
※形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp   20

屋外設置赤外線投光器
80m 中距離タイプ 150m 超長距離タイプ

WTW-F1285 WTW-F1885
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特徴 特徴

仕様 仕様
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商品名 WTW-F1885
LED スーパーパワー  850NM 18個

掃射角度 15 度

赤外線掃射距離 最大約 150m

接続端子 特殊コネクター

動作温度  / 湿度 －10℃～45℃ / 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 142.4（W） × 195.4（D） ×149（H）mm

重量 約2.3 kg

電源 DC12V 約 2.5 A

消費電力 約30W

商品名 WTW-F1285
LED スーパーパワー850nm　12個

掃射角度 45度

赤外線掃射距離 最大80m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 / 湿度 ‐25℃～60℃/90% 以下※結露なきこと

外形寸法 89.1（W）×125（D）×94（H）mm

重量 約980g

電源 DC12V　約1A

消費電力 約12W

商品名 WTW-F6085
LED 850NM 1個

掃射角度 140 度

赤外線掃射距離 最大約 10m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 /湿度 －10℃～50℃  /  90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 Φ100（W） × 60（H）mm

重量 約 350g

電源 DC12V 約 380mA

消費電力 約4.6W

 •屋内・屋外設置可能

 •パワフル赤外線 LED 850NM  12個 ・ 赤外線最大掃射距離約80m
 •防水規格IP66 ・ CDSセンサー内蔵

 •屋内・外設置可能

 •パワフル赤外線 LED 850NM 18個・赤外線最大掃射距離約150m
 •防水規格（IP66） ・ 光センサー及びファン内蔵

屋内設置赤外線投光器   10m 距離タイプ・広角タイプ

WTW-F6085

仕様

特徴

 •赤外線LED 850NM 1個

 •お部屋全体赤外線光で照らします

 •赤外線 LED掃射角度140度・赤外線最大掃射距離約 10m
 •平型特殊赤外線LEDを1個・使用DC12V電源で稼動します

生産国：韓国

生産国：韓国

生産国：韓国
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屋外設置赤外線投光器
赤外線LED 66個搭載 赤外線LED 140個搭載

WTW-F6685/F6694 WTW-F14085/F14094

特徴 特徴

仕様 仕様

 •屋内・外設置可能

 •暗くなると赤外線LEDが自動で点灯

 •WTW-F6685： 850nm 赤外線 LED 66 個搭載

 •WTW-F6694： 940nm 赤外線 LED 66 個搭載

 •赤外線LEDが見えにくい

 •WTW-F6685：赤外線最大掃射距離： 30m
 •WTW-F6694：赤外線最大掃射距離： 15m
 •天井・壁用取付けブラケット付属

 •屋内・外設置可能

 •暗くなると赤外線LEDが自動で点灯

 •WTW-F14085：850nm 赤外線 LED 140個搭載

 •WTW-F14094：940nm 赤外線 LED 140個搭載

 •赤外線LEDが見えにくい

 •WTW-F14085：赤外線最大掃射距離：50m
 •WTW-F14094：赤外線最大掃射距離：35m
 •天井・壁用取付けブラケット付属

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

61

65

91 129115

110

商品名 WTW-F6685 WTW-F6694
LED 850NM  66個 940NM  66個

掃射角度 20/45  度

赤外線掃射距離 最大約 30m 最大約 15m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 －10℃～45℃ 

動作湿度 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 61（W） × 91（D）  × 65（H）mm

重量 約 254g

電源 DC12V   約550mA

消費電力 約6.6W

商品名 WTW-F14085 WTW-F14094
LED 850NM  140個 940NM  140個

掃射角度 20  /  45 度併用

赤外線掃射距離 最大約 50m 最大約 35m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 －10℃～45℃ 

動作湿度 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 115（W） × 129（D）  × 110（H）mm

重量 約1.08kg

電源 DC12V   約1.6A

消費電力 約19.2W

生産国：韓国

生産国：韓国
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屋外設置赤外線投光器
高密度LED搭載・長距離赤外線掃射器 高密度LED搭載・長距離赤外線掃射器

WTW-F2515/F2560 WTW-F3525

特徴 特徴

仕様 仕様

 •屋内・外設置可能

 •長距離赤外線掃射器、高密度LED搭載 
 •掃射角度は25度、スポット的に照らします

 •赤外線最大掃射距離は約70ｍ

 •暗くなると赤外線LEDが自動で点灯します

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

 •屋内・外設置可能

 •WTW-F2515：掃射角度約15度

 •WTW-F2560：掃射角度約60度

 •WTW-F2515：赤外線最大掃射距離は約150m
 •WTW-F2560：赤外線最大掃射距離は約80m
 •赤外線LEDは赤く光ります
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商品名 WTW-F2515 WTW-F2560
LED 高密度 LED  850NM

掃射角度 約15 度 約60 度

赤外線掃射距離 最大約150m 最大約80m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 －10℃～45℃ 

動作湿度 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 110（W）×143（D）×119（H）mm

重量 約1.7kg

電源 DC12V　　約1.5A

消費電力 約18W

商品名 WTW-F3525
LED 高密度 LED  850NM

掃射角度 約 25 度

赤外線掃射距離 最大約 70m

接続端子 電源：2.1ФDCJ

動作温度 －10℃～45℃ 

動作湿度 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法 111（W）×153.5（D）× 98.5（H）mm

重量 約1.0kg

電源 DC12V　　約1.5A

消費電力 約18W

生産国：韓国

生産国：韓国




