
https://sol.panasonic.biz/security/ 検索監視・防犯システムまたは本カタログの掲載商品情報について詳しくは
パナソニックのホームページでご覧いただけます。

掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

ネットワークカメラ
ラインアップ

2017/10
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必要な情報を得るセンシングデバイス

ネットワークカメラは、自動シーン認識技術による識別しやすい映像取得や、データの高圧縮を実現。
また、脅威を増しているサイバー攻撃などのセキュリティリスクへの対策として、
エンドtoエンド（入口から出口まで）でのデータセキュリティに本格対応しました。

アクティブ・センシングアクティブ・センシング
情報を統合・解析すぐに活用

アクティブ・アナリティクスアクティブ・アナリティクス

※RJモデルなど一部の機種には対応してない場合もあります。対応機種について詳しくは各商品ページをご覧ください。

EXTREME DATA SECURITY究めた高信頼

●Symantecは、Symantec Corporation または関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

※当社実測による比較に基づく。すべての条件で1/30になることを保証するものではありません。

※TURBO-RAIDTMネットワークディスクレコーダー（WJ-NX400K、WJ-NX300シリーズ）

WJ-NX400K、WJ-NX300シリーズに実装されているTURBO-RAIDTMは
ハードウェアによるRAID1（ミラーリング）/RAID5/RAID6機能を搭載。
ハードディスクの万が一の故障時にも記録映像の消失を防止します。
また、ハードディスクが故障した際でも従来の1/30の時間※で復旧が可能
となり、記録映像の消失リスク、故障時の復旧時間の両面でRAID運用を
強力にサポートします。

TURBO-RAIDTM 高速復旧を実現

IoT/M2M化が進む中、大きな課題となりつつある「ハッキング」「データ漏えい」「データ改ざん」「なりすまし」
などのサイバー問題対策としてSSL通信、データ暗号通信に対応。
i-PRO EXTREMEカメラ、レコーダー※に標準搭載することでエンドtoエンド（入り口から出口まで）で
暗号化通信が可能となりシステムトータルで高いセキュア性を確保。
世界的シェアを誇るシマンテック社のデバイス認証搭載することにより高度なセキュア性が求められる
市場に対応します。

Symantecデバイス証明書を用いた通信暗号化（SSL/TLS）

End-to-End セキュアコミュニケーション

TURBO-RAIDTM

当社製WJ-ND400K、WJ-NV300シリーズ

*当社製WJ-ND400K、WJ-NV300シリーズと比較
復旧時間 1/30時間

録画
ON

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）0

EXTREME SIMPLICITY究めたかんたん設置・設定・運用
SD-OFF SD-ON

スーパーダイナミック機能がより強化され、144 dBの
ダイナミックレンジを実現。明るい、暗い等照度差のある
場所も鮮明に再現。

EXTREME スーパーダイナミック 144dB

カラーナイトビジョン機能により、従来は暗くて見えなかったような
場所のモニタリングもフルカラーで可能となります。1/2.8型センサー
カメラでありながら1/2型に匹敵する低照度性能を実現。

夜間の屋外駐車場や街頭防犯といった低照度下でもカラーで鮮明に見ることが
できます。

カラーナイトビジョン

夜間屋外（肉眼） 0.6 lx カラーナイトビジョン  0.6 lx 

究めた高画質

従来獲れなかった情報を最先端技術でセンシング。
カメラ自らが「 移動物体」・「移動速度」・「顔」・「光量（昼・夜・ヘッドライト）」 
を自動検知し最適な証拠画像を得るためにリアルタイムでカメラの

設定値を自動最適化します。
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の識別を
可能にし設定が難しかったダイナミックに変化する監視シーンのお役立ちを致します。

インテリジェントオート(iA)機能

インテリジェントオート（iA）

動いている車の
ナンバープレートの
ぶれをシャープな
イメージに自動調整

従　来

動きのある場面

反射光の自動調整が
難しい、夜間の状況下
でも細部の判別性を
向上

夜　間

H.264
H.265

スマートコーディング技術

最大
50%
削減

◎圧縮効果は録画条件や撮影環境により
　異なります。

高圧縮エリア

低圧縮エリア

中圧縮
エリア

※レコーダーのスマートコーディング（フレームレート指定）対応
　WJ-NX400K（Ver.2.00以降 2018年１月予定）、 WJ-NX300シリーズ（Ver.1.00以降）、 WJ-NX200シリーズ（Ver.1.11以降）

H.265コーデックとPanasonic Smart Coding技術との組み合わせにより、
従来のH.264コーデックに比べて、
最大50％程度の帯域幅を減少させる
ことが出来ます。
これにより、記録時間を２倍に
伸ばしたり、従来HD解像度システム
と同等帯域にてFHD解像度システム
へのグレードアップが可能となります。

※被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信する
　ことで大幅に帯域削減する技術。

カメラが搭載する顔検知機能を活かし、監視において最も重要なエビデンス
である人の顔の領域を鮮明にし更なるデータサイズの効率化を図ります。

顔スマートコーディング技術※（Smart Facial Coding）

H.265+スマートコーディング技術※

EXTREME ANALYTICS究めたデータ解析

i-VMD（Intelligent Video Motion Detection）
機能拡張ソフトウェアWV-SAE200Wは、ネットワークカメラをより便利に
お使いいただくための
ソフトウェアです。

（１） 顔検出機能
顔をカメラで検出し、効率の高い顔照合システムを構築可能。

（2） i-VMD アラーム機能
侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知 機能

（3） i-VMD 全方位ネットワークカメラ用 機能拡張
・人数カウント： 魚眼映像上に設定したラインを指定方向に通過した人数をカウントする機能
・ヒートマップ : 人物の「動き・動線」「 滞留・滞在時間」等を可視化する機能
・動体除去（MOR） : 監視画像から人等の動体を除去した画像を生成し、配信するモード
　　　　　　　　　カメラに映っている人のプライバシーを保護することが可能
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WV-SAE303Wは、5メガピクセル全方位カメラ屋内モデル
（2018年1月発売予定）を使った人数カウント機能に特化した機能拡張
ソフトウェアです。最大96台の全方位カメラから人数カウントデータを
自動集計し、出入り口ごとや店舗全体の入店者数を把握可能。

［特長］
●Uターンなど出入口特有の現象に対しアルゴリズム開発を行い計測精度を向上
●［専用］集計・グラフ簡易表示アプリケーションで最大96台の全方位カメラの
　人数カウント結果を自動取得・集計・出力が可能
●入口専用に特化した人数カウント簡単設定ツール（ブラウザレス設定）による
　設定簡易化で「短時間設定」と「高精度人数カウント」を実現

KazooL(カズール) 2018年1月発売予定

■日報例（全体結果）

EXTREME VISIBILITY

究めた高圧縮 EXTREME COMPRESSION

かんたんキッティング梱包 / RJ45防水コネクター
i-PRO EXTREMEカメラでは、多数のカメラを箱から取り出さずに設定ができる
「かんたんキッティング梱包」をほとんどの機種で採用。開梱・梱包にかかっていた時間を削減する
ことができます。また、屋外モデルでは、RJ45ジョイントコネクタの採用により防水テープの処理が
不要となり更に設置時の施工時間を短縮することができます。

WV-ASM300はカメラ/レコーダー/PCクライアントを
簡単に一括設定
・カメラ検知からレコーダー設定まで一括機器設定。
・設定/運用ソフトウェア間はタブで簡単に切替可能。

かんたん運用 アドバンスド親水コーティング

親水コートは水（雨水）のみに効果があり、その他の物質（例えば油など）やドームカバーへの
傷に対して効果はありません。

お取扱い上の
ご注意

※親水コート処理（なし/あり）の撮影画像イメージです。

親水コート処理

視認性向上

降雨時でも良好な画像視認性が得られることに加え、ドームカバーに付着した砂塵など雨上がりで
乾いた汚れもセルフクリーニング。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。

※画像は機能を説明するためのイメージです。



4

オープン価格
〈レンズ・取付金具は別売〉

WV-S1131
フルHD ネットワークカメラ

屋内対応

約5.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

レンズ別売

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈レンズ・取付金具は別売〉

WV-S1112
HD ネットワークカメラ

屋内対応

約5.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

レンズ別売

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.007 lx（F1.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S1130V
フルHD ネットワークカメラ

屋内対応

約4.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.2倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.014 lx（F1.5）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S1130VRJ
フルHD ネットワークカメラ

屋内対応

約4.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.2倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.014 lx（F1.5）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈レンズ・取付金具は別売〉

WV-S1111
HD ネットワークカメラ

屋内対応

約5.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

レンズ別売

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.007 lx（F1.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S1110VRJ
HD ネットワークカメラ

屋内対応

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.2倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.5）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S1110V
HD ネットワークカメラ

屋内対応

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.2倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.5）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）

バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像
レンズ別売

バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像
レンズ別売

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8x2.8SR4A-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR ◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8x2.8SR4A-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8x2.8SR4A-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR ◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8x2.8SR4A-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

3.2倍バリフォーカルレンズ標準レンズ付き 3.2倍バリフォーカルレンズ標準レンズ付き

3.2倍バリフォーカルレンズ標準レンズ付き3.2倍バリフォーカルレンズ標準レンズ付き

RS485シリアルポート
（外部機器制御用）

i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）

※H.265対応カメラでH.264対応レコーダーを、H.264対応カメラでH.265対応レコーダーを使用する場合、H.264に画像圧縮されますのでご注意ください。
　・H.265対応カメラをWJ-ND400K/WJ-NV300シリーズ/WJ-NV250シリーズと接続する場合、ソフトウェアバージョンアップが必要です。
　 サポートウェブサイト（ https://sol.panasonic.biz/security/support/extream_rcdr_info.html ）をご覧ください。
　・H.264対応カメラをWJ-NX400K/WJ-NX300シリーズ/WJ-NX200シリーズと接続する場合。

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

NEW

オープン価格
〈レンズ・取付金具は別売〉

WV-S1111D
アナログ出力対応 HD ネットワークカメラ

約5.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

レンズ別売

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声（入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.007 lx（F1.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4（オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

NEW

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S6131
フルHD ネットワークカメラ （PTZタイプ）

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

NEW

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S6111
HD ネットワークカメラ （PTZタイプ）

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

NEW

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S6130
フルHD ネットワークカメラ （PTZタイプ）

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

NEW

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S6110
HD ネットワークカメラ （PTZタイプ）

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

屋内対応

屋内対応

屋内対応屋内対応

屋内対応

光学40倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

光学21倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

光学21倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.011 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

光学40倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.011 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像レンズ別売バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像レンズ別売

アナログ出力対応

5

カメラ新品番体系

※品番末尾の「J」は日本向けを表します。
　カメラ本体の品番表記には記されません。

英字1文字 数字 ： 4桁

シリーズを表します 
Xはハイエンド、Sはスタンダード
必要十分な機能を備え
リーズナブルで豊富な
ラインアップがそろっています

V：レンズ付き　R：機能限定

環境性能を表します
1： 屋内ノーマル
5： 屋外バンダル
     （耐衝撃性：20Jまたは50J）

解像度を表します
1： HD以上　3： フルHD以上
5： 5メガピクセル以上

特徴
L： 赤外線照明（IR LED）　T： 長焦点
D： アナログ出力対応
N： アドバンスド親水コート
S： 耐重塩害仕様

形状（タイプ）を表します
1： ボックス　2： ドーム
4： 全方位　  6： PTZ

同じレンジ内の連番
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耐重塩害カメラ・取付金具

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ） HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ）

受注生産

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ（PTZタイプ）

WV-X6531NS / WV-S6530NS 
各オープン価格

●耐重塩害カメラWV-X6531NS、WV-S6530NSには、耐重塩害仕様の取付金具
　WV-Q121BS・WV-Q122ASを必ずご使用ください。 ●耐重塩害カメラWV-S1531LNSJには、耐重塩害仕様の取付金具WV-Q120ASを必ずご使用ください。

ISO14993※準拠

※ISO14993 ： 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

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）

WV-X6531NS WV-S6530NS

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

WV-S1531LNSJ オープン価格

性能については上記のWV-S1531LNJと同じ

海沿いなどの重塩害地域で使用可能、潮風などによる腐食に強い耐重塩害カメラ

※受注生産品はご注文をいただいてから生産する商品です。納品日数はお取引販売会社にお確かめください。

以下の場所には設置しないでください。耐塩害処理を施していますが、腐食に対して万全ではありません。
（取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。）
●海水飛沫（塩分を含んだ水）が直接あたる場所　●火山地帯・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所　
●車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所

●海浜地域および融雪剤使用地域においても雨水があたらない場所に設置する場合は、定期的に水で
　洗い流すなど清掃をお願いいたします。
●設置する建築基材と取り付けねじの腐食による固着を防止するため、耐食処理ねじを使用する、
　もしくはコーキングを行うなど、十分に配慮してください。
●親水コーティングモデルのドームカバーに直接触ったり布などで拭かないでください。
　親水コートの効果が弱くなります。

設置についてのご注意

お願い事項

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

WV-X6531NSの性能については上記のWV-X6531NJと
WV-S6530NSの性能については上記のWV-S6530NJと同じ

WV-X6531NS WV-S6530NS 

約25 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

約22 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）

※設置環境によっては、ズーム揺れ補正機能の効果が十分に得られないことがあります。
　ズーム揺れ補正機能がONのときは、画角がやや狭くなります。
※常時振動する場所や、振動が大きな場所には設置しないでください。

お取扱い上のご注意

ジャイロでは検出できない細かな揺れを画像ベクトル検出の併用で
高精度に補正。（高倍率時の揺れ補正に有効）

ズーム揺れ補正

高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現

※上記の写真は機能説明のためのイメージです。

ジャイロのみ補正でも40倍までズーム
すると細かい揺れが目立つように

ズーム倍率が高くなっても細かい揺れ
を補正可能（40倍ズーム時にジャイロ
の10倍の検出分解能）

補
正

補
正

広角ではほとんど気にならない揺れも
40倍までズームすると監視に耐えない
ほど大きな揺れとして見えてしまう

揺れ補正無し ジャイロのみ補正 ズーム揺れ補正

NEW NEW

WV-X6531NJ 屋外対応 WV-X6511NJ 屋外対応

フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ） NEW

WV-S6530NJ 屋外対応

NEW

約25 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

※ズーム揺れ補正：WV-X6531NSのみ

オープン価格
〈取付金具は別売〉

光学40倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE+対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

約25 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力 オープン価格

〈取付金具は別売〉

光学40倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.011 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE+対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

約22 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力 オープン価格

〈取付金具は別売〉

光学21倍ズーム

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE+対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-S1510
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

約5.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-S1531LTNJ
フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

2.3倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.7）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

屋外対応

オープン価格
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-S1531LNJ
フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.012 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-S1511LNJ
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-S1511LDN
アナログ出力対応 HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

2017年11月発売予定 2017年11月発売予定

長焦点モデル

アナログ出力対応



5M 屋外対応 全方位ネットワークカメラ 2018年1月発売予定5M 全方位ネットワークカメラ 2018年1月発売予定
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オープン価格
〈取付金具 付属〉

WV-S2531LTN
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

2.3倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 50J・IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.015 lx（F1.7）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具 付属〉

WV-S2531LN
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 50J・IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.012 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具 付属〉

WV-S2511LN
HD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 50J・IK10

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）i-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応）

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S4550L

約11.5 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

光学ズーム

カラー白黒自動切替

顔スマートコーディング

音声（入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

耐衝撃性 50J・IK10

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.3 lx（F2.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

5 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type5（オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S4150

約5.1 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

光学ズーム

簡易白黒切替

顔スマートコーディング

音声（入出力端子・マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.3 lx（F2.4）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

5 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type5（オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

屋外対応屋内対応

アナログ出力対応 HD ドームネットワークカメラ NEW

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S2131L
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約7.2 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.012 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S2111L
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約7.2 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S2111LD 屋内対応

約7.2 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

顔スマートコーディング

音声（入力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス（レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能

IR LED搭載

i-VMD Type4（オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

WV-S2130
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約5.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.012 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

WV-S2130RJ
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約5.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.012 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

3 M / 2 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

オープン価格
〈取付金具は別売〉

WV-S2110J
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約4.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD Type4 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

WV-S2110RJ
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

約4.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

顔スマートコーディング

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

耐衝撃性

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.008 lx（F1.6）

GOP制御（Group of pictures）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

EXTREME スーパーダイナミック

インテリジェントオート（iA）機能 

IR LED搭載

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

かんたんキッティング梱包

マイク内蔵 マイク内蔵

マイク内蔵 マイク内蔵

オープン価格
〈取付金具は別売〉

オープン価格
〈直付け〉

〈取付金具は別売〉

オープン価格
〈直付け〉

〈取付金具は別売〉

アナログ出力対応

長焦点モデル

9
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本体希望小売価格

410,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

110,000円（税抜）
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-SPV781LJ
4K 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

WV-SPW310
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

光学6倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.3 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

12 M / 8 M / 5 M / 4 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

音声

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

本体希望小売価格

250,000円（税抜）
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-SPW631LTJ
フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

2.4倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.06 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

●耐重塩害カメラWV-SW395ASJには、耐重塩害仕様の取付金具 WV-Q121BS・WV-Q122ASを必ずご使用ください。

●耐重塩害カメラWV-SPW631LSJには、耐重塩害仕様の取付金具 WV-Q120ASを必ずご使用ください。

●耐重塩害カメラWV-SPW611SJには、耐重塩害仕様の取付金具 WV-Q120ASを必ずご使用ください。

※受注生産品はご注文をいただいてから生産する商品です。納品日数はお取引販売会社にお確かめください。

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約4.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

WV-SW397NJ / WV-SW397BJ 
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋外対応

光学30倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.1 lx（F1.6）

PoE＋対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

本体希望小売価格

610,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SW397NJ

本体希望小売価格

580,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SW397BJ

約25 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

WV-SPW611LJ
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

本体希望小売価格

200,000円（税抜）
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

160,000円（税抜）

WV-SPW611J

WV-SPW611SJ               / WV-SPW611J
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

※写真はWV-SPW611SJ

i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）

本体希望小売価格

145,000円（税抜）
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-SPW311AL
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.02 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約9.6 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

本体希望小売価格

240,000円（税抜）
〈カメラ取付台 付属〉〈取付金具は別売〉

WV-SPW631LJ

WV-SPW631LSJ                / WV-SPW631LJ
フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

屋外対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.04 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約11.1 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

WV-SPW631LSJ
オープン価格

WV-SPW611SJ
オープン価格

※写真はWV-SPW631LSJ

WV-SW395AJ / WV-SW395J
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋外対応

本体希望小売価格

345,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SW395J

光学18倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.5 lx（F1.6）

PoE＋対応

自動追従機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

本体希望小売価格

375,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SW395AJ

WV-SW395ASJ
HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋外対応

光学18倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.5 lx（F1.6）

PoE＋対応

自動追従機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約24 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

〈取付金具は別売〉 約24 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力オープン価格

受注生産

受注生産

受注生産

●耐重塩害カメラWV-SW598ASJには、耐重塩害仕様の取付金具 WV-Q121BS・WV-Q122ASを必ずご使用ください。

本体希望小売価格

640,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SW598ASJ                / WV-SW598AJ
フルHD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋外対応

光学30倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.15 lx（F1.6）

PoE＋対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

WV-SW598AJ

約25 W（クラス4機器）
PoE+使用時の消費電力

〈取付金具は別売〉

WV-SW598ASJ

オープン価格

WV-SC588A / WV-SC387A
［WV-SC588A：フルHD/WV-SC387A：HD］ ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋内対応

光学30倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.15 lx / 0.1※2 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M ※1 

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格
540,000円（税抜）

WV-SC588A

WV-SC387A
本体希望小売価格

490,000円（税抜）※写真は
　WV-SC588A

※1 : WV-SC387Aの場合1.3 M　※2 : WV-SC387Aの場合 0.1 lx（F1.6）

本体希望小売価格

200,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SC385
HD ネットワークカメラ （PTZタイプ）

屋内対応

光学18倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.5 lx（F1.6）

PoE対応

自動追従機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS 

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約12 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

屋外対応長焦点モデル

受注生産

※受注生産品はご注文をいただいてから生産する商品です。納品日数はお取引販売会社にお確かめください。
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本体希望小売価格

209,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

本体希望小売価格

209,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

152,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

180,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

135,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

95,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

50,000円（税抜）

マイク内蔵

本体希望小売価格

410,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

本体希望小売価格

276,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

本体希望小売価格

266,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

本体希望小売価格

220,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

本体希望小売価格

180,000円（税抜）
〈取付金具 付属〉

WV-SFV781L
4K 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応WV-SFN631L
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応 WV-SFN611L
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

WV-SFN531
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応 WV-SFN311A
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

WV-SFN310AJ
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

WV-SF132
ドームネットワークカメラ

屋内対応

WV-SFV631LT
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

WV-SFV631L
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応 WV-SFV611L
HD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

WV-SFV531
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応 WV-SFV311A
HD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

本体希望小売価格

90,000円（税抜）

マイク内蔵

WV-SFV110
HD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

本体希望小売価格

100,000円（税抜）

マイク内蔵マイク内蔵

WV-SFV130
フルHD 屋外対応 ドームネットワークカメラ

屋外対応

本体希望小売価格

80,000円（税抜）

WV-SFN130
フルHD ドームネットワークカメラ

屋内対応

本体希望小売価格

70,000円（税抜）

WV-SFN110
HD ドームネットワークカメラ

屋内対応

マイク内蔵

約11.1 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約9.4 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約5.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約2.2 W（クラス1機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約10.1 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約9.6 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約13 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.04 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.3倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.07 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍バリフォーカル

簡易白黒切換

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声（マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.1 lx（F2.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声（マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.04 lx（F2.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学6倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.3 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

12 M / 8 M / 5 M / 4 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 2.0 lx（F2.9）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

0.3 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （1エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.04 lx（F1.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.6倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M /1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

3.3倍バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.07 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.04 lx（F2.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

2.4倍電動バリフォーカル

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス （レンズAF）

最低照度 カラー 0.06 lx（F1.6）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声 （マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.1 lx（F2.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

長焦点モデル

i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）
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WV-SPN631
フルHD ネットワークカメラ

屋内対応 WV-SPN611
HD ネットワークカメラ

屋内対応

※別売の動作確認済レンズについては、パナソニックのサポートウェブサイト（ https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/lens_info.html ）を参照してください。

バリフォーカルレンズ ： 
YV2.8×2.8SA-SA2 取付時の画像

レンズ別売

本体希望小売価格

189,000円（税抜）
〈レンズ・取付金具は別売〉

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8×2.8SA-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

バリフォーカルレンズ ： 
YV2.8×2.8SA-SA2 取付時の画像

レンズ別売

本体希望小売価格

132,000円（税抜）
〈レンズ・取付金具は別売〉

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8×2.8SA-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像レンズ別売

本体希望小売価格

160,000円（税抜）
〈レンズ・取付金具は別売〉

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8×2.8SA-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

本体希望小売価格

76,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

バリフォーカルレンズ ： M13VG288IR 取付時の画像レンズ別売 2.7倍バリフォーカルレンズレンズ付き

本体希望小売価格

94,000円（税抜）
〈レンズ・取付金具は別売〉

◎動作確認済みレンズ 2017/10月（現在） 富士フイルム社製 ： YV2.8×2.8SA-SA2、 タムロン社製 ： M13VG288IR

本体希望小売価格

42,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

56,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

機能拡張ユニット（RS485出力ユニット）
WV-SPN6R481

機能拡張ユニット（IR LEDユニット）
WV-SPN6FRL1

取付イメージ

● レンズ周囲への、
　ほこりの付着も軽減。

WV-SPN631/ WV-SPN611専用 別売 機能拡張ユニット

本体希望小売価格

50,000円（税抜）

本体希望小売価格

50,000円（税抜）

取付イメージ

レンズ別売

カラー白黒自動切換

音声 (入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.04 lx（F1.4）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載 （オプション）

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

レンズ別売

カラー白黒自動切換

音声 (入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.4）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載 （オプション）

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

レンズ別売

カラー白黒自動切換

音声 (入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.04 lx（F1.4）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

2.7倍バリフォーカル

簡易白黒切換

音声 (マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

フォーカスアシスト

最低照度 カラー 0.02 lx（F1.8）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

レンズ別売

カラー白黒自動切換

音声 (入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.01 lx（F1.4）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

Enhanced スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type2 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 1.0 lx（F2.3）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

1.3 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （1エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 2.0 lx（F2.0）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

VMDアラーム

0.3 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （1エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

WV-SPN531A
フルHD ネットワークカメラ

屋内対応

WV-SPN311A
HD ネットワークカメラ

屋内対応 WV-SPN310AV
HD ネットワークカメラ

屋内対応

WV-SP105A
HD ネットワークカメラ

屋内対応 WV-SP102
ネットワークカメラ

屋内対応

約6.0 W／機能拡張ユニット装着時 約11.7 W（各クラス0機器） 
PoE使用時の消費電力

約5.6 W／機能拡張ユニット装着時 約11.1 W（各クラス0機器） 
PoE使用時の消費電力

約5.8 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約5.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約4.3 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約2.6 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

約2.0 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

WV-SFN480
9M 全方位ネットワークカメラ

屋内対応 WV-SFV481
9M 屋外対応 全方位ネットワークカメラ

屋外対応

本体希望小売価格

290,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

本体希望小売価格

230,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

光学ズーム

簡易白黒切換

音声 （入出力端子・マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.3 lx（F1.9）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

9 M / 8 M / 4 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type3 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートバックフォーカス

最低照度 カラー 0.3 lx（F1.9）

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

9 M / 8 M / 4 M

ワイドダイナミックレンジ

IR LED搭載

VIQS （8エリア）

i-VMD Type3 （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

※3 M 魚眼モード選択時のH.264最大解像度は1.3メガピクセルになります。パノラマ、ダブルパノラマ、４画PTZ、１画PTZ、４ストリーム（H.264/VGA）、魚眼（3 M※/1.3 M）WV-SF438/WV-SW458  撮影モード

本体希望小売価格

200,000円（税抜）

本体希望小売価格

150,000円（税抜）
〈取付金具は別売〉

WV-SF438
フルHD 全方位ネットワークカメラ

屋内対応 WV-SW458
フルHD 屋外対応 全方位ネットワークカメラ

屋外対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声 （入出力端子・マイク内蔵）

電動パン・チルト

防塵性・防水性

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 1.5 lx（F2.4)

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M / 1.3 M / 1 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS (2エリア)

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

光学ズーム

簡易白黒切換

音声 （入出力端子）

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 1.5 lx（F2.4)

PoE対応

自動追尾機能

除湿素子機能

動作検知（VMD）

3 M / 2 M / 1.3 M / 1 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載

VIQS (2エリア)

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応

約9.6 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約9.6 W（クラス0機器）
PoE使用時の消費電力

約6.0 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

● 360°全方位の音声を監視　 　　　 
● カメラ画像で聞きたい方向を指定    
● 全方位カメラと一体化して設置可能　
● ネットワークレコーダーと連動
※対応レコーダー・ファームウェア（2017年10月現在）
　WJ-NX400K Ver.2.00以降 （2018年１月予定）、
　WJ-NX300シリーズ Ver.1.00以降、
　WJ-NX200シリーズ Ver.1.11以降、
　WJ-NV300/WJ-NV250シリーズ Ver.1.10以降、 
　WJ-ND400K/DG-ND400（K） Ver.4.30以降
◎対応機種 ： WV-SFN480、WV-SF438、WV-SFV481、WV-SW458
◎録音時には全方位カメラも組み合わせる必要があります。

WV-SMR10 / WV-SMR10N3
全方位ネットワークマイク / 全方位ネットワークマイク・カメラセット（PoE対応）

屋内対応

WV-SMR10 WV-SMR10N3〈WV-SMR10+WV-SF438〉
本体希望小売価格

198,000円（税抜） 〈取付金具は別売〉
本体希望小売価格

315,000円（税抜） 〈取付金具は別売〉

マイクによる集音位置の
指定イメージ（画面右部）

約2.9 W（クラス1機器）
※WV-SMR10のみ

PoE使用時の消費電力

約6.0 W（クラス2機器）
PoE使用時の消費電力

WV-SUD638（ナチュラルシルバー）/ -H：グレー、 -T：ブラウン
フルHD 屋外対応 エアロPTZカメラ

屋外対応

※写真はWV-SUD638

光学30倍ズーム

カラー白黒自動切換

音声 （入出力端子）＊マイク入力なし

電動パン・チルト

防塵性・防水性 IP66/IP67

かんたんキッティング梱包

オートフォーカス

最低照度 カラー 0.06 lx（F1.6）

指定PoE給電装置

自動追尾機能

除湿素子機能

画揺れ補正・動作検知（VMD）

2 M / 1.3 M

スーパーダイナミック

IR LED搭載 （オプション）

VIQS （8エリア）

i-VMD （オプション）

セキュア（HTTPSによる暗号化）対応
●電源 ： AC100 ～ 240 Vまたは指定PoE給電装置（インジェクター Microsemi社製 MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP）
※受注生産品はご注文をいただいてから生産する商品です。納品日数はお取引販売会社にお確かめください。

機能拡張ユニット（IR LEDユニット）
WV-SUD6FRL1
（ナチュラルシルバー）
WV-SUD6FRL-H（グレー）
WV-SUD6FRL-T（ブラウン）

各オープン価格
受注生産

WV-SUD638専用
別売 機能拡張ユニット

各オープン価格

受注生産

※写真はWV-SUD6FRL1

WV-SFV481/WV-SFN480は高性能魚眼レンズを搭載し、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。 
また、カメラ側で歪補正を施した多彩な撮像モード（パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム（H.264））を搭載。
魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応。

※撮影モード画像はイメージです。180°

1

2

3

4

180°

2

4

1

3

4H.264

3H.264

2H.264

1H.264

180°180°180°

180°180°180°

360°全方位（魚眼）映像 ４画映像 （PTZ） 4ストリーム配信ダブルパノラマ映像

360°多彩な配信モードで全方位を監視
天井設置時

360°

i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）i-PRO SmartHDシリーズ （H.264画像圧縮方式対応）
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https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html機能拡張ソフトウェア用取説（顔検出機能版/WV-SAE200W）についてはこちらのサイトをご覧ください

ネットワークカメラ用  i-VMD機能拡張ソフトウェアネットワークカメラ用  i-VMD機能拡張ソフトウェア

顔を検出し、検出枠を表示したり、顔検出情報をXML形式で通知する機能です。
ネットワークディスクレコーダー、およびビジネスインテリジェンス拡張キットと
組み合わせることで、顔照合機能などをご利用いただけます。

顔検出機能
侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知 
機能がご利用いただけます。上記機能を使用することで、従来の動作検知と比べ、
物体の動きが特定の条件を満たした場合にアラームを出力するなど、より細かな
アラーム検知の設定が可能になります。

i-VMD アラーム機能

モードA： i-VMD ※モードBと同時に使用できません

侵入検知

指定領域内に侵入した動体
（人、車など）を検知して、
アラームを発信します。

指定領域

Type1・Type2・Type3・Type4・Type5 滞留検知

指定した時間以上、うろついて
留っている動体（人、車など）を
検知して、アラームを発信します。

Type1・Type2・Type3・Type4・Type5

方向検知

画角内の動体（人、車など）が
特定の方向へ移動するのを
検知して、アラームを発信します。

Type1・Type2・Type4 ラインクロス検知

指定したラインを指定方向に
越えたことを検知して、
アラームを発信します。

Type2・Type3・Type4・Type5

物体検知

置き去り物（不審物等）、持ち去り物
（備品等）を検知して、アラームを
発信します。

Type2・Type3・Type4・Type5 妨害検知

レンズ部を覆い隠したり、
スプレーする等、撮影を妨害される
とアラーム発信します。

Type1・Type2・Type3・Type4・Type5

一方通行

指定領域

▲持ち去り

置き去り▶

カメラ画角内での物体移動を追尾 ▶ 検知エリア内での特定移動が一定時間経過
▶人の侵入と判断するとアラーム発信

※検知エリアに入ってすぐ立ち止まるケースではアラーム発信しないことがあります ※検知エリアに入った後、座りこむなどの滞留状態では、人物が背景化されて検知枠が表示されなくなります。再び移動が始まると検知枠が表示されます。

※i-VMD : Intelligent Video Motion Detection

当社で定義する侵入検知

【アラーム発信条件】
・検知サイズ ： 検知候補枠のサイズが指定範囲内である
・検知時間 ： 検知候補状態が検知時間以上継続している
・移動方向の連続性判定 ： 移動ベクトルを8方向に分類したときに一定方向に移動している
・時間当たりの移動量 ： 検知候補枠の移動速度が人が歩く速度相当である

経路や経過時間など「動きの人らしさ」を判定条件とし、
適正なアラームを発信

人の動き 無機物の動き小動物の動き

2秒後侵入検知

人物検知

※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。
※i-VMDの利用には、事前準備として、ご利用のネットワークカメラに対して、機能拡張ソフトウェア（SAE200_xxxx.ext）のインストール、解除キー番号の取得及び登録、設定を行う必要があります。
※ネットワークカメラの機種により、i-VMD機能登録後、メンテナンス画面からHTML・設定値の初期化を行う必要のあるものがあります。

・・・・ 侵入検知／滞留検知／方向検知／妨害検知／顔検出

・・・・  i-PRO SmartHD : 侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知／顔検出

・・・・ （モードA ： 侵入検知／滞留検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知）または（モードB ： 人数カウント／ヒートマップ（※WV-ASM200［限］でのみ表示可能）／動体除去モード）のいずれかを選択。

・・・・  i-PRO EXTREME :  侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知／顔検出Type4

Type3

Type2

Type1

・・・・  （モードA ： 侵入検知／滞留検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知）または（モードB ： 人数カウント／ヒートマップ（※WV-ASM300、WV-ASM200［限］でのみ表示可能）／動体除去モード）のいずれかを選択。Type5

人数カウント … 魚眼映像上に設定したラインを指定方向に通過した人数をカウントする機能

●画面内に設定した最大12本のラインを、
　双方向に越えた人数を集計します。

Type3・Type5

※インデックス画像とは ： 人などの動体を除いた画像（MOR画像、320×320固定）

ヒートマップ … 人物の「動き・動線」 「滞留・滞在時間」等を可視化する機能

●画面の中で、人などの通過量や、一定時間とどまった状態を、ヒートマップで表示します。

Type3・Type5

監視画像から人等の動体を除去した画像を生成し、配信するモード
カメラに映っている人のプライバシーを保護することが可能

●人など動く物体をシルエット表示または消去し、一定時間動きのない背景と物を表示します。

Type3・Type5

 通過マップ(High Traffic Zone)   - 通過した人の数を視覚化 -  滞留マップ(Long Stay Zone)   - 滞留した時間を視覚化 -

表示システム

人物の「動き・動線」を可視化 ▶ 通過量が多い場所が分かる
時間経過

人物の「滞留・滞在時間」を可視化 ▶ 1人当たりの平均滞留時間が長い場所が分かる
時間経過

動体除去（MOR） …

監視画像から人等の動体を除去。除去した動体は青透明色で表示し、監視映像の様子を把握することが可能。
通常画像とMOR画像それぞれが1ストリームとして配信されるため、両方録画も可能。

通常画像 MOR(Moving Object Remover) 画像

■定格
ライン数
通過方向
保存先
保存形式
保存周期
保存期間

12本（各ライン毎にカウント）
A→B、 B→A、 A⇔B
・内蔵メモリ　・SDカード
・人数カウント情報（csv）　・インデックス画像（jpeg）
15分、 1時間、 12時間、 24時間
・内蔵メモリ ： 1日　・SDカード ： 3ヶ月

■定格
解像度

配信フレームレート
動体透過重畳

[1:1] 1280×1280
[16:9] 1920×1080、 1920×720
[4:3] 1280×960、1600×1200
1fps（固定）
On/Off

インデックス画像と
人数カウント情報を保存

カメラ内で、輝度・色差情報を常時リアルタイム学習。
独自のアルゴリズムにより、プライバシー配慮
画像でも圧倒的な視認性を実現。

モードB ※モードAと同時に使用できません

アラーム

WV-SAE200W
ネットワークカメラ用  i-VMD機能拡張ソフトウェア

オープン価格 【ご注意】本製品は機能拡張ソフトウェアWV-SAE303W KazooL（カズール）と同時に使用できません。

●機能拡張ソフトウェア対応モデルについては https://sol.panasonic.biz/security/support/kms/model_info.html をご覧ください
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機能拡張ソフトウェア 2018年1月発売予定

WV-SAE303W（集計・グラフ簡易表示アプリケーションソフト付属） オープン価格

機能拡張ソフトウェア WV-SAE303W KazooL（カズール） 

【ご注意】
・ 対応機種は屋内モデルWV-S4150（2018年1月発売予定）です。
・ 本製品はi-VMD機能拡張ソフトウェアWV-SAE200Wと同時に使用できません。

※映像は、PCからカメラにアクセスしブラウザーから確認するか、
　別売りのWV-ASM200［限］から確認することができます。

機能拡張ソフトウェアWV-SAE303W（以下、本製品）は、
ネットワークカメラ屋内対応WV-S4150（別売）をより便利に
お使いいただくためのソフトウェアです。
本製品の登録により、映像監視を行いながら、店舗やビルなどに
おける入口の人数カウントを行うことができます。

【WV-SAE303Wの特長】
●Uターンなど出入口特有の現象に対しアルゴリズム開発を行い計測精度を向上
●［専用］集計・グラフ簡易表示アプリケーションで最大96台の全方位カメラの人数カウント結果を自動取得・集計・出力が可能
●入口専用に特化した人数カウント簡単設定ツール（ブラウザレス設定）による設定簡易化で「短時間設定」と「高精度人数カウント」を実現

1台で「監視」と「人数計測」が可能

監視映像

2 in 1によるTCO削減 
1台で『監視』と『人数計測』が可能

入口の人数計測結果

※TCO ： Total Cost of Ownership
　コンピュータの導入や、管理維持に
　関わるすべてのコストの総額

■推奨動作環境
形式
CPU／メモリ
対応OS・
ウェブブラウザー※

※集計・グラフ簡易表示アプリケーションをご使用頂く際、
　Microsoft® Office Excel® 2010/2013/2016が必要になります。
※遠隔地の状況を本部で一括管理する場合、カメラが弊社「みえますねっと」
　サービス（有償）などのDDNSサービスに登録されている必要があります。

●Microsoft、Windows、Internet Explorer及びExcelは、米国Microsoft 
　Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●Intel®、Intel CoreTMは米国およびその他の国における
　Intel Corporationの商標または登録商標です。

IBM PC/AT 互換機
IntelⓇ CoreTM i5-2400以上、IntelⓇ CoreTM i7-860以上 ／ 4 GB以上 
MicrosoftⓇ WindowsⓇ 10  日本語版（32/64bit）の場合 WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 11 32/64ビット日本語版 
MicrosoftⓇ WindowsⓇ 8.1 日本語版（32/64bit）の場合 WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 11 32/64ビット日本語版 
MicrosoftⓇ WindowsⓇ    8 日本語版（32/64bit）の場合 WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 10 32/64ビット日本語版 
MicrosoftⓇ WindowsⓇ    7 日本語版（32/64bit）の場合 WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 11 32/64ビット日本語版 
 

※付属の集計・グラフ簡易表示アプリケーションで簡単な帳票やグラフの生成が可能です。集計データのCSV出力ができるため、
　目的に合わせて別途アプリケーション開発していただくことも可能です。
※CSV ： Microsoft® Office Excel®などの表計算ソフトで編集可能なファイルです。

●入店人数・退店人数を表・グラフ形式で出力可能。
●複数のカメラの人数計測結果をまとめるグループ
　機能を搭載。フロアごとの集計も可能。
●人数計測結果は、各カメラ（入口）個別の出力と、
　複数のカメラをグルーピングした結果の出力が可能。
●最大10年間のデータを保存でき、過去数年間の
　指定した日の来店者数比較やシーズンイベントごとの
　来店者数の動向を分析するなど、利用シーンが拡大。

人数カウントシステム
（集計・グラフ簡易表示アプリケーションソフト付属）

多店舗接続にも対応：ネットワークがつながっていれば遠隔地の店舗の状況を本部で一括管理可能

出入口 出入口

小規模店舗

郊外型大規模店舗 都市型大規模店舗
出入口

出入口出入口

本 館
別 館

経営企画

本部で各店舗のデータを一括管理

1階

2階

3階

4階

5階

データ

デー
タ

デ
ー
タ

1台のカメラにカウントのラインは1本

カウントデータはSDカードに一時保存
されます。※最大で3ヶ月分保存可能

・ 入店人数（全体、入口別）
・ 退店人数（全体、入口別）

・ 入店人数（全体、フロア別、入口別）
・ 退店人数（全体、フロア別、入口別）

・ 店舗別の入店人数、退店人数
・ 全店の入店人数、退店人数

・ 入店人数（全体、館別、入口別）
・ 退店人数（全体、館別、入口別）
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サーバー

集計・グラフ簡易表示アプリケーションによる取得・集計・出力イメージ
■日報例（全体結果）
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ネットワークディスクレコーダー セキュア機能拡張ライセンスキット

 https://sol.panasonic.biz/security/index.html から i-PRO EXTREME / i-PRO SmartHD ネットワークカメラ比較表をご覧ください。各カメラのセキュア対応情報について

■通信経路の暗号化機能
証明書を使用したSSL通信が使用できます。カメラ-レコーダー間のSSL通信

■データ暗号化機能

暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
暗号化された録画画像の再生表示を行います。
暗号化された録画画像を外部メディアに取り出します。

カメラのライブ映像表示 
再生映像表示
暗号録画データの取り出し 

・レコーダー

レコーダーで暗号録画された画像の再生表示を行います。
レコーダーに暗号録画されたデータをPCに転送しファイルとして保存します。

・ブラウザ

セキュア拡張キットで追加される機能概要

再生映像表示（レコーダー）
暗号録画データのダウンロード

暗号化されたカメラのライブ映像を表示します。
カメラでSDに暗号録画された画像の再生表示を行います。
レコーダーで暗号録画された画像の再生表示を行います。
カメラ搭載のSDやレコーダーに暗号録画されたデータを
PCに転送し保存します。

カメラで暗号化された映像の表示
再生映像表示（SD録画）
再生映像表示（レコーダー）
暗号録画データのダウンロード

・PCソフトウェアパッケージ

WJ-NXS01JW
WJ-NXS04JW

セキュア拡張キット

■カメラの接続台数に合わせて、各セキュア拡張キットを組み合わせ登録できます。
WJ-NXS01JW WJ-NXS04JW WJ-NXS16JW WJ-NXS32JW

カメラ1台追加 カメラ4台追加 カメラ16台追加 カメラ32台追加

セキュア拡張キット

接続したカメラのセキュア機能を追加

各オープン価格

本製品は、i-PRO EXTREMEシリーズ ネットワークディスクレコーダーのセキュア機能を拡張するためのライセンスキットです。
起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、
セキュア機能を拡張することができます。

（カメラ1台のセキュア機能を追加） （カメラ16台のセキュア機能を追加）

（カメラ4台のセキュア機能を追加） （カメラ32台のセキュア機能を追加）

WJ-NXS16JW
WJ-NXS32JW

通信暗号
SSL

改ざん
検知 脆弱性

対策

データ
暗号

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

●Google、Google PlayおよびAndroidは、Google Inc.の商標または登録商標です。  ●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。
※Android端末用はGoogle playTMより、iPhone/iPad用はApp Storeより入手してください。

Panasonic Security Viewer は、パナソニック製 i-PRO SmartHD/i-PRO EXTREMEシリーズネットワークカメラ、
ネットワークディスクレコーダー（DG-NV200/WJ-NV250/WJ-NV300/WJ-ND400K/WJ-SD202K/WJ-NX400K/WJ-NX200）
およびデジタルディスクレコーダー（生産完了品 : WJ-HD616K/HD716K）の映像を閲覧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。
●音声は再生できません。 ●WJ-SD202Kは、インターネット経由で閲覧することができません。

Panasonic Security Viewer
スマートフォンアプリケーション  ※パナソニック製 カメラ・レコーダー用

※Panasonic Security Viewerの最新情報につきましては、
　スマートフォンの方は右記QRコードより、PCの方はコチラからご覧ください。
　https://sol.panasonic.biz/security/recorder/app/

 https://panasonic.biz/cns/miemasu/ みえますねっと についてはこちらのサイトをご覧ください

※Panasonic Security Viewerアプリケーションについて、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。

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

モバイル再生

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

Internet / Wi-Fi

■Panasonic Security Viewerアプリケーションのご利用には、以下の接続環境が必要となります。

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

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※ アプリケーション※

Android端末
iPhone/iPad

Panasonic Security Viewer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、パナソニックでは「みえますねっと」を推奨しております。はじめに

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※

※WJ-NV250/WJ-NV300/WJ-NX400K/WJ-NX200からの再生時
　のみ使用可能です。

※画像は機能を説明するためのイメージです。

1台で監視だけでなく、
人数を『数える』ことができる機能拡張ソフトウェア

KazooL（カズール）
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NEW

本体希望小売価格

1,280,000円（税抜）
〈ラックマウント金具 付属〉

※出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
※操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。

● 最大64台のネットワークカメラ映像を記録できるメガピクセルのための高性能レコーダー。
● 本機は、ハードディスクユニット最大9台実装可能。 
  別売ハードディスクユニット（WJ-HDU41S）を
  9台実装で36 TB。
　増設ユニット（WJ-HDE400×5台）の場合、
  最大216 TBのシステム構築が可能です。

最新情報は、 https://sol.panasonic.biz/security/support/info_r.html をご覧ください。各機能拡張ソフトウェア情報、機能詳細、対応モデル、ソフトウェアの追加手順等について

 https://sol.panasonic.biz/security/recorder/ から 各商品概要ページ ネットワークディスクレコーダー録画時間の目安をご覧ください。各レコーダーの録画時間の目安について

※顔照合の精度は、顔登録人数や同時照合人数の設定状況により低下する場合があります。

事前に登録した人物の顔画像とライブ画像内の顔画像を比較して、似ている人物を検出する
顔照合機能が追加されます。また、似ている人物が検出されたときにアラームで通知できます。

■検証済みレンズ（2017年10月現在）
・富士フイルム株式会社
http://fujifilm.jp/business/material/cctv/ 
YV3.3x15SR4A-SA2L　・ YV10x5HR4A-SA2L
・株式会社タムロン
http://www.tamron.biz/data/ipcctv/index.html
M13VG550

顔登録人数※ 同時照合可能人数※ 顔照合速度WJ-NVF30JW ： WJ-NV300シリーズ
WJ-NVF20JW ： WJ-NV250シリーズ 最大100人 最大100人 4顔/秒

WJ-NVF20JW（顔照合機能+統計処理機能）
ビジネスインテリジェンス拡張キット ［WJ-NV250シリーズ専用］ビジネスインテリジェンス拡張キット ［WJ-NV300シリーズ専用］

WJ-NVF30JW（顔照合機能+統計処理機能） 本体希望小売価格 120,000円（税抜） 本体希望小売価格 120,000円（税抜）
ビジネスインテリジェンス拡張キットWJ-NVF30JW、WJ-NVF20JWは、ネットワークディスクレコーダーWJ-NV300/WJ-NV250シリーズの顔照合機能を使用可能にするための
ライセンスキットです。本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、以下の機能を拡張することができます。
※ビジネスインテリジェンス拡張キットのライセンス登録には、別途WJ-NV300/WJ-NV250シリーズ用「機能拡張ソフトウェア」が必要です。   ※設置環境によっては期待される性能、機能が発揮できない場合がありますので設置環境での事前検証を推奨します。

i-PRO SmartHD シリーズ （H.264画像圧縮方式対応） ネットワークディスクレコーダーi-PRO EXTREME シリーズ （H.265画像圧縮方式対応） ネットワークディスクレコーダー

ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ

<マウス 付属>
＜HDMI 端子×2＞

※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です。
　　中継器など使用すると動作しない場合があります。

ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ

<マウス 付属>
＜HDMI 端子×2＞

※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です。
　　中継器など使用すると動作しない場合があります。

※1 カメラ拡張キットWJ-NVE30JWより標準9台から最大32台へ拡張可能。　
※2（別売）ビジネスインテリジェンス拡張キット（WJ-NVF30JW）のライセンス登録により、顔照合機能や
　　統計処理機能が利用できます。（カメラ入力1、2に対応）
※3 操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。

※WJ-NV300Rを除く

※1 カメラ拡張キットWJ-NVE20JW、 またはWJ-NVE21JWより標準4台から最大24台へ拡張可能。　
※2（別売）ビジネスインテリジェンス拡張キット（WJ-NVF20JW）のライセンス登録により、顔照合機能や
　　統計処理機能が利用できます。（カメラ入力1に対応）
※3 操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。

※【多画面表示の解像度について】 WJ-NV300/WJ-NV250シリーズでは、メインモニターやサブモニターの画面分割パターンに応じて、カメラ画像を拡大/縮小して表示します。 i-PROシリーズカメラの場合、録画用とは
　別のストリーム［H.264（2）］を適切な解像度とフレームレートに切り換えて表示することがあります。このとき、多画面表示においては、フレームレートを優先するため、解像度が低く設定される場合があります。

カメラ入力最大24台※1

H.264 / JPEG

動作検知サーチ

増設ユニット接続

顔照合機能対応（別売）※2

PCレス※3

RAID対応

絞込み検索

カメラ入力最大32台※1

H.264 / JPEG

動作検知サーチ

増設ユニット 2台接続可

顔照合機能対応（別売）※2

PCレス※3

RAID5 / RAID6対応

絞込み検索

750,000円（税抜）

850,000円（税抜）

950,000円（税抜）

450,000円（税抜）
※4 別売増設ユニット（WJ-HDE400）を接続してRAID5/RAID6を構築した場合、
　　本体内蔵HDDは使用できません。
※5 RAID5/RAID6を組むには別売増設ユニット（WJ-HDE400）が必要です。 

4 TB（2 TB×2）

6 TB（3 TB×2）

8 TB（4 TB×2）

ー

HDD容量 標準接続台数/最大接続台数 HDDの冗長化 本体希望小売価格

9台 / 32台

9台 / 32台

9台 / 32台

9台 / 32台

ミラーリングモード

ミラーリングモード

ミラーリングモード

RAID5/RAID6※5

WJ-NV300/4 ※4

WJ-NV300/6 ※4

WJ-NV300/8 ※4

WJ-NV300R（RAID専用モデル）※5

※4 本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。
●WJ-NV250シリーズは、RAID5/RAID6等には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。

WJ-NV250/05

WJ-NV250/2

WJ-NV250/4

WJ-NV250V1

WJ-NV250V2

280,000円（税抜）

450,000円（税抜）

550,000円（税抜）

400,000円（税抜）

500,000円（税抜）

500 GB

2 TB（1 TB×2）

4 TB（2 TB×2）

1 TB ×1

2 TB ×1

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

ー

ミラーリングモード※4

ミラーリングモード※4

ー

ー

ー

ー

ー

1（DVD-R、+R）

1（DVD-R、+R）

HDD容量 標準接続台数/最大接続台数 HDDの冗長化DVDドライブ 本体希望小売価格

WJ-NVE21JW（別売 カメラ拡張キット24ch用） 本体希望小売価格 400,000円（税抜）

1 ライセンス追加

9 ch

標準

4 ch

2 ライセンス追加

12 ch

3 ライセンス追加

16 ch

4 ライセンス追加

24 ch
WJ-NV250シリーズに追加
した場合のカメラ入力ch数

WJ-NVE20JW（別売 カメラ拡張キット）  本体希望小売価格 100,000円（税抜）

WJ-NVE30JW（別売 カメラ拡張キット）  本体希望小売価格 200,000円（税抜）
1 ライセンス追加

16 ch

標準

9 ch

2 ライセンス追加

24 ch

3 ライセンス追加

32 ch
WJ-NV300シリーズに追加
した場合のカメラ入力ch数

ハードディスクユニット

● ネットワークディスクレコーダーWJ-NX400K、WJ-ND400K、
   増設ユニットWJ-HXE400、WJ-HDE400用のハードディスクユニット。
● AFT（Advanced Format Technology）： WJ-ND400Kの場合AFTタイプのHDDを
　使用する際はレコーダーのファームウェアVer.3.20以上のバージョンアップが必要となります。

AFTタイプ

WJ-HDU41M（1 TB） 
WJ-HDU41N（2 TB） 
各オープン価格

WJ-HDU41Q（3 TB）
WJ-HDU41S（4 TB）

● WJ-ND400K×１台につき本機を最大5台接続可能。
● WJ-NV300シリーズ×１台につき本機を最大2台接続可能。
※WJ-HDE400はHDDを内蔵していません。 別売ハードディスクユニットが必要です。
※WJ-HDE400とWJ-HXE400は互換性がありません。本体指定の増設ユニットをご利用ください。

オープン価格

増設ユニット
［WJ-ND400K、WJ-NV300シリーズ用］

WJ-HDE400
〈ラックマウント金具 付属〉

カメラ入力 最大64台

H.264, MPEG-4 / JPEG

RAID5 / RAID6対応

増設ユニット 5台接続可

絞込み検索VMDサーチ機能

ハードディスクユニット増設可 最大9スロット 顔照合機能対応（別売）

顔照合機能の追加

※CSVファイル形式 ： Microsoft® Office Excel®などの表計算ソフトで編集可能なファイルです。

顔検出した人数をカウント、1時間単位または1日単位で、
男女別、年代別にグラフ化し表示することができます。
年代の分布は色分けで表示されます。また、結果はCSV
ファイル形式※でSDカードまたはネットワーク経由で
接続したパソコンに保存することができます。

表示は1時間単位／
1日単位で切替可能

■顔照合と統計処理機能は、カメラ1、2で使用可能です。  ※WJ-NV300シリーズの場合。WJ-NV250シリーズはカメラ1のみで使用可能です。
　顔照合用のカメラの設定は右記に固定されます。  ●圧縮方式 ： H.264    ●解像度 ： SXVGA（1280×960）    ●フレームレート ： 5 ips    ●画質 ： SF

統計処理機能の追加

※顔照合の精度は、顔登録人数や同時照合人数の設定状況により低下する場合があります。

事前に登録した人物の顔画像とライブ画像内の顔画像を比較して、似ている人物を検出する
顔照合機能が追加されます。また、似ている人物が検出されたときにアラームで通知できます。

■顔検出機能対応カメラの推奨品番について（2017年9月現在）　最新情報はこちら https://sol.panasonic.biz/security/support/kms/model_info.html
  ● WV-SPN310AV※1※2、WV-SPN311A※1、WV-SPN531A※1、WV-SPN611※1、WV-SPN631※1、WV-SFV631LT※3（ただし、屋内使用時のみ）［Ver.1.87以降］
 ● WV-S1110V※1※2、WV-S1111※1、WV-S1112※1、WV-S1130V※1※2、WV-S1131※1、WV-S2531LTN※3（ただし、屋内使用時のみ）［Ver.1.47以降］
 ●WV-SC385※3［Ver.2.13以降］
※1 : 8 倍以上のメガピクセル対応バリフォーカルレンズを推奨します。 検証済みレンズについてはこちら https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/bs_lens_info.html
※2 : 標準添付のレンズから交換が必要です。  ※3 : 画角調整後は、カメラのPTZ操作を行わないでください。
  ◎ビジネスインテリジェンス拡張キットの利用には、別途ネットワークカメラ用「機能拡張ソフトウェア」が必要です。

■顔検出機能対応カメラの推奨品番について（2017年9月現在）　最新情報はこちら https://sol.panasonic.biz/security/support/kms/model_info.html
  ● WV-SPN310AV※1※2、WV-SPN311A※1、WV-SPN531A※1、WV-SPN611※1、WV-SPN631※1、WV-SFV631LT※3（ただし、屋内使用時のみ）［Ver.1.87以降］
 ● WV-S1110V※1※2、WV-S1111※1、WV-S1112※1、WV-S1130V※1※2、WV-S1131※1、WV-S2531LTN※3（ただし、屋内使用時のみ）［Ver.1.47以降］
 ●WV-SC385※3［Ver.2.13以降］
※1 : 8 倍以上のメガピクセル対応バリフォーカルレンズを推奨します。 検証済みレンズについてはこちら https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/bs_lens_info.html
※2 : 標準添付のレンズから交換が必要です。  ※3 : 画角調整後は、カメラのPTZ操作を行わないでください。
  ◎ビジネスインテリジェンス拡張キットの利用には、別途ネットワークカメラ用「機能拡張ソフトウェア」が必要です。

■検証済みレンズ（2017年10月現在）
・富士フイルム株式会社
http://fujifilm.jp/business/material/cctv/ 
YV3.3x15SR4A-SA2L　・ YV10x5HR4A-SA2L
・株式会社タムロン
http://www.tamron.biz/data/ipcctv/index.html
M13VG550

顔登録人数※ 同時照合可能人数※ 顔照合速度WJ-NXF02JW ： WJ-NX300シリーズ
WJ-NX200シリーズ 最大100人

（カメラ1、2共通） 最大100人 4顔/秒

WJ-NXF02JW（顔照合機能+統計処理機能）
ビジネスインテリジェンス拡張キット ［WJ-NX300/WJ-NX200シリーズ専用］

ビジネスインテリジェンス拡張キットWJ-NXF02JWは、ネットワークディスクレコーダーWJ-NX300/WJ-NX200シリーズの顔照合機能を使用可能にするためのライセンスキットです。
本製品の起動情報案内カードに従って、解除キー番号を取得し、レコーダー本体に解除キー番号を登録することで、以下の機能を拡張することができます。
※ビジネスインテリジェンス拡張キットのライセンス登録には、別途WJ-NX300/WJ-NX200シリーズ用「機能拡張ソフトウェア」が必要です。   ※設置環境によっては期待される性能、機能が発揮できない場合がありますので設置環境での事前検証を推奨します。

顔照合機能の追加

※CSVファイル形式 ： Microsoft® Office Excel®などの表計算ソフトで編集可能なファイルです。

顔検出した人数をカウント、1時間単位または1日単位で、
男女別、年代別にグラフ化し表示することができます。
年代の分布は色分けで表示されます。また、結果はCSV
ファイル形式※でUSBメディアまたはネットワーク経由
で接続したパソコンに保存することができます。

■顔照合と統計処理機能は、カメラ1とカメラ2のみ使用可能です。 カメラ1、2の設定は右記の顔照合用に自動的に変更されます。  ●圧縮方式 ： H.265/H.264  ●解像度 ： SXVGA（1280×960）  ●フレームレート ： 5 ips  ●画質 ： SF

統計処理機能の追加

WJ-ND400K
ネットワークディスクレコーダー

ハードディスクユニット AFTタイプ

WJ-HDU41M（1 TB） 
WJ-HDU41N（2 TB）
WJ-HDU41Q（3 TB）
WJ-HDU41S（4 TB） 各オープン価格

● WJ-NX400K×１台につき本機を最大5台接続可能。
● WJ-NX300シリーズ×１台につき本機を最大2台接続可能。
※WJ-HXE400はHDDを内蔵していません。 
　別売ハードディスクユニットが必要です。

オープン価格

増設ユニット［WJ-NX400K/WJ-NX300シリーズ専用］
WJ-HXE400
〈ラックマウント金具 付属〉

● H.265カメラ、4Kモニター出力、セキュア（HTTPSによる暗号化）対応。
  最大128台※1のカメラ接続、RAID運用を強力にサポートするTURBO-RAIDTMに対応。

※出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
※H.264対応カメラを接続する場合、H.264画像圧縮となります。
※スマートコーディング（フレームレート指定）については、
　Ver.2.00以降（2018年1月予定）対応

<WJ-NX400K専用ラックマウント金具 付属><マウス 付属>＜HDMI 端子×2＞
※HDMIケーブルは別売です。中継器など使用すると動作しない場合があります。

※4 カメラ拡張キットで96台、128台使用される場合、HDMIモニターへ
　　映像が出力されないなどの制限事項が発生します。 この場合は別売
　　の映像監視ソフトウェア（WV-ASM300）と組み合わせてのご使用を
　　お願いします。拡張すると拡張前のHDMI表示の運用に戻すためには
　　修理対応（有償）によるリセット操作が必要です。

WJ-NXE40JW（別売 カメラ拡張キット 32台ライセンス）  オープン価格 

1 ライセンス追加

96 ch ※4
標準

64 ch

2 ライセンス追加

128 ch ※4
WJ-NX400Kに追加した
場合のカメラ入力ch数

標準

64 ch

1 ライセンス追加

128 ch ※4
WJ-NX400Kに追加した
場合のカメラ入力ch数

WJ-NXE41JW（別売 カメラ拡張キット 64台ライセンス）  オープン価格

WJ-NX400K
TURBO-RAIDTM ネットワークディスクレコーダー

※1 カメラ拡張キットWJ-NXE40JW、 またはWJ-NXE41JWより標準64台から最大128台へ拡張可能。  ※2 Ver.2.00以降（2018年1月予定）対応
※3 操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。

カメラ入力 最大128台 ※1

増設ユニット 5台接続可

サムネイルサーチ/絞込み検索

TURBO-RAIDTM 搭載

PCレス※3

時短再生※2

RAID1※2 / RAID5 / RAID6対応

動作検知サーチ

セキュア拡張キット対応（別売）

H.265, H.264 / JPEG

ハードディスクユニット増設可 最大9スロット

顔照合機能対応（別売）

※画像はイメージです 表示は1時間単位／
1日単位で切替可能

オープン価格

オープン価格

2018年1月発売予定

WJ-NXE31JW（別売 カメラ拡張キット32ch用） オープン価格 

1 ライセンス追加

16 ch

標準

9 ch

2 ライセンス追加

24 ch

3 ライセンス追加

32 ch
WJ-NX300シリーズに

追加した場合のカメラ入力台数

WJ-NXE30JW（別売 カメラ拡張キット）  オープン価格 

WJ-NXR30JW（別売 RAID拡張キット）  オープン価格 

<マウス 付属>＜HDMI 端子×2＞
※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です。中継器など使用すると動作しない場合があります。
※H.264対応カメラを接続する場合、H.264画像圧縮となります。

WJ-NX300シリーズ
TURBO-RAIDTM ネットワークディスクレコーダー

各オープン価格

※1  カメラ拡張キットWJ-NXE30JW、 またはWJ-NXE31JWより標準9台から最大32台へ拡張可能。　
※2  WJ-NX300シリーズは、RAID1/RAID5/RAID6を組むには別売RAID拡張キットWJ-NXR30JWが必要です。 
※3  操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。　
※4 （別売）ビジネスインテリジェンス拡張キット（WJ-NXF02JW）のライセンス登録により、
      顔照合機能が利用できます。（カメラ入力1、2に対応）

TURBO-RAIDTM 搭載

増設ユニット 2台接続可

ハードディスクユニット交換可（4スロット）

セキュア拡張キット対応（別売）

カメラ入力 最大32台※1

H.265, H.264 / JPEG

動作検知サーチ

時短再生

NEW

WJ-NXE21JW（別売 カメラ拡張キット24ch用） オープン価格 

1 ライセンス追加

9 ch

標準

4 ch

2 ライセンス追加

12 ch

3 ライセンス追加

16 ch

4 ライセンス追加

24 ch
WJ-NX200シリーズに

追加した場合のカメラ入力台数

WJ-NXE20JW（別売 カメラ拡張キット）  オープン価格 

<マウス 付属>＜HDMI 端子×2＞
※ラックマウント金具、HDMIケーブルは別売です。中継器など使用すると動作しない場合があります。
※H.264対応カメラを接続する場合、H.264画像圧縮となります。

WJ-NX200シリーズ
ネットワークディスクレコーダー

各オープン価格

※4 本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。
●WJ-NX200シリーズは、RAID5/RAID6等には対応しておりません。また、増設ユニットは使用できません。

※他社製レンズについて詳細は各社URLをご覧ください。

※他社製レンズについて詳細は各社URLをご覧ください。

HDD容量 標準接続台数/最大接続台数 HDDの冗長化DVDドライブ

WJ-NX200/05

WJ-NX200/2

WJ-NX200/4

WJ-NX200/6

WJ-NX200V1

WJ-NX200V2

500 GB

2 TB（1 TB×2）

4 TB（2 TB×2）

6 TB（3 TB×2）

1 TB ×1

2 TB ×1

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

4台 / 24台

ー

ミラーリングモード※4

ミラーリングモード※4

ミラーリングモード※4

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1（DVD-R、+R）

1（DVD-R、+R）

※1 カメラ拡張キットWJ-NXE20JW、 またはWJ-NXE21JWより標準4台から最大24台へ拡張可能。　
※2 操作や設定の内容によってはパソコンが必要です。　
※3 （別売）ビジネスインテリジェンス拡張キット（WJ-NXF02JW）のライセンス登録により、顔照合機能が利用できます。（カメラ入力1、2に対応）

TURBO-RAIDTM 搭載

増設ユニット接続

ハードディスクユニット増設

セキュア拡張キット対応（別売）

カメラ入力 最大24台※1

H.265, H.264 / JPEG

動作検知サーチ

時短再生（ver.1.11以降）

●ライセンスを追加することで、RAID1/RAID5/RAID6 機能を使用することができます。

HDD容量 標準接続台数/最大接続台数 HDDの冗長化

WJ-NX300/4

WJ-NX300/8

WJ-NX300/12

WJ-NX300/16

4 TB（1 TB×4）

8 TB（2 TB×4）

12 TB（3 TB×4）

16 TB（4 TB×4）

9台 / 32台

9台 / 32台

9台 / 32台

9台 / 32台

RAID1/RAID5/RAID6※2

RAID1/RAID5/RAID6※2

RAID1/RAID5/RAID6※2

RAID1/RAID5/RAID6※2

RAID1 / RAID5 / RAID6対応（別売）※2

PCレス※3

サムネイルサーチ/絞込み検索

顔照合機能対応（別売）※4

RAID対応

PCレス※2

サムネイルサーチ/絞込み検索

顔照合機能対応（別売）※3

※画像はイメージです
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● 最大4台までのアナログカメラの映像を
  キャプチャーして、H.264・ MPEG-4・JPEG画像
  に圧縮します。

WJ-GXE500
ネットワークビデオエンコーダー 

オープン価格
※ラックマウント金具は別売です。

PoE対応

カメラ入力 4 ch

マイク/ライン入力、音声出力

H.264, MPEG-4 / JPEG

SDHCメモリーカード

VMDアラーム

● 高精細画像による効率的なライブ監視を実現。

DG-GXD400
ネットワークビデオデコーダー 

H.264, MPEG-4 / JPEG HDMI

本体希望小売価格

400,000円（税抜）
〈ACアダプター 付属〉

● 1台のアナログカメラの映像をキャプチャーして、
　JPEG画像やH.264画像に
　圧縮します。

WJ-GXE100
ネットワークビデオエンコーダー 

PoE対応

カメラ入力 1 ch

マイク/ライン入力、音声出力

H.264 / JPEG

SDメモリーカード

VMDアラーム

本体希望小売価格

52,000円（税抜）

ネットワークカメラ・レコーダー 関連商品 PCにソフトウェアをインストールすることで監視業務を効率的にサポート

各オープン価格

PoEカメラ電源ユニット （PoE/PoE Plus(+) 給電機能） 

● PoE/PoE＋規格に対応（IEEE802.3at 準拠）。　● レコーダーポート搭載。　※ご注意 ： 接続するPoE/PoE+カメラには、接続可能台数などに制限があります。

◎PoE/PoE+ によるカメラへの給電量は、（カメラが）クラス1機器：4 W、 クラス2機器：7 W、 クラス0機器：15.4 W、 クラス4機器：30 W として計算してください。
※電力供給可能な組み合わせやご注意事項については、 https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/info_r01.html をご覧ください。

WJ-PU104 / /（AC100 V） 〈PoEカメラ4台給電〉 WJ-PU108（AC100 V） 〈PoEカメラ8台給電〉 WJ-PU116（AC100 V） 〈PoEカメラ16台給電〉

WJ-PU104

給電能力 合計 62 W 以内 
WJ-PU108

給電能力 合計 120 W 以内 
WJ-PU116

給電能力 合計 210 W 以内 

● Ethernetモード対応のシステムコントローラー。
   PCソフトウェアパッケージ経由でカメラ、
   レコーダーをコントロール。

WV-CU950
システムコントローラー

本体希望小売価格

230,000円（税抜）
※ラックマウントできません。

● 最大2台のネットワークカメラの画像と音声をSDXC・SDHCメモリーカード※1に記録することができるＳＤカードレコーダー。

本体希望小売価格

180,000円（税抜）

WJ-SD202K
ネットワークSDカードレコーダー （PoE/PoE Plus(+) 給電機能付き）

◎インターネット経由では閲覧することができません。
◎5M、9M全方位ネットワークカメラや4Kネットワークカメラは接続できません。

操作部

● H.264、MPEG-4、MotionJPEGに
  対応し、音声付動画をパソコンに録画、
  ブラウザからアクセスし、モニタリング、
  録画データの閲覧、環境設定も可能。

BB-HNP17
ネットワークカメラ専用 録画ビューアソフト

本体希望小売価格 59,800円（税抜）

BB-HCA8（H.265/H.264 ユーザーライセンス）
BB-HCA5（MPEG-4 ユーザーライセンス）

ユーザーライセンス

各本体希望小売価格

1,500円（税抜）
ビジュアル契約について
● 複数台のパソコンでH.265、H.264やMPEG-4の動画を見る場合は、
　H.265/H.264/MPEG-4ユーザーライセンスが必要です。

WV-PS16
ACアダプター（DC12 V用）

仕様
● コード長： 約5 m
● 電源コード： 約0.8 m

本体希望小売価格

8,000円（税抜）

BB-HPE2
イーサネット送電アダプター

付属品
● ＡＣアダプター（コード長 約1.8 m）
● ＡＣコード （コード長 約0.55 m）

本体希望小売価格

24,800円（税抜）

※PoEのみ、
　PoE Plus(+)は非対応。 カメラ側

レシーバー側 写真はWJ-PR204です

WJ-PR204
本体希望小売価格 60,000円（税抜）
※ラックマウント金具は別売です

WJ-PR201
本体希望小売価格 35,000円（税抜）
※ラックマウント金具は別売です

WJ-PC200
本体希望小売価格 30,000円（税抜）

WJ-PR204（レシーバー側 4チャンネル）
WJ-PR201（レシーバー側 1チャンネル） / WJ-PC200〈カメラ側〉

同軸-LANコンバーター （PoE/PoE Plus(+) 給電機能付き）

● レシーバー側は従来の1chモデルに加えて4chモデルを追加（WJ-PR204）
  1台のレシーバー側で4台のカメラを接続・使用可能。省スペースなシステムを実現。
※WJ-PR204/WJ-PR201/WJ-PC200とも屋内専用です。屋外では使用できません。

● PoE＋（Power over Ethernet Plus）給電機能付
● 長距離伝送（WJ-PR201）・高速通信が可能
● 同軸ケーブルの両端に本機を接続するだけで通信を開始します。
  設定の必要はありません。
   ※カメラ側・レシーバー側とのIPアドレス競合がない場合

ヒーター、IR LED搭載の屋外カメラ、屋外PTZカメラなどは同時に4台接続できない
場合があります。 カメラの消費電力を合計40 W以内になるように組み合わせてください。

WJ-PR204を
ご使用時のご注意

●側面にPoE給電切換スイッチがある製品には、
　PoE給電無効ケーブル・変換コネクターは付属して
　おりません。

WV-ASM300
映像監視ソフトウェア

オープン価格

WV-ASM300の場合 

▲

 0000-0010-0000-0002    WV-ASE202Wの場合  ▲  0000-0030-0000-0002重 要   デモ版解除キー番号　本ソフトウェアをデモ版で起動する場合は、ライセンス
登録画面で右記の解除キー番号を登録してください。

https://sol.panasonic.biz/security/software/asm300/spec.htmlWV-ASM300（デモ版）ダウンロード（90日間）

● H.265カメラ・レコーダー、
  セキュアによる通信暗号化に対応した
  次世代 映像監視ソフトウェア

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300

インストール

管理用PC

WV-ASM300UGW
WV-ASM200ユーザー用 アップグレード専用ソフトウェア

オープン価格
アップグレードソフトウェア（WV-ASM300UGW（別売））は、WV-ASM200［限］の本体ライセンスに
追加登録することで、WV-ASM300にアップグレードするためのライセンスソフトウェアとなります。

WV-ASM200［限］からのアップグレードについて

※WV-ASM200［限］を製品版ライセンスにてインストールしたことのあるPCが対象です。　
※WV-ASM300ソフト本体は別途ダウンロードが必要となります。   ※WV-ASM200［限］とWV-ASM300を同時に一つのPCにインストールすることはできません。
※WV-ASM200［限］は今後のバージョンアップがなくなるので、レコーダーやカメラの新機種対応を行う場合はWV-ASM300にアップグレードする必要があります。

特 

長

● 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

● カメラへの給電機能付き。工事も設定変更も手軽。
● ファイルの暗号化と改ざん検出機能を搭載。
● GPSによる自動時刻補正（アンテナ付属）

※2 : 屋外用キャビネットについて詳しくは 
        https://sol.panasonic.biz/security/support/technic.html をご覧ください。

※1 : パナソニック製 業務用SDメモリーカードをご利用ください。
        外部メディア対応表について詳しくは http://ssbu-t.psn-web.net/Japanese/netwkcam/technic/media.pdf をご覧ください。

◎当製品は顔検出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、または当社営業担当にご相談ください

WV-SC385（画角決定後は、カメラ操作（PTZ）を行わないでください。）  、 WV-SPN3xx、 WV-SPN5xx、 WV-SPN6xx シリーズ、 WV-SFV631LT、 
WV-S1131、 WV-S1130V、 WV-S1112、 WV-S1111、 WV-S1111D、 WV-S1110V、 WV-S2531LTN（但し、屋内使用のみ）

（画角決定後は、カメラ操作（PTZ）を行わないでください。）  顔検出機能対応カメラの推奨品番
（2017年10月時点）

※顔検出機能、WV-ASF900顔照合機能用対応レンズについて詳しくは https://sol.panasonic.biz/security/support/technic/bs_lens_info.html をご覧ください。

1 ライセンス追加
8ch（標準4ch + 4ch）

標準
4ch

2 ライセンス追加
12ch（標準4ch + 8ch）

3 ライセンス追加
16ch（標準4ch + 12ch）

4 ライセンス追加
20ch（標準4ch + 16ch）

WV-ASF900に追加した場合の
カメラ入力ch数

WV-ASFE904W （別売 カメラ拡張キット）   オープン価格 

※顔照合・顔検索・年齢/性別判定は、不均一な光や光の状態変化、顔の向き、装身物、被写体の速い動き、
　強い外光の影響等により非動作、精度低下を生じます。
　また、同時に多くの人を撮影すると検出もれや検出時間の遅れを生じます。顔検出対応カメラの事前調整が必要です。

WV-ASF900 WV-ASFE901W / ASFE904W

PCソフトウェアパッケージ カメラ拡張キット

各オープン価格オープン価格

● PCソフトウェアパッケージ WV-ASF900シリーズはMicrosoft® Windows®上で動作する
  監視システム用途の顔認識ソフトウェアです。 PCソフトウェアパッケージ

WV-ASF900

インストール

PCソフトウェアパッケージ  WV-ASF900
カメラ拡張キット          　  WV-ASFE901W
カメラ拡張キット          　  WV-ASFE904W

カメラ4台 ライセンス含む
カメラ1台 拡張
カメラ4台 拡張

※WV-ASF900にはネットワークカメラ4台のライセンスが
   含まれております。 5台以上のネットワークカメラを接続
　する場合は、WV-ASFE901W、WV-ASFE904Wを
　ご購入ください。

WV-ASE202W / ASE203W / ASE205W / ASE231W
WV-ASM300用 機能拡張ソフトウェア

各オープン価格

機能拡張ソフトウェア（多画面表示）
WV-ASE202W

カメラ64台の映像をモニター1台に一括表示
できるWV-ASM300用拡張ソフトウェア

機能拡張ソフトウェア（レコーダー台数追加）
WV-ASE203W

WV-ASM300に接続できるレコーダーを
100台単位で増設可能な機能拡張
ライセンスキット（最大4ライセンスまで追加可能）

機能拡張ソフトウェア（画像鮮明化）
WV-ASE205W

悪天候（降雪、降雨、霧など）、照度不足、逆光等の
視認性阻害要因をデジタル画像処理で抑制し、
見やすい映像を生成。

機能拡張ソフトウェア（WV-ASF900用機能拡張）
WV-ASE231W

WV-ASF900（別売）をWV-ASM300で使用
するための機能拡張ソフトウェアです。
顔検索モニターが表示可能となります。

※ご注意 ： Microsoft® Windows® 7 におけるWindows XPモードには対応していません。
               WV-ASM300（WV-ASM200［限］)、WV-ASM20［限］をインストールしたPCに
              WV-ASM30を同時にインストールすることはできません。

WV-ASM30
映像監視ソフトウェア（ライブ画表示専用ソフト）

オープン価格

● H.265/H.264画像圧縮方式に対応、多機能でライブ監視業務をサポート
H.265/H.264画像圧縮方式カメラに対応していますので、i-PRO EXTREME、
i-PRO SmartHDシリーズのネットワークカメラ映像を動画で表示できます。
ライブ画表示において、モニター画面を1・2・3・4・5・6・7・9・10・13・16分割して
複数のカメラ画像を同時表示する事が可能です。また、一括表示したい任意のカメラを組み合わせ、
最大400グループ登録できます。

本ソフトウェアをデモ版で起動する場合は、ライセンス
登録画面で右記の解除キー番号を登録してください。 WV-ASM30の場合 

▲

 0000-0020-0000-0002重 要   デモ版解除キー番号　

https://sol.panasonic.biz/security/software/asm300/asm30.htmlWV-ASM30（デモ版）ダウンロード（90日間）

インストール

映像監視ソフトウェア
WV-ASM30

● 顔照合アラーム表示  ● 顔検索機能  ● アラーム検索機能 ● 年齢/性別判定、人数カウント機能特 長

● コンパクト設計。屋外用キャビネット※2に収納して電柱にも容易に設置可能。

屋内専用
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お問い合わせは

ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

●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。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
●パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社 セキュリティシステム事業部   〒812-8531 　福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号

●Microsoft、Windows、Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  ●本カタログのモニター表示は全てハメコミ画像です。 
●［在庫限定品］…［限］マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。

設置に関するお願い
● 直射日光が当たらない場所でお使いください。
   （WV-S4550L、WV-SFV481、WV-SFV781L、WV-SFV130、WV-SFV110、WV-SW458）

● 直射日光が当たらない場所でお使いください。直射日光の当たる屋外の壁面等に設置する場合は、別売りの「WV-Q7118：サンシェード」を一緒にお使いください。
　（WV-S2531LTN、 WV-S2531LN、 WV-S2511LN、 WV-SFV311A、 WV-SFV531、 WV-SFV611L、 WV-SFV631L、 WV-SFV631LT）

● 画像・画質への影響について
　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）。
   （WV-X6531NS、WV-X6531NJ、WV-X6511NJ、WV-S6530NS、WV-S6530NJ、WV-SW598ASJ、WV-SW598AJ、WV-SW397NJ、WV-SW397BJ、WV-SW395ASJ、
     WV-SW395AJ、WV-SW395J）

使用している性能表示について

使用しているマークについて

［Type1］ 侵入検知／滞留検知／方向検知／妨害検知／顔検出
［Type2］ i-PRO SmartHD : 侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知／顔検出
［Type3］（モードA：侵入検知／滞留検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知）または
             （モードB：人数カウント／ヒートマップ（※WV-ASM200［限］でのみ表示可能）／動体除去モード）のいずれかを選択。
［Type4］ i-PRO EXTREME : 侵入検知／滞留検知／方向検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知／顔検出
［Type5］（モードA：侵入検知／滞留検知／ラインクロス検知／物体検知／妨害検知）または
             （モードB：人数カウント／ヒートマップ（※WV-ASM300／WV-ASM200［限］でのみ表示可能）／動体除去モード）のいずれかを選択。
●本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます。 ●機能拡張ソフトウェア WV-SAE303W KazooL（カズール）と同時に使用できません。

i-VMD （インテリジェント映像動体検知）機能について ： 
物体の動きが特定の条件を満たした場合にアラームを検出できるようにします。i-VMD Type1・Type2・Type3・Type4・Type5（オプション）

HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia 
Interfaceは、米国およびその他の国における
HDMI Licensing LLC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。

IPベースの物理セキュリティー製品向けの規格標準化を推進する
フォーラム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）が公開しているプロファイル。

SDXCおよびSDHCロゴは、
SD-3C、LLCの商標です。

防塵・防水性能 ： JIS C 0920 保護等級 IP66・IP67
IP66 ： 粉塵などに対して「耐塵形（6）」、水に対して 
          「暴噴流（6）への保護」がなされていることを示します。
IP67 ： 粉塵などに対して「耐塵形（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。

防塵性・防水性 IP66・IP67

GOP control は、データ量が大きいI フレームの送信間隔を制御する
ことによって、画像内に動きが少ない場合の送信データ量を削減すること
ができる。画像内の動きが特に少ない場合は、「On (advanced)」設定
（I フレームの送信間隔を60 秒固定）に設定することにより、
送信データ量を大幅に削減することができる。

GOP制御（Group of pictures）

JIS C 0920　防塵・防水保護構造
保護等級

防水

防塵

6

6 粉塵が内部に侵入しない
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
規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない

日本工業規格JIS C 0920より抜粋

7

保護の程度
指定エリア画質可変機能
（Variable Image Quality on Specified area)
全体のデータ量を低減しながら、指定した領域だけを
高解像度で配信することができます。
※2エリア、1エリア対応機種では高解像度の領域は全画面比40％以下。

VIQS （8 ・ 2※ ・ 1※ エリア）

カメラ本体が頻繁に揺れるような環境に設置する場合に、
画像の揺れを軽減する機能です。設置時に動作をご確認のうえ
ご使用ください。 ※30fpsモード時のみ設定可能。

物体の動きを検知し、アラーム通知する機能

画揺れ補正

動作検知（VMD）

画面上の動く物体をパン、チルト動作で追従する簡易的な機能。

自動追従

画面内で動きがある対象物を抽出し、パン、チルト、ズーム動作で
自動的に追尾する機能。

自動追尾

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にクリアポリカーボネート樹脂
を採用し、優れた耐衝撃性（20Jまたは50J）を実現しています。
※ただし、断続的に振動が発生する場所への設置は不可。
● 50J（IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠）
● 20J（IEC 60068-2-75 準拠）
● IK10（IEC 62262）適合の高い衝撃性を実現

耐衝撃性

白黒モード時にCCDの位置を自動調整してよりシャープな映像が
得られる機構です。

オートバックフォーカス

フォーカス調整時、最適なフォーカス位置を画面上の
インジケーターでお知らせします。

フォーカスアシスト

レンズのフォーカスを自動化する機能。CCTVカメラでは通常自動フォーカス
検出回路はカメラ内部でおこなうため、オートフォーカス機能をもつカメラの
レンズはカメラと一体化されています。

オートフォーカス（レンズAF）

キー管理システム ： レコーダーの初期導入時には、必ず「解除キー番号」が必要となります。「解除キー番号」がないと、レコーダーの初期設定・録画などができませんのでご注意ください。
「解除キー番号」取得の流れについては、 https://sol.panasonic.biz/security/recorder/ から、各レコーダー商品情報をご覧ください。

インターネット経由でご使用になるネットワークカメラには必ず独自のパスワードを設定してください［第三者アクセス防止］
ネットワークカメラ／レコーダーはインターネット経由で映像をご覧になれますが、第三者による意図しないアクセスをされる恐れがございます。
インターネット経由で接続するカメラにおいては、設定画面から必ず以下の手順を実施ください。
① ユーザー認証＝ＯＮ    ② 独自のユーザー名／パスワードを設定　③ 工場出荷時のユーザー名／パスワードを削除
詳しくは https://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/special/fusei.html をご覧ください。


