
ソーラー防犯WEBカメラソーラー防犯WEBカメラ
KSP-100A-WEB-CAMKSP-100A-WEB-CAM

INTRUSION  ALARM  SYSTEM  IN  OPERATION
       AUTOMATED  NOTIFICATION  SYSTEM
        THREATENED  TO  REPEL  INTRUDERS
                               SECURITY   BY

Co2 排出ゼロ
電源工事代　　円０

電気代　　円０

※LED ライトは含まれておりません。 別途オプションとなります。

型番 ： KSP-100A-WEB-CAM

ソーラー防犯WEBカメラ、KSP-100A-WEB-CAMは、弊社従来のソーラー防犯カメラにモバイルルーターを装備し、

インターネットでの閲覧・ダウンロードが可能です。ソーラーパネル搭載のため、商用電源は必要としません。

既にお手持ちの防犯カメラを取り付けて利用することも可能です。

また、その他電源のない場所でＤＣ12Ｖ、またはＡＣ100Ｖの各種機器(消費電力の少ない機器)のご使用もできます。

ソーラー防犯 WEB カメラとは

主な特長

■電源工事不要、 電気代不要
ソーラー電源により、 商業用電源が不要で、 電源工事、 電気料金がいりません。
したがって、 電気料金が発生しないため、 維持管理費の予算捻出が不要。 電源を確保することが難しい
場所でも容易に設置可能。 また、 ソーラー電源、 蓄電部がコンパクトに設計されているため、
わずかなスペースでも設置可能。

■160Wh 出力のソーラパネル
出力 160Wh の大型ソーラーパネルを搭載。 短時間でバッテリー充電可能です。
（※ソーラーパネル搭載　推定損失割合 ： 約 15％）

■天候に左右されず長時間使用可能
100Ah の大容量バッテリーを搭載しているため、 悪天候が続きソーラーパネルからの
電源供給がされなくても、 長時間の稼働が可能。 
（悪天候が予想以上に続いても、 天候が回復すれば短時間で復帰）

■信頼の Panasonic 高性能 IP カメラ搭載

Panasonic WV-S1531LNJ を標準装備。 スーパーダイナミック機能の改善と
シャッタースピード最適化で、 移動する人や車の輪郭、 ヘッドライトに照らされて
光っているナンバープレートも高い識別性能で判別性を向上しました。

■推定電源容量 （W) 計算式 ： 電流 （100Ah） ×電圧 （12Ｖ） ×有効値 （0.85）
推定電源容量 （Ｗ）：1020Ｗ　の大容量 !

Panasonic IP カメラ
WV-S1531LNJ

LTE ルーター
RX220

■LTE マルチキャリア通信モジュール搭載。 モバイル高機能ルーター SC-RRX220

LTE マルチキャリア通信モジュール AM Telecom 社製 「AMM570」 を搭載しており、
NTT ドコモ、 ソフトバンク、 KDDI （いずれも MVNO 含む） に対応しています。
キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、 利用したいモバイル回線を自由に
選択することができます。

移動式タイプ



〒653-0037 神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号神戸本社
FAX 078-643-1902

■

〒464-0851 名古屋市千種区今池南２９番２４号　川島第 1 ビル名 古 屋
FAX 052-733-0375

■

     堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町１番１９号　グランビルド堺東５０７

FAX 072-232-6430
■

URL ： http://www.tokaisecurity.net　
Mail  ： info@tokaisecurity.net

仕様

■ソーラー電源装置

■Panasonic IP カメラ WV-S1531LNJ

機能

電源

撮像素子 ・ 有効画素数 ・ 走査方式

最低照度

ネットワーク

画像解像度

画像圧縮方式

スマートコーディング

レンズ

セキュリティ

防水性

耐衝撃性

DC12V、 PoE （IEEE802.3af 準拠）

約 1/3 型 MOS センサー ・ 約 240 万画素 ・ プログレッシブ

カラー ： 0.008 lx、 白黒 ： 0.004 ｌｘ（F1.6)/0 ㏓ （IR　LED 点灯時）

10BASE-T ／ 100BASE-TX、 RJ45 コネクター 

2M[16 : 9] （H） 1920×1080、 1280×720、 640×360、 320×180（30/60fps)

3M[4:3](H)2048×1536、 1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA(30fps)

H.265 ・ H.264 ・ JPEG （MJPEG）

顔スマートコーディング、 GOP 制御

f=2.8 ～ 10ｍｍ（3.6倍 光学／10.8倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時（電動ズーム/電動フォーカス）

ユーザー認証／ホスト認証／ HTTPS ／動画ファイルの改ざん検出

防塵 ・ 防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 （IEC 60529） 

IK10 （IEC 62262） 

アドバンスド親水コーティング、 インテリジェントオート（iA）、スーパーダイナミック、除湿素子搭載、

逆光 / 強光補正、 カラー / 白黒切替、赤外線照明（IR_LED）搭載、霧補正機能、VMD、 AF、

SD メモリーカードスロット

仕様

ソーラーパネル

出力
セル種類
設置角度
パネルサイズ
重量

160Wh　±5％
単結晶シリコン
南向き 30 度
高さ 1485mm× 幅 668mm× 奥行 35ｍｍ
12Kg

バッテリー
蓄電容量
外形寸法
重量

100Ah(12V)
高さ 338mm× 幅 170mm× 奥行 212mm
34Kg

バッテリー BOX
外形寸法
重量

高さ 500mm× 幅 600mm× 奥行 250mm
24.4Kg

備　考

総重量　約 75Kg ポール直径 ：Φ89.1ｍｍ　長さ ： 5ｍ
接続 BOX サイズ ： 高さ ： 236mm　幅 ： 160mm　奥行 ： 120mm
バッテリーは接続 BOX からのケーブルで、 防水コネクタでの接続となります。
バッテリー BOX は、 最下部の専用スタンドに直置き、 固定します。

項目

充電リミット
放電リミット
最大入力電流

14.4V
11.5V
20A

充放電
コントローラー

インバーター
出力電圧
定格出力
最大出力

AC100V
120W
150W

その他 接続端子 防水コネクター バッテリー BOX 部

・

備考

遮断
遮断

長寿命、 密閉式鉛蓄電池
推定電源容量 （Ｗ）：1020Ｗ

矩形波

専用スタンド付　スタンド重量 2.3Kg
　（スタンドサイズ ： W220×H150×D83mm）

WV-S1531LNJ

インターフェース LAN1/WAN ・ LAN2 ポート 100BASE-TX/10BASE-T×2 ポート （MDI/MDI-X 自動判別）

  アンテナコネクタ  SMA

RF インターフェース 無線周波数 （カタログ参照） B1 （1920 ～ 1980MHz （UL）、 2110 ～ 2170MHz （DL）） 他

  アクセス方式  LTE （NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンク）

  搭載モジュール  AM Telecom 「AMM570」

  データ通信速度  上り ： 最大 50Mbps下り ： 最大 150Mbps

ハードウェア構成 CPU  メイン ： freescale i.MX287 （400MHz）

  メインメモリ 128MB （DDR2）

  フラッシュメモリ　　 NOR Flash ： 3 系統 ・ 4MB （IPL 用）、・ 4MB （ログ保存用）、・ 16MB （ファイルシステム）

  LED　　  8 個

  スイッチ  DIP スイッチ 4 ビット 1 個、 Push スイッチ 1 個

  温度センサ ケース内 2 系統

  電圧監視  DCIN 電圧 1 系統

電源  入力電圧  DC5 ～ 27.4V （±5%）

  消費電流  待受時 ： 約 100mA （DC12V）、 通信時 ： 約 150ｍA （DC12V）、 通信時最大 ： 約 0.5A （DC12V）

  消費電力  5W （最大） /2W （平均）

重量  350g （本体のみ）

■LTE ルーター RX220

RX220

※各仕様は予告なく変更する場合がございます。

創業 1981 年 （昭和 56 年）　
防犯システムの設計･施工･販売･保守
官公庁指名業者･全省庁統一資格取得

防犯設備の総合商社


