具の組み合わせ時に必要に応じて選択可能な金具です。

ネットワークカメラ  アクセサリー組み合わせ早見表   
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※アクセサリーは全てオープン価格です。

カメラ種別 壁
天 井 ポール コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ

ドー

ム
タ
イ
プ

屋
内

WV-U2130LAUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

パイプ接続型
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

コ
ン
パ
ク
ト
ドー

ム
タ
イ
プ

WV-S3131LUX
 i-PROホワイト

全
方
位
タ
イ
プ

WV-S4151UX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付台（天井用）
WV-Q180UX
シルバー

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
カメラ天井直付金具
WV-Q105AUX

ーーーーーーーーーーーーーーーーー
パイプ接続型
カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL100-WUX
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

一体型 カメラ壁取付金具
WV-QWL500-WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ハ
ウ
ジ
ン
グ
一
体
タ
イ
プ

屋
外

WV-S15700-V2LN
WV-S15500-V3LN
WV-S1536LUX

 各i-PROホワイト

WV-S1536LBUX
 ブラック

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

マルチケーブル（屋外用）
※1※2
WV-QCA501UX

LAN延長ケーブル※1
WV-QCA500UX

 耐重塩害仕様
WV-S15700-V2LK
 i-PROホワイト

 耐重塩害仕様
WV-S1536LNS
 i-PROホワイト     

※最新のネットワークカメラとアクセサリーの組み合わせについては、サポートポータルウェブサイトの技術情報より【管理番号 : C0501】をご覧ください。
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PoEカメラ電源ユニット

ACアダプター

ACアダプター

WV-PS16UX
オープン価格

DC12 V用のACアダプターです

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104UX  (PoEカメラ4台給電) 

WJ-PU108UX   (PoEカメラ8台給電)

WJ-PU116AUX (PoEカメラ16台給電)
各オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU201UX
オープン価格

WJ-PU104UX

WJ-PU108UX

WJ-PU116UX

弊社製ネットワークカメラをネットワークケーブルから電源を供給して
動作可能にするPoEカメラ電源ユニットです。

本機は弊社製ネットワークカメラ専用のPoEカメラ電源ユニットです。
PoE/PoE+カメラへ電源を供給します。弊社製ネットワークディスク
レコーダーと組み合わせて使用できます。

カメラ種別 壁
天 井 ポール コーナー

他社金具との
組み合わせ時

ドームカバー/
その他吊り下げ

ハ
ウ
ジ
ン
グ
一
体
タ
イ
プ

屋
外

WV-U1532LAUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ポール取付金具
WV-QPL500WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

コーナー取付金具
WV-QCN500WUX
 i-PROホワイト

カメラ取付金具
WV-QJB500WUX
 i-PROホワイト

ボ
ッ
ク
ス
タ
イ
プ

屋
内

WV-S1135VUX
 i-PROホワイト

カメラ取付台（天井用）
WV-Q180UX
シルバー

WV-U1132AUX
 i-PROホワイト

WV-U1130AUX
 i-PROホワイト

※アクセサリーは全てオープン価格です。  枠のものは取付金具の組み合わせ時に必要に応じて選択可能な金具です。

ネットワークカメラ 関連製品

ネットワークカメラ  アクセサリー組み合わせ早見表   ※最新のネットワークカメラとアクセサリーの組み合わせについては、
　サポートポータルウェブサイトの技術情報より【管理番号 : C0501】をご覧ください。
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●機能拡張ソフトウェアはカメラ1台につき1ライセンス必要です。制限事項がございますので、詳しくは取扱説明書および仕様書をご覧ください。
●同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧【管理番号 : C0103】などの情報は、次のURLをご覧ください。
　https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報
●AIネットワークカメラ全般の屋外での使用は、日照条件等の環境変化によりAIによる検知精度が低下します。事前に現場での性能確認を行ったうえで設置確認をお願い致します。

AIネットワークカメラ
機能拡張ソフトウェア
共通ご注意事項

●WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズ  Ver4.45以降

■簡単設定で設置工数削減（従来比）  
     簡単設定（基本的な設定項目を自動で設定）により設置工数を削減

従来 i-VMD設定 出力設定スケジュール設定侵入検知設定i-VMD有効化画質調整ライセンスインストール

AI アプリ 設定 出力設定
侵入検知 簡単設定
（画質自動設定）

（スケジュール自動ON）

ライセンスインストール
（侵入検知自動有効化） スケジュール設定i-VMD有効化画質調整

人・車・二輪を識別可能な画像解析処理をカメラ内で実現した
「AI動体検知アプリケーション AI-VMD」

機能拡張ソフトウェア（AI動体検知アプリケーション AI-VMD）

WV-XAE200WUX オープン価格

ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、
❶ヘッドライト、影、木の揺れといった従来カメラの誤報要因を低減 
　→ 警備業務のオペレーション負荷低減にお役立ちします。

❷人・車・二輪の識別が可能 
　→ 必要な検知対象物に限定した業務オペレーションが可能となり活用の幅が広がります。

❸侵入、滞留、方向、ラインクロスといったさまざまな検知パターンに対応 
　→ 現場環境に合わせた業務運用が可能となります。

撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを
検出しにくい、または検出しなかったり、誤動作する場合があります。
導入前に現地の環境評価や機能選択設定等に関する事前調査が必要です。

人が特定エリア内に侵入 二輪・車が禁止エリアに侵入 人が夜間建物内に侵入

人が禁止ラインを通過

ラインクロス

侵入検知

車が禁止エリアに停車

滞留検知

二輪・車が逆走

方向検知

ご注意

対応機器

AIネットワークカメラに搭載しているAIプロセッサーは最大２～３つのアプリケーションを追加できる構造です。AIネットワークカメラ本体に
搭載されたAIプロセッサーを活用して、さまざまな分野、市場に適したアプリケーションを追加することで、お客様のニーズにお応えします。

AIネットワークカメラ1台に 最大２～３つのアプリケーションを追加可能
サードパーティによるアプリケーション開発も可能で、AIネットワークカメラの可能性が拡大

●WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズ  Ver4.45以降

カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した
「AIプライバシーガードアプリケーション」　

機能拡張ソフトウェア（AIプライバシーガードアプリケーション）

WV-XAE201WUX オープン価格

ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、
❶人物や顔を高精度に検知 
　→カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、
        プライバシーに配慮した運用が可能
❷プライバシーガード映像（モザイク処理）と通常映像（非モザイク処理）を同時配信
　→弊社製ネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた
       映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
❸SシリーズフルHDモデル : 最大10fps＠フルHD の配信が可能（従来は1fpsのみ）

❹最大99人まで同時にモザイク処理が可能

プライバシーガード映像（顔部分） プライバシーガード映像（人物全体）

製造ライン

プライバシーガード映像（顔部分） プライバシーガード映像（人物全体）

店舗内

ご注意

制限事項

対応機器

カメラから２つの映像が出るので、レコーダーの容量上ch数が倍必要となります。

AIプライバシーガード機能を使用すると、「みえますねっと」機能は使用できません。
その他制限事項については取扱説明書をご覧ください。

カメラ内でマスクを着けていない人の検知処理を実現した
「AIマスク非着用検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AIマスク非着用検知アプリケーション）

WV-XAE203WUX オープン価格

➀ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄（幾何学）マスク、
　各種マスク形状に対応
➁設定レスで、AIネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能 

マスク非着用の検知 

WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、映像監視ソフトウェア WV-ASM300UXと
連携でき、監視システムの一部として組むことが可能。アプリ側設定不要で、AIネットワークカメラに
アプリをインストールするだけですぐに使うことが可能。

※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、WV-ASM300UX側はメッセージID設定が必要です。 
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、WV-ASM300UXでの検知枠の表示は対応しておりません。

システム性

ご注意 撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件や
ご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、
誤動作する場合があります。導入前に現地の環境評価に関する
事前調査が必要です。

ご注意 カメラ設置基準、設置条件について詳しくは https://japancs.i-pro.com/ をご覧ください。

通常ライブ映像 通常告知映像

映像、独自アラーム通知

AIマスク
非着用検知

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

感染予防対策実施中

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします

マスクの着用 咳エチケット アルコール消毒

ネットワーク
ディスクレコーダー
WJ-NXシリーズ

・ IR-LED 環境下は、非対応です。
・ マスク着用方法、マスク種類によっては検知できないことがあります。
・ 「あごにマスクをかけた状態」や「マスクから鼻が出ている状態」などの
    着用は検知できないことがあります。
・ 不均一な光や光の状態変化、顔の向き、装身具、被写体の速い動き、
    強い外光の影響等により検出不可または精度低下を生じます。

対応マスク/着用方法

平型

立体型

正面マスク顔 斜め横向き
（左右 45°/上下 30°）

めがね
＋マスク顔

帽子（眉が見える）
＋マスク顔

プリーツ型
※検知処理のイメージ画像です。

■ コニカミノルタのサーマルパッケージと連携が可能
M16サーマルパッケージとWJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダーを連携し、さらにマスク検知
カメラを接続。
詳しくは 感染リスク低減支援システム
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_partners_km-thermal をご覧ください。

カメラ内で人の混雑具合の検知を実現した
「AI混雑検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI混雑検知アプリケーション）

WV-XAE207WUX オープン価格

➀AIネットワークカメラで混雑検知することで、来訪客への事前案内や店舗スタッフへの業務効率化に活用可能。
➁AIネットワークカメラにアプリをインストールし、アプリ設定画面で
　検知条件（検知エリア・人数・時間）を設定するだけで、すぐに使用することが可能。

混雑の検知 

ご注意 撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、
誤動作する場合があります。導入前に現地の環境評価に関する事前調査が必要です。
・ 不均一な光や光の状態変化、装身具、被写体の速い動き、強い外光の影響等により検出不可または精度低下を生じます。
・ 横たわっている人物や倒れている人物を正しく検知できないことがあります。 ※検知処理のイメージ画像です。

WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXと連携でき、
監視システムの一部として組むことが可能。
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、
　WV-ASM300UX側はメッセージID設定が必要です。
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダーでは検知枠の
　表示は対応しておりません。

システム性

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NXシリーズHTTPサーバー

HTTP送信(定期)

映像、
独自アラーム通知

『ただいま〇〇コーナー
混雑中です 間隔を空けて
お並びください』

混雑中混雑中

業務放送連携
サイネージ連携

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

AI混雑検知

AI混雑検知

AIネットワークカメラ用 機能拡張ソフトウェア
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●機能拡張ソフトウェアはカメラ1台につき1ライセンス必要です。制限事項がございますので、詳しくは取扱説明書および仕様書をご覧ください。
●同時にインストール可能な機能拡張ソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェアの種類と機能の詳細および対応機種一覧【管理番号 : C0103】などの情報は、次のURLをご覧ください。
　https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報
●AIネットワークカメラ全般の屋外での使用は、日照条件等の環境変化によりAIによる検知精度が低下します。事前に現場での性能確認を行ったうえで設置確認をお願い致します。

AIネットワークカメラ
機能拡張ソフトウェア
共通ご注意事項

●WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズ  Ver4.45以降

■簡単設定で設置工数削減（従来比）  
     簡単設定（基本的な設定項目を自動で設定）により設置工数を削減

従来 i-VMD設定 出力設定スケジュール設定侵入検知設定i-VMD有効化画質調整ライセンスインストール

AI アプリ 設定 出力設定
侵入検知 簡単設定
（画質自動設定）

（スケジュール自動ON）

ライセンスインストール
（侵入検知自動有効化） スケジュール設定i-VMD有効化画質調整

人・車・二輪を識別可能な画像解析処理をカメラ内で実現した
「AI動体検知アプリケーション AI-VMD」

機能拡張ソフトウェア（AI動体検知アプリケーション AI-VMD）

WV-XAE200WUX オープン価格

ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、
❶ヘッドライト、影、木の揺れといった従来カメラの誤報要因を低減 
　→ 警備業務のオペレーション負荷低減にお役立ちします。

❷人・車・二輪の識別が可能 
　→ 必要な検知対象物に限定した業務オペレーションが可能となり活用の幅が広がります。

❸侵入、滞留、方向、ラインクロスといったさまざまな検知パターンに対応 
　→ 現場環境に合わせた業務運用が可能となります。

撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを
検出しにくい、または検出しなかったり、誤動作する場合があります。
導入前に現地の環境評価や機能選択設定等に関する事前調査が必要です。

人が特定エリア内に侵入 二輪・車が禁止エリアに侵入 人が夜間建物内に侵入

人が禁止ラインを通過

ラインクロス

侵入検知

車が禁止エリアに停車

滞留検知

二輪・車が逆走

方向検知

ご注意

対応機器

AIネットワークカメラに搭載しているAIプロセッサーは最大２～３つのアプリケーションを追加できる構造です。AIネットワークカメラ本体に
搭載されたAIプロセッサーを活用して、さまざまな分野、市場に適したアプリケーションを追加することで、お客様のニーズにお応えします。

AIネットワークカメラ1台に 最大２～３つのアプリケーションを追加可能
サードパーティによるアプリケーション開発も可能で、AIネットワークカメラの可能性が拡大

●WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズ  Ver4.45以降

カメラ内で検知した人・顔に対してモザイク処理を実現した
「AIプライバシーガードアプリケーション」　

機能拡張ソフトウェア（AIプライバシーガードアプリケーション）

WV-XAE201WUX オープン価格

ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、
❶人物や顔を高精度に検知 
　→カメラ内で『人物』または『顔部分』にモザイク処理を行うことで、
        プライバシーに配慮した運用が可能
❷プライバシーガード映像（モザイク処理）と通常映像（非モザイク処理）を同時配信
　→弊社製ネットワークディスクレコーダーや映像監視ソフトウェアで、管理権限に応じた
       映像確認ができるため万一の事件・事故発生時には証拠映像としても確認できます。
❸SシリーズフルHDモデル : 最大10fps＠フルHD の配信が可能（従来は1fpsのみ）

❹最大99人まで同時にモザイク処理が可能

プライバシーガード映像（顔部分） プライバシーガード映像（人物全体）

製造ライン

プライバシーガード映像（顔部分） プライバシーガード映像（人物全体）

店舗内

ご注意

制限事項

対応機器

カメラから２つの映像が出るので、レコーダーの容量上ch数が倍必要となります。

AIプライバシーガード機能を使用すると、「みえますねっと」機能は使用できません。
その他制限事項については取扱説明書をご覧ください。

カメラ内でマスクを着けていない人の検知処理を実現した
「AIマスク非着用検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AIマスク非着用検知アプリケーション）

WV-XAE203WUX オープン価格

➀ディープラーニング技術と弊社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄（幾何学）マスク、
　各種マスク形状に対応
➁設定レスで、AIネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能 

マスク非着用の検知 

WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、映像監視ソフトウェア WV-ASM300UXと
連携でき、監視システムの一部として組むことが可能。アプリ側設定不要で、AIネットワークカメラに
アプリをインストールするだけですぐに使うことが可能。

※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、WV-ASM300UX側はメッセージID設定が必要です。 
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、WV-ASM300UXでの検知枠の表示は対応しておりません。

システム性

ご注意 撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件や
ご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、
誤動作する場合があります。導入前に現地の環境評価に関する
事前調査が必要です。

ご注意 カメラ設置基準、設置条件について詳しくは https://japancs.i-pro.com/ をご覧ください。

通常ライブ映像 通常告知映像

映像、独自アラーム通知

AIマスク
非着用検知

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

感染予防対策実施中

ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします

マスクの着用 咳エチケット アルコール消毒

ネットワーク
ディスクレコーダー
WJ-NXシリーズ

・ IR-LED 環境下は、非対応です。
・ マスク着用方法、マスク種類によっては検知できないことがあります。
・ 「あごにマスクをかけた状態」や「マスクから鼻が出ている状態」などの
    着用は検知できないことがあります。
・ 不均一な光や光の状態変化、顔の向き、装身具、被写体の速い動き、
    強い外光の影響等により検出不可または精度低下を生じます。

対応マスク/着用方法

平型

立体型

正面マスク顔 斜め横向き
（左右 45°/上下 30°）

めがね
＋マスク顔

帽子（眉が見える）
＋マスク顔

プリーツ型
※検知処理のイメージ画像です。

■ コニカミノルタのサーマルパッケージと連携が可能
M16サーマルパッケージとWJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダーを連携し、さらにマスク検知
カメラを接続。
詳しくは 感染リスク低減支援システム
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_partners_km-thermal をご覧ください。

カメラ内で人の混雑具合の検知を実現した
「AI混雑検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI混雑検知アプリケーション）

WV-XAE207WUX オープン価格

➀AIネットワークカメラで混雑検知することで、来訪客への事前案内や店舗スタッフへの業務効率化に活用可能。
➁AIネットワークカメラにアプリをインストールし、アプリ設定画面で
　検知条件（検知エリア・人数・時間）を設定するだけで、すぐに使用することが可能。

混雑の検知 

ご注意 撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、
誤動作する場合があります。導入前に現地の環境評価に関する事前調査が必要です。
・ 不均一な光や光の状態変化、装身具、被写体の速い動き、強い外光の影響等により検出不可または精度低下を生じます。
・ 横たわっている人物や倒れている人物を正しく検知できないことがあります。 ※検知処理のイメージ画像です。

WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXと連携でき、
監視システムの一部として組むことが可能。
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダー、
　WV-ASM300UX側はメッセージID設定が必要です。
※WJ-NXシリーズ ネットワークディスクレコーダーでは検知枠の
　表示は対応しておりません。

システム性

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NXシリーズHTTPサーバー

HTTP送信(定期)

映像、
独自アラーム通知

『ただいま〇〇コーナー
混雑中です 間隔を空けて
お並びください』

混雑中混雑中

業務放送連携
サイネージ連携

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

AI混雑検知

AI混雑検知
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新ナンバー（図柄、アルファベット）に対応、AIネットワークカメラとWV-ASM300UXを活用した高精度なナンバー認識システムにより防犯業務の効率をアップ

ナンバー認識 システム 機能拡張ソフトウェア（ナンバー認識アプリケーション）

WV-XAE202WUX オープン価格

対応プレートについて

制限事項がございますので、詳しくは取扱説明書および仕様書をご覧ください。
当製品はナンバー認識対応カメラの事前調整など、SEサポートの必要な商材ですので、ご購入ご検討の際は販売店、または弊社営業担当にご相談ください。

ご注意

撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、誤動作する場合があります。
導入前に現地の環境評価や機能選択設定等に関する事前調査が必要です。

ご注意

4輪自動車のナンバーに対応（2020年5月発行分までのナンバーをサポート）。二輪、特殊プレート（外交官ナンバー/自衛隊ナンバー/仮ナンバー/皇族用のナンバーなど）は非対応。

アルファベット入り図柄入り

初期
設定

最適
モード

新ナンバー（図柄、アルファベット）に対応。
ナンバー認識に最適なモードで高精度認識が可能。
また最大2つまで検知エリアを設定して、ナンバーの認識が可能。

高 精 度 認識機能　

運
用
イ
メ
ー
ジ

ナンバー情報＋ベストショット画像を用いて

独自にシステムを構築することも可能です

ストリーム

車両通行映像の録画

検  知

映像記録

文字認識プレート検出

多摩
500
ん0001

※利用イメージはWV-ASM300UXの
　画面ではありません。
※モニター画像は機能説明の
　ためのイメージです。

カメラ設定・調整画面イメージ

※必要に応じて
　赤外線LED
　外部照明

機能拡張ソフトウェア
（ナンバー認識アプリケーション）

WV-XAE202WUX
＋赤外線LED内蔵

屋外AIネットワークカメラ

映像監視と車両管理に関わる作業を同一のソフトウェア上で行うことで、業務オペレーション時間を短縮、 効率化が図れます。［映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX連携］

高 効 率 システム性

WJ-NXシリーズ ネットワーク
ディスクレコーダー（別売）

HDD

システムデザインツールにて、設置設定時のシミュレーションと
ガイド機能で簡単設計。i-PRO設定ツール（iCT）で設定・調整を
アシストし、設置設定～アフターフォローの時間を短縮。
※システムデザインツール、i-PRO設定ツール（iCT）について詳しくは 
　https://japancs.i-pro.com/space/TLJP/637829728/ツール をご覧ください。

時間短縮 設置施工性

i-PRO設定ツール（iCT） : 設定・調整アシストシステムデザインツール : シミュレーション・ガイド

■AIアプリケーション WV-XAE202WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX をお使いの場合、別途、サーバー・クライアントソフトが必要となります。
■サーバー・クライアントソフト開発の為のAI外部インターフェイス仕様書をご用意しています。  https://japancs.i-pro.com/space/DEVJP をご覧ください。 カメラ内で高精度の顔検出処理を実現した

「AI顔検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア （AI顔検知アプリケーション）

WV-XAE204WUX オープン価格

これまで難しかった建物の軒下など半屋外環境やマスク着用者の顔を認識し検知することが可能です。
※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとネットワークディスクレコーダー（NXシリーズ）が必要です。

AIによる高精度の顔検出

カメラ内で人の顔や衣服の特徴を抽出、属性情報の検知処理を
実現した「AI人物属性識別アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI人物属性識別アプリケーション）

WV-XAE205WUX オープン価格

人の顔や衣服の特徴を抽出し、性別、年齢、衣服の色などの有用なカテゴリに分類します。

AI人物属性識別

マスク

ひげ

帽子

サングラス

カメラ内で車両の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した
「AI車両属性識別アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI車両属性識別アプリケーション）

WV-XAE206WUX オープン価格

車両の特徴が抽出され、タイプや色などの有用なカテゴリに分類されます。

AI車両属性識別

車両の色

白 灰黒 赤茶 黄 緑青 紫 ピンク

車両タイプ

2輪車バストラック ピックアップトラックセダンSUV バン

マスク 顔不均一な光逆 光

※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとネットワークディスクレコーダー（NXシリーズ）が必要です。

※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXと
　ネットワークディスクレコーダー
　（NXシリーズ）が必要です。

AIネットワークカメラ用 機能拡張ソフトウェア（サーバー・クライアントソフトが別途必要なAIアプリケーション）
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新ナンバー（図柄、アルファベット）に対応、AIネットワークカメラとWV-ASM300UXを活用した高精度なナンバー認識システムにより防犯業務の効率をアップ

ナンバー認識 システム 機能拡張ソフトウェア（ナンバー認識アプリケーション）

WV-XAE202WUX オープン価格

対応プレートについて

制限事項がございますので、詳しくは取扱説明書および仕様書をご覧ください。
当製品はナンバー認識対応カメラの事前調整など、SEサポートの必要な商材ですので、ご購入ご検討の際は販売店、または弊社営業担当にご相談ください。

ご注意

撮影場所の明るさや被写体の動きなど、各種の設置条件やご利用環境により動きを検出しにくい、または検出しなかったり、誤動作する場合があります。
導入前に現地の環境評価や機能選択設定等に関する事前調査が必要です。

ご注意

4輪自動車のナンバーに対応（2020年5月発行分までのナンバーをサポート）。二輪、特殊プレート（外交官ナンバー/自衛隊ナンバー/仮ナンバー/皇族用のナンバーなど）は非対応。

アルファベット入り図柄入り

初期
設定

最適
モード

新ナンバー（図柄、アルファベット）に対応。
ナンバー認識に最適なモードで高精度認識が可能。
また最大2つまで検知エリアを設定して、ナンバーの認識が可能。

高 精 度 認識機能　

運
用
イ
メ
ー
ジ

ナンバー情報＋ベストショット画像を用いて

独自にシステムを構築することも可能です

ストリーム

車両通行映像の録画

検  知

映像記録

文字認識プレート検出

多摩
500
ん0001

※利用イメージはWV-ASM300UXの
　画面ではありません。
※モニター画像は機能説明の
　ためのイメージです。

カメラ設定・調整画面イメージ

※必要に応じて
　赤外線LED
　外部照明

機能拡張ソフトウェア
（ナンバー認識アプリケーション）

WV-XAE202WUX
＋赤外線LED内蔵

屋外AIネットワークカメラ

映像監視と車両管理に関わる作業を同一のソフトウェア上で行うことで、業務オペレーション時間を短縮、 効率化が図れます。［映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX連携］

高 効 率 システム性

WJ-NXシリーズ ネットワーク
ディスクレコーダー（別売）

HDD

システムデザインツールにて、設置設定時のシミュレーションと
ガイド機能で簡単設計。i-PRO設定ツール（iCT）で設定・調整を
アシストし、設置設定～アフターフォローの時間を短縮。
※システムデザインツール、i-PRO設定ツール（iCT）について詳しくは 
　https://japancs.i-pro.com/space/TLJP/637829728/ツール をご覧ください。

時間短縮 設置施工性

i-PRO設定ツール（iCT） : 設定・調整アシストシステムデザインツール : シミュレーション・ガイド

■AIアプリケーション WV-XAE202WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX をお使いの場合、別途、サーバー・クライアントソフトが必要となります。
■サーバー・クライアントソフト開発の為のAI外部インターフェイス仕様書をご用意しています。  https://japancs.i-pro.com/space/DEVJP をご覧ください。 カメラ内で高精度の顔検出処理を実現した

「AI顔検知アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア （AI顔検知アプリケーション）

WV-XAE204WUX オープン価格

これまで難しかった建物の軒下など半屋外環境やマスク着用者の顔を認識し検知することが可能です。
※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとネットワークディスクレコーダー（NXシリーズ）が必要です。

AIによる高精度の顔検出

カメラ内で人の顔や衣服の特徴を抽出、属性情報の検知処理を
実現した「AI人物属性識別アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI人物属性識別アプリケーション）

WV-XAE205WUX オープン価格

人の顔や衣服の特徴を抽出し、性別、年齢、衣服の色などの有用なカテゴリに分類します。

AI人物属性識別

マスク

ひげ

帽子

サングラス

カメラ内で車両の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した
「AI車両属性識別アプリケーション」

機能拡張ソフトウェア（AI車両属性識別アプリケーション）

WV-XAE206WUX オープン価格

車両の特徴が抽出され、タイプや色などの有用なカテゴリに分類されます。

AI車両属性識別

車両の色

白 灰黒 赤茶 黄 緑青 紫 ピンク

車両タイプ

2輪車バストラック ピックアップトラックセダンSUV バン

マスク 顔不均一な光逆 光

※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとネットワークディスクレコーダー（NXシリーズ）が必要です。

※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXと
　ネットワークディスクレコーダー
　（NXシリーズ）が必要です。

■ オープンプラットフォーム
i-PRO カメラアプリケーション プラットフォームは、
i-PROネットワークカメラにアプリケーション
パートナーが開発した独自の
アプリケーションをインストールする
ことができるプログラムです。
アプリケーションパートナーは
オープンな環境でアプリケーションを
開発・販売することができます。

■ メリット
お客様のご要望に応じて、アプリケーションパートナーが開発したアプリケーションを
i-PROネットワークカメラ※に追加できます。
ディープラーニングを始めとしたAIの活用は
スマートフォンの音声認識、製造現場、
在庫管理、自動運転など多岐にわたり、
セキュリティ業界においても多くの課題を
解決することが可能になってきています。
※アプリケーションによってカメラが使用するハードウェア資源は異なります。

オープンプラットフォーム

i-PROカメラアプリケーション プラットフォーム

i-PRO
アプリケーション

紹介開発支援

アプリケーション販売

お客様アプリケーション
パートナー

AIネットワークカメラ用 機能拡張ソフトウェア（サーバー・クライアントソフトが別途必要なAIアプリケーション）
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ネットワークディスクレコーダー WJ-NX200UXシリーズ

H.265カメラに対応し、最大24台※までカメラ映像を録画することが可能です。
高速にUSBメモリーへのデータコピーを実現します。
※標準台数4台からカメラ拡張キットにより
　最大24台へ拡張可能。

ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX200/2UX  (2 TB) 

WJ-NX200/4UX  (4 TB) 

WJ-NX200/6UX  (6 TB) 
各オープン価格

ラックマウント金具
WV-Q202UX（別売）を
使用した取り付けが可能

●標準　カメラ4台接続　
●拡張キット1つ ・・・ カメラ9台まで接続可能　  ●拡張キット2つ ・・・ カメラ12台まで接続可能　
●拡張キット3つ ・・・ カメラ16台まで接続可能　●拡張キット4つ ・・・ カメラ24台まで接続可能

カメラ拡張キット

WJ-NXE20WUX
オープン価格

WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。

品 番 HDD容量 カメラ標準接続台数 / 最大接続台数
WJ-NX200/2UX 2 TB（2 TB ×1） 4台 / 24台
WJ-NX200/4UX 4 TB（2 TB ×2） 4台 / 24台
WJ-NX200/6UX 6 TB（3 TB ×2） 4台 / 24台

●高精細映像監視　●簡単操作・簡単設定（PCレス）　
●高速コピーにより作業拘束時間を低減　
●セキュリティの脅威から機器や映像データを守るセキュア機能対応

H.265カメラに対応し、最大4台までカメラ映像を録画することが可能です。
PoE 給電機能付きカメラポートを4系統備えているので、カメラを接続するために
別途PoEスイッチングハブを用意する
必要はありません。

ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX100/1UX  (1 TB) 

WJ-NX100/2UX (2 TB) 
各オープン価格

●PoE 給電機能付きポート搭載　●コンパクトなサイズで省スペース化を実現　
●高画質のネットワークカメラ映像を『2週間』記録可能　
●専用金具を使用した縦置き、壁取り付けが可能

ラックマウント金具
WV-Q202UX（別売）を使用
した縦置き、壁取り付けが可能

ネットワークディスクレコーダー WJ-NX100UXシリーズ

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

インストール

管理用PC

概  

要

● カメラ/レコーダー/PCクライアントを簡単に一括設定
● スマートオペレーションで業務効率アップ 
● 遠隔監視におけるセキュア強化

■機能項目 ■各種機器の登録台数とソフトウェアの構成

モニター表示

検索
再生
機器連携
ダウンロード

グループ表示、シーケンス表示、クロッピング（4Kカメラ）、
魚眼画像表示変更（全方位カメラ）、マップ表示、画像鮮明化（オプションライセンス）

日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索（オプションライセンス）
日時指定再生、タイムライン再生
コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御（オプションライセンス）
レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ

カメラ登録台数
レコーダー登録台数

256台（オプションライセンス追加で最大1,280台）
100台（オプションライセンス追加で最大500台）

※WV-ASM300WUXは商品にDVD-ROMが付属されません。ソフトウェアや取扱説明書は
　指定のウェブサイトから入手頂けます。仕様はWV-ASM300UXと同等です。下記記載内容
　について仕様説明などでWV-ASM300WUXを含めてWV-ASM300UXと表記しています。

登録しているマップ名と
カメラ名の一覧を表示します。

マップ上のカメラアイコンにマウスのカーソルを
合せるとプレビュー画像が表示されます。

アイコン表示
の種別

カメラがアラーム状態
であることを表しています。

カメラが接続状態である
ことを表しています。

青色のアイコン時 赤色のアイコン時

カメラとの接続が切断状態
であることを表しています。

画像配置エリア
1・2・3・4・5・6・7・9・10・13・16
画面で表示します。

ステータスバータイトルバー

メニューパネル

ツールバータ ブ

操作パネル

レコーダー操作パネル

カメラ操作パネル

マップ上にカメラのアイコンをマッピングすることで機器配置状態や機器の状態を一元管理することができ、
視認性の高いモニタリングが可能です。
また、設置カメラの機器状態もマップ上で確認することができます。

操作モニター ライブモニター マップモニター

● モニター3台で操作する場合
3台までのディスプレイに操作モニター、ライブモニター、マップモニターを同時に表示するマルチモニター機能を採用しています。
更新速度がPC環境や表示モニターの解像度、分割数などの条件により制限があります。

※マルチモニター機能を使用する場合は、弊社が推奨するPC環境で、グラフィックボードの増設が必要な場合があります。
　推奨PC環境「WV-ASM300UXシリーズ 必要なPC環境」について最新情報は https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報 をご覧ください。

表示例 ： ディスプレイが3台の場合は、マルチモニターを使用し、各ディスプレイに操作モニター、ライブモニター、マップモニターを表示する運用が可能です。

映像監視ソフトウェア

WV-ASM300UX WV-ASM300WUX 各オープン価格

カメラ画像をPCのモニターに表示したり、マイクの音声をPCで再生
したり、レコーダーに録画されている画像や音声をPCから操作し、
PCのモニターで再生したり、PCのハードディスクにダウンロード
したりすることができます。

［1ライセンス1PC］ 【ライセンス販売】 ［1ライセンス1PC］

WV-ASM300UX 操作モニター マップモニター ： 各フロアのアラーム状況がひとめでわかる

画面表示 ： 「操作モニター」 「ライブモニター」 「マップモニター」を表示可能

品 番 HDD容量 カメラ標準接続台数
WJ-NX100/1UX 1 TB（1 TB ×1） 4 台（増設はできません）
WJ-NX100/2UX 2 TB（1 TB ×2） 4 台（増設はできません）

縦置きイメージ

ネットワークディスクレコーダー
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映像監視ソフトウェア
WV-ASM300UX

インストール

管理用PC

概  

要

● カメラ/レコーダー/PCクライアントを簡単に一括設定
● スマートオペレーションで業務効率アップ 
● 遠隔監視におけるセキュア強化

■機能項目 ■各種機器の登録台数とソフトウェアの構成

モニター表示

検索
再生
機器連携
ダウンロード

グループ表示、シーケンス表示、クロッピング（4Kカメラ）、
魚眼画像表示変更（全方位カメラ）、マップ表示、画像鮮明化（オプションライセンス）

日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索（オプションライセンス）
日時指定再生、タイムライン再生
コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御（オプションライセンス）
レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ

カメラ登録台数
レコーダー登録台数

256台（オプションライセンス追加で最大1,280台）
100台（オプションライセンス追加で最大500台）

※WV-ASM300WUXは商品にDVD-ROMが付属されません。ソフトウェアや取扱説明書は
　指定のウェブサイトから入手頂けます。仕様はWV-ASM300UXと同等です。下記記載内容
　について仕様説明などでWV-ASM300WUXを含めてWV-ASM300UXと表記しています。

登録しているマップ名と
カメラ名の一覧を表示します。

マップ上のカメラアイコンにマウスのカーソルを
合せるとプレビュー画像が表示されます。

アイコン表示
の種別

カメラがアラーム状態
であることを表しています。

カメラが接続状態である
ことを表しています。

青色のアイコン時 赤色のアイコン時

カメラとの接続が切断状態
であることを表しています。

画像配置エリア
1・2・3・4・5・6・7・9・10・13・16
画面で表示します。

ステータスバータイトルバー

メニューパネル

ツールバータ ブ

操作パネル

レコーダー操作パネル

カメラ操作パネル

マップ上にカメラのアイコンをマッピングすることで機器配置状態や機器の状態を一元管理することができ、
視認性の高いモニタリングが可能です。
また、設置カメラの機器状態もマップ上で確認することができます。

操作モニター ライブモニター マップモニター

● モニター3台で操作する場合
3台までのディスプレイに操作モニター、ライブモニター、マップモニターを同時に表示するマルチモニター機能を採用しています。
更新速度がPC環境や表示モニターの解像度、分割数などの条件により制限があります。

※マルチモニター機能を使用する場合は、弊社が推奨するPC環境で、グラフィックボードの増設が必要な場合があります。
　推奨PC環境「WV-ASM300UXシリーズ 必要なPC環境」について最新情報は https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報 をご覧ください。

表示例 ： ディスプレイが3台の場合は、マルチモニターを使用し、各ディスプレイに操作モニター、ライブモニター、マップモニターを表示する運用が可能です。

映像監視ソフトウェア

WV-ASM300UX WV-ASM300WUX 各オープン価格

カメラ画像をPCのモニターに表示したり、マイクの音声をPCで再生
したり、レコーダーに録画されている画像や音声をPCから操作し、
PCのモニターで再生したり、PCのハードディスクにダウンロード
したりすることができます。

［1ライセンス1PC］ 【ライセンス販売】 ［1ライセンス1PC］

WV-ASM300UX 操作モニター マップモニター ： 各フロアのアラーム状況がひとめでわかる

画面表示 ： 「操作モニター」 「ライブモニター」 「マップモニター」を表示可能

複数のi-PROカメラ・レコーダーを統合管理・操作できる映像監視ソフトウェア
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i-PRO Remo.カメラ ＋ i-PRO Remo.サービスで構成された新しいかたちの「エッジ記録型」クラウドカメラサービスです。
業務用レコーダーを使った防犯カメラシステムは、拠点の中でしか映像を見れないケースが一般的でした。
i-PRO Remo. は、その制約を取り払い、スマホやWebからのアクセスを前提としたサービスです。

リ   モ

エッジ記録型クラウドカメラサービス  ※i-PRO社製 i-PRO Remo. Service 対応カメラ・エッジストレージ用

i-PRO Remo. 映像セキュリティの新しいかたち
エッジ記録型クラウドカメラサービス

エッジ記録型

通信コストを抑えて、高画質で記録。
セキュリティ上、映像を拠点内で保管したいニーズに対応。

最前線のプロフェッショナルの判断をサポート

i-PROの多種多様なAIカメラとの連携で、より
プロアクティブな活用を提案。障害などのトラブル
にもリモートアクセスツール活用で、迅速に対応。

どこでも簡単にリモート監視

お使いのスマートフォンやタブレット、
PCから、どこでも簡単に、高画質の
カメラ映像確認が可能。

映像データ 映像配信・アラーム

リモートモニタリングに最適のカメラ

i-PRO Remo. カメラ

i-PRO Remo. （i-PRO リモ）とは？

関連製品  ラインアップ

リモートでズーム機能などを使い、現場拠点の詳細を確認。また、複数拠点の画像を好みに合わせたレイアウトで
表示ができ、リーズナブルに統合管理を実現。

リモート操作

カメラの簡単操作01.

録画したデータを現地に行かずリモートで検索、映像、音声確認し、スピーディに次のアクションにつなげます。
また、必要なデータを低コスト、大容量、高画質で遠隔でダウンロード可能。

リモート確認

現場状況をリモートで確認02.
※i-PRO Mobile APP : モバイル端末から映像にアクセスするために無償提供されるアプリです。

i-PRO Mobile APP※画面（ライブ・再生）

ドラッグ&ドロップで、任意の位置やサイズに並び替えが可能

カスタムレイアウト

遠隔からカメラのスナップショットや映像をダウンロード 最大10人までカメラ映像の共有が可能

動作検知、妨害検知、カメラ、ネットワーク切断等をリモートで通知。今後、さまざまな用途に合わせた
AIアプリとの連動を予定。  ※別途AIカメラが必要です。

リモート通知

現場状況の変化を自動通知機能で把握　03.

オーナーが各メンバーに共有権を付与できます

メンバーA

メンバーB

メンバーC

Share

Share

Share
オーナー

ダウンロード

i-PRO Remo. ４つのリモート機能 操作 確認 通知 対応

※上記以外のi-PROのカメラ、AIカメラも接続可能。（注 : 一部非対象モデルがあります）
【対応カメラ】 i-PRO mini Lシリーズ、 PTZ Bシリーズ

i-PRO Remo. システム構成例

※NDR : ネットワークディスクレコーダーの略称。 ●カメラでのSDカード録画は順次対応予定です。 対応状況はこちら https://cwc.i-pro.com/pages/i-pro-remo

エッジ

LTE

×2
×2

×2
×2

SDカードに記録

NDR※ライクなローカルモニタでのマウス操作も可能
（直結カメラのみ）

Wi-Fi
SDカードに記録

リモート
アクセスツール

販売パートナー様

パートナー

ユーザー

支店・出張先

スマートフォン

店舗内

パソコンWeb画面

ダウンロード 共有ユーザー

・ 動作検知 /妨害検知
・ カメラ切断
・ ネットワーク切断

AIアプリ

アラーム

アラーム
画面を
タップ

10 : 25

10 : 25
Monday, April 1 1

10 : 25

機器障害等問題が起こった場合、現地に駆けつけることなく、リモートで状況を確認し、ログ等の解析、
リブート対応等が可能。現場対応等のコストの削減が可能。

リモート対応

スピーディーな障害対応04.
不具合機器の
リブート（再起動）

ファームウェアの
リモートアップデート

遠隔からサポート

カメラに障害が発生 ユーザーが連絡

販売パートナー様デバイスの設定遠隔画角調整

スマートフォンからカメラの設定変更が可能です 障害発生等のお困り時にi-PROが遠隔からサポートできます

料金プラン

クラウドカメラサービスエッジストレージ
［レコーダー機能付きゲートウェイ］

最大16ch 4TB 2TB 1TB

ビデオマネジメント

販売パートナー様向け
リモートメンテツール詳しくは、26ページをご覧ください

専用ハードウェアとクラウドカメラサービス

i-PRO Remo. サービス

スマホアプリWeb GUI
Webブラウザーで操作

エッジストレージ経由

プラン
5年ライセンス
1年ライセンス

DG-JLE105W
DG-JLE101W

期  間品番
6,000円（税抜き） / 台
1,800円（税抜き） / 台

料  金
100円（税抜き） / 台
150円（税抜き） / 台

月額あたり

Webブラウザー

カメラのリモート活用を、簡単、スピーディ、リーズナブルにし、最前線のプロフェッショナルの判断をサポート
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i-PRO Remo.カメラ ＋ i-PRO Remo.サービスで構成された新しいかたちの「エッジ記録型」クラウドカメラサービスです。
業務用レコーダーを使った防犯カメラシステムは、拠点の中でしか映像を見れないケースが一般的でした。
i-PRO Remo. は、その制約を取り払い、スマホやWebからのアクセスを前提としたサービスです。

リ   モ

エッジ記録型クラウドカメラサービス  ※i-PRO社製 i-PRO Remo. Service 対応カメラ・エッジストレージ用

i-PRO Remo. 映像セキュリティの新しいかたち
エッジ記録型クラウドカメラサービス

エッジ記録型

通信コストを抑えて、高画質で記録。
セキュリティ上、映像を拠点内で保管したいニーズに対応。

最前線のプロフェッショナルの判断をサポート

i-PROの多種多様なAIカメラとの連携で、より
プロアクティブな活用を提案。障害などのトラブル
にもリモートアクセスツール活用で、迅速に対応。

どこでも簡単にリモート監視

お使いのスマートフォンやタブレット、
PCから、どこでも簡単に、高画質の
カメラ映像確認が可能。

映像データ 映像配信・アラーム

リモートモニタリングに最適のカメラ

i-PRO Remo. カメラ

i-PRO Remo. （i-PRO リモ）とは？

関連製品  ラインアップ

リモートでズーム機能などを使い、現場拠点の詳細を確認。また、複数拠点の画像を好みに合わせたレイアウトで
表示ができ、リーズナブルに統合管理を実現。

リモート操作

カメラの簡単操作01.

録画したデータを現地に行かずリモートで検索、映像、音声確認し、スピーディに次のアクションにつなげます。
また、必要なデータを低コスト、大容量、高画質で遠隔でダウンロード可能。

リモート確認

現場状況をリモートで確認02.
※i-PRO Mobile APP : モバイル端末から映像にアクセスするために無償提供されるアプリです。

i-PRO Mobile APP※画面（ライブ・再生）

ドラッグ&ドロップで、任意の位置やサイズに並び替えが可能

カスタムレイアウト

遠隔からカメラのスナップショットや映像をダウンロード 最大10人までカメラ映像の共有が可能

動作検知、妨害検知、カメラ、ネットワーク切断等をリモートで通知。今後、さまざまな用途に合わせた
AIアプリとの連動を予定。  ※別途AIカメラが必要です。

リモート通知

現場状況の変化を自動通知機能で把握　03.

オーナーが各メンバーに共有権を付与できます

メンバーA

メンバーB

メンバーC

Share

Share

Share
オーナー

ダウンロード

i-PRO Remo. ４つのリモート機能 操作 確認 通知 対応

※上記以外のi-PROのカメラ、AIカメラも接続可能。（注 : 一部非対象モデルがあります）
【対応カメラ】 i-PRO mini Lシリーズ、 PTZ Bシリーズ

i-PRO Remo. システム構成例

※NDR : ネットワークディスクレコーダーの略称。 ●カメラでのSDカード録画は順次対応予定です。 対応状況はこちら https://cwc.i-pro.com/pages/i-pro-remo

エッジ

LTE

×2
×2

×2
×2

SDカードに記録

NDR※ライクなローカルモニタでのマウス操作も可能
（直結カメラのみ）

Wi-Fi
SDカードに記録

リモート
アクセスツール

販売パートナー様

パートナー

ユーザー

支店・出張先

スマートフォン

店舗内

パソコンWeb画面

ダウンロード 共有ユーザー

・ 動作検知 /妨害検知
・ カメラ切断
・ ネットワーク切断

AIアプリ

アラーム

アラーム
画面を
タップ

10 : 25

10 : 25
Monday, April 1 1

10 : 25

機器障害等問題が起こった場合、現地に駆けつけることなく、リモートで状況を確認し、ログ等の解析、
リブート対応等が可能。現場対応等のコストの削減が可能。

リモート対応

スピーディーな障害対応04.
不具合機器の
リブート（再起動）

ファームウェアの
リモートアップデート

遠隔からサポート

カメラに障害が発生 ユーザーが連絡

販売パートナー様デバイスの設定遠隔画角調整

スマートフォンからカメラの設定変更が可能です 障害発生等のお困り時にi-PROが遠隔からサポートできます

料金プラン

クラウドカメラサービスエッジストレージ
［レコーダー機能付きゲートウェイ］

最大16ch 4TB 2TB 1TB

ビデオマネジメント

販売パートナー様向け
リモートメンテツール詳しくは、26ページをご覧ください

専用ハードウェアとクラウドカメラサービス

i-PRO Remo. サービス

スマホアプリWeb GUI
Webブラウザーで操作

エッジストレージ経由

プラン
5年ライセンス
1年ライセンス

DG-JLE105W
DG-JLE101W

期  間品番
6,000円（税抜き） / 台
1,800円（税抜き） / 台

料  金
100円（税抜き） / 台
150円（税抜き） / 台

月額あたり

Webブラウザー
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ユースケース

マンション

マンション管理の不安や悩みを
i-PRO Remo.で解決！

●自転車やバイクへのイタズラ防止
●部外者によるごみ捨て場への
　投棄抑制
●郵便受け、宅配BOXの受け入れ、
　取り出し確認
●入居者以外の部外者の侵入抑制
●マンションの価値向上による
　入居率アップ

物流・倉庫

i-PRO Remo.でヒヤリハットを
確認、対策！

●営業時間外の部外者侵入抑制
●搬入状況の遠隔確認
●社用車へのイタズラ防止
●各エリアの社員の状況を確認
●倉庫内事故の状況確認

飲食店・小売店

盗難や現場状況の不安を
i-PRO Remo.で解決！

●混在状況確認
●レジでの金銭トラブル時対応
●万引きを防止
●バックヤードの盗難防止
●スタッフの技術、スキルの把握

病院・介護施設

DX化する医療現場の悩みを
i-PRO Remo.で解決！

●カルテや薬品がある部屋への
　出入り確認
●待合室の状況（混み具合含め）把握
●従業員のサービス確認
●入居者の転倒事故などへの
　迅速な対応
●入居者見守り、安全確認

DG-EU100シリーズは最大16台のネットワークカメラの画像と音声をHDDに記録することができ、
i-PRO Remo. Service と連携して遠隔に映像を配信することができるエッジストレージです。
HDMIに対応しているモニターを接続することができ、録画画像やカメラのライブ画像をより
高品質で表示することができます。

品 番 HDD容量 カメラ最大接続台数
DG-EU100/1 1 TB×1 16台（増設はできません）
DG-EU100/2 2 TB×1 16台（増設はできません）
DG-EU100/4 2 TB×2※ 16台（増設はできません）

※本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。

エッジストレージ

DG-EU100/1  (1 TB) 

DG-EU100/2 (2 TB) 

DG-EU100/4 (4 TB) 
各オープン価格

ラックマウント金具
WV-Q202UX（別売）を
使用した縦置き、壁取り付け
が可能

エッジストレージ DG-EU100シリーズ

縦置きイメージ

i-PRO Remo. ユースケース  |  エッジストレージ
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※i-PRO Mobile APPについて、Android端末用はGoogle Play™より、iPhone/iPad用はApp Storeより入手してください。

i-PRO Mobile APP は、弊社製 H.265/H.264 対応ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー（WJ-NX200UXシリーズ/
WJ-NX100UXシリーズ）、の映像の閲覧およびアラームを受信することができるスマートフォンアプリケーションです。
3G/4G/LTE回線や無線LAN（Wi-Fi）に接続することで、ネットワークカメラおよびレコーダーのライブ映像や再生映像を閲覧することが
できます。また、ネットワークカメラおよびレコーダーから発報されるアラームを受信することができます。

弊社製品を購入前のお客様へ　以下の機器情報を登録することでi-PRO Mobile APPをお試しいただけます。

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50001
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50002
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50003
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

i-PRO Mobile APPをインターネット経由でご利用になるには、ダイナミックDNSサービスをおすすめします。また、弊社では「みえますねっと」を推奨しております。 
みえますねっと について詳しくは https://archives.connect.panasonic.com/miemasu/  からご覧いただけます。
i-PRO Mobile APPへネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダーからアラーム通知を行うためには「モバイル通知ツール」をご利用ください。

Windows 10 Pro(64 bit推奨)
Intel Celeron 2.0 GHz 以上推奨
8 GB以上推奨
ソフトウェアを利用するために1GBの容量が必要です。
本ソフトウェアをインストールするためには、Microsoft® .NET 
Framework 4.6.1 とMicrosoft® Visual Studio 2019 Visual C++ 
再頒布可能パッケージが必要です。これらがインストールされて
いない場合は、インストール時に 5.0 GB の容量が必要です。
1280x800 ピクセル以上の解像度を推奨
True Color（24ビット）以上の色数
100/1000 Mbpsのネットワークインターフェースカードが
利用できること。

モバイル通知ツール

●Google、Google PlayおよびAndroidは、Google LLC の商標です。　●iPad、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

モバイル通知ツールについて詳しくはこちらのサイトをご覧ください
https://cwc.i-pro.com/pages/i-pro-mobile-notification-tool

■アプリケーションの概要
アプリケーション名(Ver.)
対応OS
アプリケーション入手方法
提供開始日
カメラ登録数、レコーダ登録数
モバイル端末登録数
サムネイル画像送信
モバイル端末数

モバイル通知ツール（Ver1.2.0）
Windows 10 Pro
当サイトよりダウンロード

2022年4月
合計で最大50台
最大100台
最大20台
サムネイル画像はスマートフォンが
ローカルネットワーク接続時のみ受信可能

OS
CPU
メモリ
ハードディスク
容量

画面

インターフェース

■モバイル通知ツール推奨PC

Android端末用 アプリケーションの概要

WJ-NX200UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
WJ-NX100UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。

アプリケーション名
対応OS
アプリケーション入手方法

Huawei P10 lite、Moto X4、Xperia XZ1、Galaxy S6 Tab、Xperia 8、GalaxyA30、Pixel3、Pixel3a
※インテル製 CPU を使用した端末では使用する事ができません。
※本検証済端末情報は、端末のご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。
　弊社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

i-PRO Mobile APP
Android™ OS 7.0 以上 　i-PRO Remo. Serviceを使用する場合はAndroid8.0以上をお使いください。 
Google Play™よりダウンロード

動作検証済端末

対応レコーダー

iPhone/iPad用 アプリケーションの概要

WJ-NX200UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
WJ-NX100UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。

アプリケーション名

対応OS
アプリケーション入手方法

iPad、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPhone11、iPhone XS Max、iPad Pro 12.9 inch、iPhone 8、iPhone X、
iPhone 12 mini
※本検証済端末情報は、端末のご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。
　弊社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

i-PRO Mobile APP
iOS 11.0 以上
App Storeよりダウンロード

動作検証済端末

対応レコーダー

■モバイル通知ツールおよびスマートフォンアプリケーションの設定
本ツールを利用するためには、インターネットに接続できるネットワークに接続可能なネットワーク環境が必要です。※
※ネットワークの設定は、お客様での実施となります。本ツールの設定を行うためには、ネットワークの知識やネットワークの設定変更が必要になります。
　詳細な設定方法については、モバイル通知ツール設定ガイドをご確認ください。
　また、Wi-Fiルータを含むシステムの検証を実施しておりますが、施工時の確認事項として、カメラが発報したアラーム通知がインターネットを介してi-PRO Mobile APPが受信できることを確認してください。

本ツールを利用するためには、インターネットに接続できるネットワークに接続可能なネットワーク環境が必要です。※
※ネットワークの設定は、お客様での実施となります。本ツールの設定を行うためには、ネットワークの知識やネットワークの設定変更が必要になります。
　詳細な設定方法については、モバイル通知ツール設定ガイドをご確認ください。
　また、Wi-Fiルータを含むシステムの検証を実施しておりますが、施工時の確認事項として、カメラが発報したアラーム通知がインターネットを介してi-PRO Mobile APPが受信できることを確認してください。

※スマートフォンがWi-Fi接続時のみ通知可能

テキストによる通知 サムネイル画像付き通知※■ モバイル通知ツールとは？
映像監視機器を対象に、最大50台の機器（ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー）から発するアラームを、
スマートフォンアプリケーションi-PRO Mobile APP (Android/iOS) にプッシュ通知します。

● アラームが発生していることに気づけない。
● アラームはモニターの監視画面でしか確認できず、すぐにカメラ映像を確認できない。
●
●

● モバイル端末（スマートフォン、タブレット等）のプッシュ通知機能を使い、アラーム通知を受けることができます。
● アラームを検知した監視カメラやレコーダーの映像を確認することができます。
●
●

解決策

課 題

スマートフォンアプリケーション   ※カメラ・レコーダー用です

i-PRO Mobile APP

（1）映像を閲覧する場合の構成

（2）アラーム通知（モバイル通知ツール）を利用する場合の構成

カメラダイレクト ／ ・ライブモニタリング ネットワークレコーダー ／ ・ライブモニタリング ・再生映像

ネットワーク
ディスクレコーダー

ルータの設定にはＰＣが必要となります。

無線
ルーター

ローカルネットワーク内で利用の場合
Android端末
iPhone/iPad

アプリケーション

※WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズからの再生時のみ使用可能です。
再生画像をスマートフォンの画面サイズ/レートに変換して配信※

各携帯事業者回線ルーター インターネット

ネットワーク
ディスクレコーダー

みえますねっと

みえますねっと登録およびルータの設定にはPCが必要となります

インターネット経由で利用の場合

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

モバイル再生

3 Mbps (フルHD / 30ips) 256 kbps (QVGA / 10ips) なめらか再生

Internet / Wi-Fi

モバイル通知ツール
アラームをi-PRO Mobile APP に通知し、モバイル端末にメッセージを表示します。

アラーム通知 サムネイル画像

サムネイル画像を利用の場合

各携帯
事業者回線

ネットワーク
ディスクレコーダー

テキストアラームのみ利用の場合

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

モバイル通知ツール
インストール済PC

各携帯
事業者回線

ネットワーク
ディスクレコーダー

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

インターネット接続インターネット接続

Wi-Fi接続時のみサムネイル画像の通知が可能

ルーター モバイル通知ツール
インストール済PC

ルーター
インターネットインターネット

はじめに

i-PRO Mobile APPのご利用には、以下の接続環境が必要です

i-PRO Mobile APP 公開環境の紹介

i-PRO Mobile APP に監視機器からのアラームを通知

固定カメラ PTZカメラ 全方位カメラ

ネットワークカメラ・レコーダー用 映像閲覧 スマートフォンアプリケーション
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※i-PRO Mobile APPについて、Android端末用はGoogle Play™より、iPhone/iPad用はApp Storeより入手してください。

i-PRO Mobile APP は、弊社製 H.265/H.264 対応ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー（WJ-NX200UXシリーズ/
WJ-NX100UXシリーズ）、の映像の閲覧およびアラームを受信することができるスマートフォンアプリケーションです。
3G/4G/LTE回線や無線LAN（Wi-Fi）に接続することで、ネットワークカメラおよびレコーダーのライブ映像や再生映像を閲覧することが
できます。また、ネットワークカメラおよびレコーダーから発報されるアラームを受信することができます。

弊社製品を購入前のお客様へ　以下の機器情報を登録することでi-PRO Mobile APPをお試しいただけます。

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50001
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50002
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

• アドレス ： ipromobile.viewnetcam.com
• ポート番号 ： 50003
• SSL通信 ： オン
• ユーザ名 ： ipro.mobile
• パスワード ： IPRO.mobile

i-PRO Mobile APPをインターネット経由でご利用になるには、ダイナミックDNSサービスをおすすめします。また、弊社では「みえますねっと」を推奨しております。 
みえますねっと について詳しくは https://archives.connect.panasonic.com/miemasu/  からご覧いただけます。
i-PRO Mobile APPへネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダーからアラーム通知を行うためには「モバイル通知ツール」をご利用ください。

Windows 10 Pro(64 bit推奨)
Intel Celeron 2.0 GHz 以上推奨
8 GB以上推奨
ソフトウェアを利用するために1GBの容量が必要です。
本ソフトウェアをインストールするためには、Microsoft® .NET 
Framework 4.6.1 とMicrosoft® Visual Studio 2019 Visual C++ 
再頒布可能パッケージが必要です。これらがインストールされて
いない場合は、インストール時に 5.0 GB の容量が必要です。
1280x800 ピクセル以上の解像度を推奨
True Color（24ビット）以上の色数
100/1000 Mbpsのネットワークインターフェースカードが
利用できること。

モバイル通知ツール

●Google、Google PlayおよびAndroidは、Google LLC の商標です。　●iPad、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●その他、記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

モバイル通知ツールについて詳しくはこちらのサイトをご覧ください
https://cwc.i-pro.com/pages/i-pro-mobile-notification-tool

■アプリケーションの概要
アプリケーション名(Ver.)
対応OS
アプリケーション入手方法
提供開始日
カメラ登録数、レコーダ登録数
モバイル端末登録数
サムネイル画像送信
モバイル端末数

モバイル通知ツール（Ver1.2.0）
Windows 10 Pro
当サイトよりダウンロード

2022年4月
合計で最大50台
最大100台
最大20台
サムネイル画像はスマートフォンが
ローカルネットワーク接続時のみ受信可能

OS
CPU
メモリ
ハードディスク
容量

画面

インターフェース

■モバイル通知ツール推奨PC

Android端末用 アプリケーションの概要

WJ-NX200UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
WJ-NX100UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。

アプリケーション名
対応OS
アプリケーション入手方法

Huawei P10 lite、Moto X4、Xperia XZ1、Galaxy S6 Tab、Xperia 8、GalaxyA30、Pixel3、Pixel3a
※インテル製 CPU を使用した端末では使用する事ができません。
※本検証済端末情報は、端末のご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。
　弊社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

i-PRO Mobile APP
Android™ OS 7.0 以上 　i-PRO Remo. Serviceを使用する場合はAndroid8.0以上をお使いください。 
Google Play™よりダウンロード

動作検証済端末

対応レコーダー

iPhone/iPad用 アプリケーションの概要

WJ-NX200UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
WJ-NX100UXシリーズ（ファームウェア Ver.1.00以降）
※別途 無線LANルーターなどの無線通信用機器が必要です。

アプリケーション名

対応OS
アプリケーション入手方法

iPad、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPhone11、iPhone XS Max、iPad Pro 12.9 inch、iPhone 8、iPhone X、
iPhone 12 mini
※本検証済端末情報は、端末のご購入時期により、動作が異なる事が予想されます。
　弊社として動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

i-PRO Mobile APP
iOS 11.0 以上
App Storeよりダウンロード

動作検証済端末

対応レコーダー

■モバイル通知ツールおよびスマートフォンアプリケーションの設定
本ツールを利用するためには、インターネットに接続できるネットワークに接続可能なネットワーク環境が必要です。※
※ネットワークの設定は、お客様での実施となります。本ツールの設定を行うためには、ネットワークの知識やネットワークの設定変更が必要になります。
　詳細な設定方法については、モバイル通知ツール設定ガイドをご確認ください。
　また、Wi-Fiルータを含むシステムの検証を実施しておりますが、施工時の確認事項として、カメラが発報したアラーム通知がインターネットを介してi-PRO Mobile APPが受信できることを確認してください。

本ツールを利用するためには、インターネットに接続できるネットワークに接続可能なネットワーク環境が必要です。※
※ネットワークの設定は、お客様での実施となります。本ツールの設定を行うためには、ネットワークの知識やネットワークの設定変更が必要になります。
　詳細な設定方法については、モバイル通知ツール設定ガイドをご確認ください。
　また、Wi-Fiルータを含むシステムの検証を実施しておりますが、施工時の確認事項として、カメラが発報したアラーム通知がインターネットを介してi-PRO Mobile APPが受信できることを確認してください。

※スマートフォンがWi-Fi接続時のみ通知可能

テキストによる通知 サムネイル画像付き通知※■ モバイル通知ツールとは？
映像監視機器を対象に、最大50台の機器（ネットワークカメラ、ネットワークディスクレコーダー）から発するアラームを、
スマートフォンアプリケーションi-PRO Mobile APP (Android/iOS) にプッシュ通知します。

● アラームが発生していることに気づけない。
● アラームはモニターの監視画面でしか確認できず、すぐにカメラ映像を確認できない。
●
●

● モバイル端末（スマートフォン、タブレット等）のプッシュ通知機能を使い、アラーム通知を受けることができます。
● アラームを検知した監視カメラやレコーダーの映像を確認することができます。
●
●

解決策

課 題

スマートフォンアプリケーション   ※カメラ・レコーダー用です

i-PRO Mobile APP

（1）映像を閲覧する場合の構成

（2）アラーム通知（モバイル通知ツール）を利用する場合の構成

カメラダイレクト ／ ・ライブモニタリング ネットワークレコーダー ／ ・ライブモニタリング ・再生映像

ネットワーク
ディスクレコーダー

ルータの設定にはＰＣが必要となります。

無線
ルーター

ローカルネットワーク内で利用の場合
Android端末
iPhone/iPad

アプリケーション

※WJ-NX200UXシリーズ/WJ-NX100UXシリーズからの再生時のみ使用可能です。
再生画像をスマートフォンの画面サイズ/レートに変換して配信※

各携帯事業者回線ルーター インターネット

ネットワーク
ディスクレコーダー

みえますねっと

みえますねっと登録およびルータの設定にはPCが必要となります

インターネット経由で利用の場合

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

モバイル再生

3 Mbps (フルHD / 30ips) 256 kbps (QVGA / 10ips) なめらか再生

Internet / Wi-Fi

モバイル通知ツール
アラームをi-PRO Mobile APP に通知し、モバイル端末にメッセージを表示します。

アラーム通知 サムネイル画像

サムネイル画像を利用の場合

各携帯
事業者回線

ネットワーク
ディスクレコーダー

テキストアラームのみ利用の場合

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

モバイル通知ツール
インストール済PC

各携帯
事業者回線

ネットワーク
ディスクレコーダー

アプリケーション

Android端末
iPhone/iPad

インターネット接続インターネット接続

Wi-Fi接続時のみサムネイル画像の通知が可能

ルーター モバイル通知ツール
インストール済PC

ルーター
インターネットインターネット

はじめに

i-PRO Mobile APPのご利用には、以下の接続環境が必要です

i-PRO Mobile APP 公開環境の紹介

i-PRO Mobile APP に監視機器からのアラームを通知

固定カメラ PTZカメラ 全方位カメラ
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■ダイナミックDNS（リアルタイムモニター）
インターネットから
簡単アクセス
カメラやレコーダーに､覚えやすい
お好みのURLを付けることが
できます。

■ポータル画面／ビューアーアプリ
簡単操作でいつでも・どこでも
カメラの画像閲覧や操作を一つの
画面から行うことができます。
カメラのグループ管理も可能です。

■クラウド録画
レコーダー不要
カメラの画像をクラウド上に録画
できます。センサー反応時のみの
録画や時間帯指定も可能です。
・クラウド録画プラン、
　録画プラン(JPEG録画)のみ

■通信状態通知
稼動状況がわかる
カメラやレコーダーからの信号が
20分以上途絶えた際、管理者に
Eメールでお知らせします。

■センサー通知
見たいシーンを見逃さない
カメラやレコーダーから、
動作検知などのセンサー信号が
発信されると、管理者にEメール
でお知らせします。

■管理者ユーザー／一般ユーザー
複数人での利用に便利
ポータル画面にログインする
アカウントは複数発行可能。 
ユーザーごとに閲覧権限を設定
できます。
※ユーザー追加はオプションです。

ネットワークカメラの画像をインターネットから簡単にモニタリング・録画できるクラウドサービスです。

クラウド型モニタリング・録画サービス（有料）

インターネットインターネット

お好みのURL

録画 再生

通知
!

通信断

センサー
検知

通知

■システムデザインツール 提  案

オフィスなどのフロアマップ（平面図）上にネットワークカメラのアイコンを配置して、
被写体がどれくらいの大きさで写るかシミュレーションをします。その情報を基に弊社製
ネットワークディスクレコーダーの
最適な構成（本体・増設ユニット・
HDD）を算出します。

■IP簡単設定ツール 設  定
同一ネットワーク上のネットワークカメラやレコーダー（最大100台）を自動で検出し、
IPアドレスなどのネットワーク設定ができるほか、ツールからカメラにアクセスできる
ので、ライブ画の確認や
各種設定の変更が可能です。

■構成情報算出ツール
　（レコーダー、マルチAIソフトウェア統合版）提  案 　
レコーダーおよびマルチAIソフトウェアの構成を算出します。
・NXシリーズ構成情報算出ツール（本体・増設ユニット・HDD）
・エッジストレージ構成情報算出ツール（本体・増設ユニット・HDD）
・ASA100 記録・ビットレート算出ツール
 （サーバー構成・ストレージ：データベース）
高度な知識やスキルは不要です。
●構成情報算出ツール 
　https://www.psn-web.net/ssbu-t/PIPS_iPRO/  
   iPROintegratedCalc_V1.1.0.0/index.html

■i-PRO設定ツール（iCT）設  定 保  守

映像監視システムの各機器の設定や保守をシステム全体でまとめて管理するための
ツールです。カメラの映像を
確認しながら設定を変更し、
設定結果のレポートを自動で
出力することができます。

映像監視システムをお取り扱いいただく方々に、「提案・設定・保守」の各フェーズに
応じて、業務効率の促進を支援する各種ツールを無償で提供しています。

サポートツール

支援ツール（提案／設定／保守）

機 能

みえますねっと  |  支援ツール
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第三者による意図しないアクセスを防止するため、
●ネットワークカメラをはじめとする弊社製ネットワーク接続機器は、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、
　インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。
　ネットワーク接続機器をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。
●ユーザー認証の設定は「On」のままでご使用ください。 
●ネットワークカメラ／レコーダー／ソフトウェアにアクセスするためのパスワードは定期的に変更してください。
変更方法は取扱説明書を参照してください。詳しくは 
https://japancs.i-pro.com/space/PWJP/617972825/製品保証について をご覧ください。

インターネット経由で
弊社製品をご使用の場合

第三者による意図しない
アクセスを防止するため

インターネット経由でネットワークカメラにアクセスする際は、第三者からの意図しないアクセスによるプライバシーや肖像権の侵害、
情報漏えい、不正操作を防止するため、最新のファームウェアへの更新をお願いいたします。
セキュリティ強化内容 ～ 最新（2018年6月1日公開以降）のファームウェアでは下記のように変わります。
●ログインユーザーのパスワード 入力文字種組合せ条件の変更
●ユーザー認証方式の初期値変更
https://japancs.i-pro.com/space/PWJP/617972825/製品保証について をご覧ください。

弊社製品のさらなる
セキュリティ強化について

パスワード入力文字種と
認証方式を変更した
最新のファームウェアに

バージョンアップをお勧めします

最新の情報をサポートポータルサイトからご確認ください

■各製品の対応OS／携帯端末検証、対応OS／ブラウザー の最新情報について
■レコーダー : ネットワークディスクレコーダー／エッジストレージ動作確認済み外部メディア一覧
                     エッジストレージ（ DG-EU100シリーズ） 対応カメラ情報
上記について詳しくはサポートウェブサイト  https://japancs.i-pro.com/space/TECHJP/613156288/技術情報 をご覧ください。

■各製品の取扱説明書および仕様書 / ファームウェアなど
https://japancs.i-pro.com/space/DLJP をご覧ください。

設置に関するお願い

■画像・画質への影響について［全ての屋外カメラ］
　下記の設置条件においては、画質の低下や画像が見えなくなる場合があります。
　・積雪の影響：積雪時、風によりドームカバーに雪が付着する場合があり、付着部分は監視画像が見えなくなります（付着程度は降雪量、雪質により異なります）。

■AIネットワークカメラ全般の屋外での使用は、日照条件等の環境変化によりAIによる検知精度が低下します。
　事前に現場での性能確認を行ったうえで設置確認をお願い致します。

H.265/H.264 画像圧縮方式対応  カメラ・レコーダーの接続に関して

■レコーダーとカメラの組み合わせについて
レコーダーとカメラの組み合わせによって、使用できる機能に制約がある場合があります。また、ネットワークディスクレコーダー、ネットワークカメラ本体のバージョンアップ
が必要な場合があります。

■接続に関して
H.264対応のカメラを、H.265対応のレコーダーに接続する場合は、圧縮方式はH.264になりますのでご注意ください。
・H.264対応カメラをWJ-NX200UXシリーズ⁄WJ-NX100UXシリーズと接続する場合。
  サポートウェブサイト  https://japancs.i-pro.com/ をご覧ください。

ご使用の際の注意事項
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高性能レンズと４K高解像度の撮像素子を利用
する事によって画面の周辺部までクリアに撮影。

クラウドサービス、レコーダー機能付き
ゲートウェイ（エッジストレージ）、リモート用途に
適した小型ネットワークカメラ郡

高性能魚眼レンズにより、1台のカメラで360°
全方位を画面の周辺部までクリアに撮影。
高性能魚眼レンズと高解像度の撮像素子を
利用することで大幅に、画質を向上させています。
（弊社従来機種比）

カメラ本体にAIプロセッサーを内蔵。AIカメラ
用のアプリケーションを追加することで、カメラ
が捉えた映像を自ら解析し、解析結果など必
要となる情報を映像と合わせて上位システム
に受け渡すことが可能。人が介在することなく、
AIが自動識別、判定を行い、高い精度での認識
結果を通知し、大幅な省力化を可能。

機能説明

●このカタログで記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器
として認定した機器に表示することができる安心マークです。

ONVIF®（オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム）はIPベースの物理セキュリティ
製品向けの規格標準化を推進するフォーラムです。ONVIFが規定するProfileに適合している場合に
適合したProfileのマークをつけています。ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF, Inc.の登録商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または 登録商標です。
採用商標のHDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI Logoは、米国およびその他の国における 
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

使用している規格・マークについて

オープン価格 本体希望小売価格が設定されていない商品です。
恐れ入りますが、お取引ご販売店にお確かめください。SDXCおよびmicroSDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。

i-PRO Remo. Service 対応 TRUE 4K ULTRA 360 AI

コーデックエンジン搭載により1920×1080 フルHD／60p画質で最大毎秒60フレームの
映像配信出力が可能。

フルHD（1080 / 60p）

1920×1080 フルHD／30p対応であることを示しています。

フルHD（1080 / 30p）

ISO14993※準拠の耐重塩害仕様。外装を耐重塩害仕様とすることで腐食しにくくしています。
さらに外装に露出する、金属部を締め合わせるねじに耐食処理ねじを採用し、腐食によるねじの
固着をしにくくしています。（腐食に対し、万全ではありません。）

耐重塩害仕様

素材に耐食処理を施し、さらに耐食・
耐候性の高い塗料を上塗りすることで
表面を保護。
膜厚を100 μm以上にすることで、
塩害による腐食に強い塗装を実現。

※塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで
　耐食性を評価する試験規格

化成被膜処理

中塗り（耐食性塗料）

上塗り（耐候性塗料）

素材

アドバンスド親水コーティング

弊社独自の親水コーティング技術により、降雨時における高い視認性と防汚性を実現しています。
透明なカバーの部分の表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。
従来の親水コーティングと比較し、膜強度が向上したためハンドリング性やメンテナンス性が格段に
向上しました。

※親水コートは水（雨水）のみに効果があり、その他の物質（たとえば油など）やドームカバー、
　フロントパネルへの傷に対して効果はありません。

親水コート処理 親水コート処理 親水コート処理

視認性向上 防汚性向上 雨天 IR LED照射時

カメラ品番体系

赤外線照明（IR LED）搭載

レンズの周りに対象方向を照らすための赤外線照明（IR LEDを搭載。照度0ルクスの環境下における
撮影が可能です。（被写体や被写体までの距離により撮影表示は変化します）

IR LED : ONIR LED : OFF

防塵・防水性能 ： JIS C 0920 保護等級

防塵性・防水性 ［IP44・IP66・IP67］

JIS C 0920　防塵・防水保護構造
保護等級

防水

防塵

固形物体

6

4

6 粉塵が内部に侵入しない

規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない

ワイヤーなどからの保護

4 いかなる方向からの水の飛沫によっても、有害な影響を受けない

日本産業規格JIS C 0920より抜粋

7

保護の程度

あらゆる方向からの強い噴流水によっても、有害な影響を受けない

固形物体「ワイヤーなどからの保護（4）」、水に対して「いかなる方向からの水の飛沫（4）」
の保護がなされていることを示します（IEC60529／JIS C 0920）。

外来固形物に対して「耐じん形（6）」、水に対して「暴噴流（6）」の
保護がなされていることを示します（IEC60529／JIS C 0920）。

外来固形物に対して「耐じん形（6）」、水に対して「水に浸しても影響がない（7）」の
保護がなされていることを示します （IEC60529／JIS C 0920）。

シリーズ 形状 環境（屋内外） 解像度 世代+追加の基本情報 バージョン
レンズ 特長 色

0 0 A352SW V V 2 L N 1

色［特殊時］ 
特長の品番がある場合    １：黒 　 ２：シルバー　  3:グレー　 ４：ブラウン
特長の品番が無い場合  -１：黒 　-２：シルバー　-3:グレー　-４：ブラウン

シリーズを表します
X:業界特化
S:スタンダード
U:エントリー
B:リモートモニタリング

レンズ（焦点/倍率）
固定焦点レンズ
1: 1~1.9mm
2: 2~2.9mm
3: 3~3.9mm
4: 4~4.9mm
5: 5~5.9mm
6: 6~6.9mm
7: 7~7.9mm
8: 8~8.9mm
9: 9~9.9mm
 
可変焦点レンズ
長焦点
1: 1 ~ x1.9
2: 2 ~ x2.9　
3: 3 ~ x3.9
4: 4 ~ x4.9

PTZ ズームレンズ
Y: ~  x9.9
1: 10 ~ x19.9
2: 20~ x29.9
3: 30~ x39.9
4: 40~ x49.9
5: 50~ x59.9

レンズ（形式）
F : 固定焦点レンズ
T： 長焦点レンズ
V： 可変焦点レンズ
Z： ズームレンズ 
U： レンズ無し

A
B
C

00~09：
10~19：
20~29：
30~39：
40~49：
・・・
90~99：

環境性能を表します
１： 屋内対応
２： 屋内対応・耐衝撃
３： ー
４： 屋外対応
５： 屋外対応・IP66/67、耐衝撃等）
６： 屋外対応・IP66/67、耐衝撃等）

形状（タイプ）を表します
１： ボックス
２： ドーム
３： コンパクトドーム
４： 全方位
５： PT
６： PTZ
７： mini
８： マルチセンサー

特長
L  : 赤外線LED
W： 無線
D ： アナログ出力
F  : 光ファイバー I/F
G ： スモークドーム
N :  親水コート
S  : 耐重塩害仕様
U ： レンズ無し

解像度を表します
１：  ー
２：  ー
３： フルHD
４： 4メガピクセル
５： 5メガピクセル
６： 6メガピクセル
７： 4K（12M）ピクセル

国際電気標準会議（IEC 62262）で規定されている、耐衝撃性に関する規格で衝撃のランクを示します。
※ただし、断続的に振動が発生する場所への設置は不可。

耐衝撃性  IK10

耐衝撃性 50J

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にPC樹脂 クリアを採用し、
優れた耐衝撃性を実現しています。
● 50J（IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠）
※ただし、断続的に振動が発生する場所への設置は不可。

機能説明
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高性能レンズと４K高解像度の撮像素子を利用
する事によって画面の周辺部までクリアに撮影。

クラウドサービス、レコーダー機能付き
ゲートウェイ（エッジストレージ）、リモート用途に
適した小型ネットワークカメラ郡

高性能魚眼レンズにより、1台のカメラで360°
全方位を画面の周辺部までクリアに撮影。
高性能魚眼レンズと高解像度の撮像素子を
利用することで大幅に、画質を向上させています。
（弊社従来機種比）

カメラ本体にAIプロセッサーを内蔵。AIカメラ
用のアプリケーションを追加することで、カメラ
が捉えた映像を自ら解析し、解析結果など必
要となる情報を映像と合わせて上位システム
に受け渡すことが可能。人が介在することなく、
AIが自動識別、判定を行い、高い精度での認識
結果を通知し、大幅な省力化を可能。

機能説明

●このカタログで記載されている会社名・商品名は、各会社の商標または登録商標です。

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器
として認定した機器に表示することができる安心マークです。

ONVIF®（オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム）はIPベースの物理セキュリティ
製品向けの規格標準化を推進するフォーラムです。ONVIFが規定するProfileに適合している場合に
適合したProfileのマークをつけています。ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF, Inc.の登録商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または 登録商標です。
採用商標のHDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMI Logoは、米国およびその他の国における 
HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

使用している規格・マークについて

オープン価格 本体希望小売価格が設定されていない商品です。
恐れ入りますが、お取引ご販売店にお確かめください。SDXCおよびmicroSDXCロゴは、SD-3C、LLCの商標です。

i-PRO Remo. Service 対応 TRUE 4K ULTRA 360 AI

コーデックエンジン搭載により1920×1080 フルHD／60p画質で最大毎秒60フレームの
映像配信出力が可能。

フルHD（1080 / 60p）

1920×1080 フルHD／30p対応であることを示しています。

フルHD（1080 / 30p）

ISO14993※準拠の耐重塩害仕様。外装を耐重塩害仕様とすることで腐食しにくくしています。
さらに外装に露出する、金属部を締め合わせるねじに耐食処理ねじを採用し、腐食によるねじの
固着をしにくくしています。（腐食に対し、万全ではありません。）

耐重塩害仕様

素材に耐食処理を施し、さらに耐食・
耐候性の高い塗料を上塗りすることで
表面を保護。
膜厚を100 μm以上にすることで、
塩害による腐食に強い塗装を実現。

※塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで
　耐食性を評価する試験規格

化成被膜処理

中塗り（耐食性塗料）

上塗り（耐候性塗料）

素材

アドバンスド親水コーティング

弊社独自の親水コーティング技術により、降雨時における高い視認性と防汚性を実現しています。
透明なカバーの部分の表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。
従来の親水コーティングと比較し、膜強度が向上したためハンドリング性やメンテナンス性が格段に
向上しました。

※親水コートは水（雨水）のみに効果があり、その他の物質（たとえば油など）やドームカバー、
　フロントパネルへの傷に対して効果はありません。

親水コート処理 親水コート処理 親水コート処理

視認性向上 防汚性向上 雨天 IR LED照射時

カメラ品番体系

赤外線照明（IR LED）搭載

レンズの周りに対象方向を照らすための赤外線照明（IR LEDを搭載。照度0ルクスの環境下における
撮影が可能です。（被写体や被写体までの距離により撮影表示は変化します）

IR LED : ONIR LED : OFF

防塵・防水性能 ： JIS C 0920 保護等級

防塵性・防水性 ［IP44・IP66・IP67］

JIS C 0920　防塵・防水保護構造
保護等級

防水

防塵

固形物体

6

4

6 粉塵が内部に侵入しない

規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない

ワイヤーなどからの保護

4 いかなる方向からの水の飛沫によっても、有害な影響を受けない

日本産業規格JIS C 0920より抜粋

7

保護の程度

あらゆる方向からの強い噴流水によっても、有害な影響を受けない

固形物体「ワイヤーなどからの保護（4）」、水に対して「いかなる方向からの水の飛沫（4）」
の保護がなされていることを示します（IEC60529／JIS C 0920）。

外来固形物に対して「耐じん形（6）」、水に対して「暴噴流（6）」の
保護がなされていることを示します（IEC60529／JIS C 0920）。

外来固形物に対して「耐じん形（6）」、水に対して「水に浸しても影響がない（7）」の
保護がなされていることを示します （IEC60529／JIS C 0920）。

シリーズ 形状 環境（屋内外） 解像度 世代+追加の基本情報 バージョン
レンズ 特長 色

0 0 A352SW V V 2 L N 1

色［特殊時］ 
特長の品番がある場合    １：黒 　 ２：シルバー　  3:グレー　 ４：ブラウン
特長の品番が無い場合  -１：黒 　-２：シルバー　-3:グレー　-４：ブラウン

シリーズを表します
X:業界特化
S:スタンダード
U:エントリー
B:リモートモニタリング

レンズ（焦点/倍率）
固定焦点レンズ
1: 1~1.9mm
2: 2~2.9mm
3: 3~3.9mm
4: 4~4.9mm
5: 5~5.9mm
6: 6~6.9mm
7: 7~7.9mm
8: 8~8.9mm
9: 9~9.9mm
 
可変焦点レンズ
長焦点
1: 1 ~ x1.9
2: 2 ~ x2.9　
3: 3 ~ x3.9
4: 4 ~ x4.9

PTZ ズームレンズ
Y: ~  x9.9
1: 10 ~ x19.9
2: 20~ x29.9
3: 30~ x39.9
4: 40~ x49.9
5: 50~ x59.9

レンズ（形式）
F : 固定焦点レンズ
T： 長焦点レンズ
V： 可変焦点レンズ
Z： ズームレンズ 
U： レンズ無し

A
B
C

00~09：
10~19：
20~29：
30~39：
40~49：
・・・
90~99：

環境性能を表します
１： 屋内対応
２： 屋内対応・耐衝撃
３： ー
４： 屋外対応
５： 屋外対応・IP66/67、耐衝撃等）
６： 屋外対応・IP66/67、耐衝撃等）

形状（タイプ）を表します
１： ボックス
２： ドーム
３： コンパクトドーム
４： 全方位
５： PT
６： PTZ
７： mini
８： マルチセンサー

特長
L  : 赤外線LED
W： 無線
D ： アナログ出力
F  : 光ファイバー I/F
G ： スモークドーム
N :  親水コート
S  : 耐重塩害仕様
U ： レンズ無し

解像度を表します
１：  ー
２：  ー
３： フルHD
４： 4メガピクセル
５： 5メガピクセル
６： 6メガピクセル
７： 4K（12M）ピクセル

国際電気標準会議（IEC 62262）で規定されている、耐衝撃性に関する規格で衝撃のランクを示します。
※ただし、断続的に振動が発生する場所への設置は不可。

耐衝撃性  IK10

耐衝撃性 50J

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にPC樹脂 クリアを採用し、
優れた耐衝撃性を実現しています。
● 50J（IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠）
※ただし、断続的に振動が発生する場所への設置は不可。

使用している規格・マークについて｜カメラ品番体系
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https://cwc.i-pro.com/
i-PRO Component Web Catalog サイトでご覧頂けます

お問い合わせは

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログのモニター表示は全てハメコミ画像です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

i-PROカスタマーコンタクト https://japancs.i-pro.com/page/inquiry
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