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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
100万画素 1280×800（25FPS）

WTW-PB51

65 130

60

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •BO×タイプカラーIPカメラ 
 •1 / 4 HD 1M　Pixel　CMOS　

 •100万画素　1280×800（25FPS）

 •C / CS マウント

 •H.264・MJPEG 圧縮方式を選択可能

 •SD カード対応で、録画が可能

 •モーション検知機能搭載

 • FCC・CE 承認

商品名 WTW-PB51
撮像素子 1/4　HD 1M　pixel　CMOS

総画素数 100万画素  1280×800

ネットワーク イーサネット10BaseT / 100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル HTTP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, TCP / IP, UDP / IP, DHCP, PPPoE

旋回機能 無

セキュリティ ID / パスワード設定可能

記録メディア SDカード　最大16GB　クラス10

最低被写体照度 0.5Lux

レンズ C/CSマウント　※オートアイリスレンズ非対応

赤外線LED 無

赤外線掃射距離 無

赤外線監視距離 無

水平視野角度 無

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264 / MJPEG

録画解像度
1280×800 / 1280×720 / 704×576 

640×480 / 320×240 / 176×144（25fps）

最大フレーム数 最大25fps　※SDカードへの録画は1fps

録画時間
SDカード2GBで約6時間（1280×800画素での録画の場合）

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 無

フリッカレス機能 有

動作温度 0℃～50℃

外形寸法 65（W）×130（D）×60（H）mm

重量 約400g

電源 DC12V / 約335mA

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
200万画素 1920×1080（30FPS）

WTW-PB52

66 108

60
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特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •BO×タイプカラーIPカメラ 
 •1/ 2.7 Full　HD 2M　Pixel　CMOS
 •200万画素　1920×1080（30FPS）

 •C / CS マウント

 •H.264・MJPEG 圧縮方式を選択可能

 •マイクロSDカード対応で、録画が可能

 •モーション検知機能搭載

 • FCC・CE 承認

商品名 WTW-PB52
撮像素子 1/2.7　Full HD 2M　pixel　CMOS

総画素数 200万画素  1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT / 100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル HTTP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, TCP / IP, UDP / IP, DHCP, PPPoE

旋回機能 無

セキュリティ ID / パスワード設定可能

記録メディア マイクロSDカード　最大16GB　クラス10

最低被写体照度 0.5Lux

レンズ C/CSマウント

水平視野角度 無

赤外線LED 無

赤外線掃射距離 無

赤外線監視距離 無

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264 / MJPEG

録画解像度
1920×1080 / 1280×960 / 1280×720

720×480 / 640×480（30fps）

最大フレーム数 最大30fps　※マイクロSDカードへの録画は1fps

録画時間
マイクロSDカード2GBで約3.6時間　（1280×960画素での録画の場合）　

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 無

フリッカレス機能 有

動作温度 0℃～50℃

外形寸法 66（W）×108（D）×60（H）mm

重量 約300g

電源 DC12V / 約416mA

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
屋内設置・スマホで簡単遠隔監視

WTW-IP887

91 100

120

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •100万画素 1280×800
 •4.2 mm ボードレンズ ・ 水平視野角度約66度

 •スマートフォンからも簡単に見ることができます

 •動体検知メール送信機能搭載

 •動体検知録画機能搭載

 •スケジュール録画機能搭載

 •マイクロSDカードに録画します

 •最大36台同時監視可能（PCのみ）

 •双方向通話可能

 •WiFi対応で簡単設置

商品名 WTW-IP887
撮像素子 1/4' CMOS　image　sensor

総画素数 100万画素　1280×800

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS / UPnP

Telnet / NTP / PPPoE / RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS

旋回機能 横方向：180（-65～65度）度回転/縦方向：90（0～90度）度

プロセッサー RISC　CPU　ハードウェア・ビデオ処理および圧縮

セキュリティ ID/パスワード設定可能

記録メディア マイクロ SDカード　最大32GB　クラス10

レンズ 4.2mm

水平視野角度 約66度

LED表示機能

インターネット接続状態インジケーター

イーサネット接続状態インジケーター

マイクロSDカード録画状態表示用インジケーター

圧縮方式 H.264

録画解像度 1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120

フレーム数 1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）

最大接続数 最大20ユーザー（画質設定により異なる）

モーション検出 有（有効距離7m）

音声

オーディオモニタリング用マイク内蔵

アラームと半双方向音声用0.5Wスピーカー内蔵

外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック

オーディオ圧縮：G.711

フリッカレス機能 有

最低被写体照度 通常時：1Lux/赤外線LED作動時：0Lux

周辺動作温度 0℃～40℃

外形寸法 91（W）×100（D）×120（H）mm

重量 約350g

電源 DC12V　/　約1A

PoE 非対応

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
屋外設置　WPS対応でWiFiに簡単接続

WTW-PR81

58

230

52

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •高画質100万画素

 •WIFI対応屋外赤外線カメラ

 • ID/パスワードによる　Plug & Playでらくらく接続　

 • IP66対応ハウジング

 •30FPS 1280×800（100万画素）で表示

 •マイクロSDカードに録画します

 •パソコン・iPhone・iPad・Androidで監視できます

商品名 WTW-PR81
撮像素子 1/4 CMOS　image　sensor

総画素数 100万画素　1280×800

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
高画質100万画素+A16:M43

Telnet / NTP / PPPoE / RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS

無線インターフェース

IEEE 802.11n 90-150Mbps,IEEE 802.11g 6-54 Mbps,IEEE 802.11b 1-11 Mbps

出力：14.5dBm typically @ 802.11g　,　17.5dBm typically @ 802.11b

入力：54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER，11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER

アンテナ利得：0.1dBi

赤外線LED 1-3強力LED，ソフトウェアーにて調節可能

プロセッサー RISC　CPU　ハードウェア・ビデオ処理および圧縮

セキュリティ ID / パスワード設定可能，無線LANのWEPとWPA・WPA2セキュリティ

記録メディア SDカード　最大32GB　クラス10

レンズ 4.2mm　F2.4

水平視野角度 約62度

LED表示機能

インターネット接続状態インジケーター

イーサネット接続状態インジケーター

マイクロSDカード録画状態表示用インジケーター

圧縮方式 H.264

録画解像度 ノーマル時：1280×800（WXGA） / 1024×768 / 640×480（VGS） / 320×240（QVGA）

フレーム数 フレームレート：1～5、10、15、20、25、30fps（自動設定も可能）

最大接続数 最大20ユーザー（画質設定により異なる）

アラーム モーション検知，音声検知

音声
オーディオモニタリング用マイク内蔵

オーディオ圧縮：G.711

最低被写体照度 通常時：0.2Lux / 赤外線LED作動時：0Lux

周辺動作温度 ー20℃～50℃

外形寸法 52（W）×230（D）×58（H）mm

防水規格 IP66

重量 約368g　（取付金具含む）

電源 DC12V　 / 　約1A

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
横に355°旋回可能・光学10倍ズーム機能搭載

WTW-IP75W
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特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内設置遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •1/2.7 CMOS　image　sensor
 •200万画素 1920×1080
 •4.9～49mmオートフォーカス・オートアイリスレンズ

 •水平視野角度約66～7.2度

 •光学10倍ズーム機能搭載

 •横に355°旋回可能

 •スマートフォンからも簡単に見ることができます

 •動体検知メール送信機能搭載

 •動体検知録画機能搭載

 •RTSPに対応

 •カメラにSDカード入れれば録画も可能です

 •プラグ＆プレイ対応でポート自動開放機能付

 • IEブラウザに対応

商品名 WTW-IP75W
イメージセンサー 1/2.7'CMOS　image　sensor

総画素数 200万画素　（1920×1080）

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseT/1000BaseT

ネットワークプロトコル
TFTP/IP/HTTP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP

Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS

旋回機能 横方向：355度回転 / 縦方向：135度

セキュリティ ID/パスワード設定可能

記録メディア SDカード　最大32GB　クラス10

レンズ
光学10倍ズームレンズ，4.9～49mm，F1.8～30

オートフォーカス・オートアイリスレンズ

水平視野角度 約7.2～66度

圧縮方式 H.264/MJPEG/MJPEG4

録画解像度
1920×1080/1280×1024/1280×800

640×480/320×240/176×144

最大フレーム数 最大30fps

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検出 有

音声 PC：対応　/　スマートフォン：非対応     ※録音はされません

デジタルズーム 最大4倍

フリッカレス機能 有

最低被写体照度 0.5Lux

周辺動作温度 0℃～40℃

外形寸法 107（W）×110（D）×105（H）mm

重量 約425g

接続 WiFi　もしくは、有線LAN

PoE 非対応

電源 DC12V　/　約1.5A

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-PR3622M

82

74

191

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •1/2.7 CMOS　image　sensor
 •200万画素 1920×1080
 •4 mm ボードレンズ ・ 水平視野角度約62度

 •ハイパワーIR LED　4個搭載

 •赤外線掃射距離最大約 20m
 •スマートフォンからも簡単に見ることができます

 •動体検知メール送信機能搭載

 •動体検知録画機能搭載

 •スケジュール録画機能搭載

 •マイクロ SD に録画します

 • IE / Firefox / Safari / Opera のブラウザに対応

商品名 WTW-PR3622M
撮像素子 1/2.7 CMOS　image　sensor

総画素数 200万画素 1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS UPnP / Telnet / NTP / PPPoE

RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS 

旋回機能 無

セキュリティ ID  /  パスワード設定可能

記録メディア マイクロSD　最大32GB　クラス10

最低被写体照度 通常時：1Lux  /  赤外線LED作動時：0Lux

レンズ 4mmボードレンズ

水平視野角度 約62度

赤外線LED ハイパワーIR LED　4個搭載

赤外線掃射距離 最大約20m

赤外線監視距離 最大約10m

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264  /  MJPEG  /  MJPEG4

録画解像度
1920×1080（30fps） / 1280×1024（30fps）  / 1280×800（30fps）  

640×480（30fps） / 320×240（30fps） / 176×144（30fps）

最大フレーム数 最大30fps　※SDカードへの録画は15fps

録画時間

SDカード2GBで　約 3 時間　（200万画素での録画の場合） 

※接続先のPCへの録画はできません

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします 

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 有  外部マイク入力端子　　※本体に挿入するSDカードには録音されません

フリッカレス機能 有

動作温度 ｰ20℃～50℃

外形寸法 82（W）×191（D）×74（H）mm 　※取付金具含まず

重量 約790g　※取付金具含む

電源 DC12V / 約1.5A

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
200万画素・光学10倍ズーム機能搭載

WTW-PR372

82

74

191

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋外設置IPカメラ 
 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •1/2.7 CMOS　image　sensor
 •200万画素 1920×1080
 •44.9～49mmオートフォーカス・オートアイリスレンズ搭載

 •水平視野角度約66～7.2度

 •赤外線 LED 4 個搭載

 •赤外線掃射距離最大約 20m
 •光学10倍ズーム機能搭載

 •RTSPに対応

 •スマートフォンからも簡単に見ることができます

 •動体検知メール送信機能搭載

 •動体検知録画機能搭載

 •スケジュール録画機能搭載

 •カメラにマイクロSDカード入れれば録画も可能です

 •最大10箇所から同時接続（画質により変動します）

 • IEブラウザに対応

商品名 WTW-PR372
イメージセンサー 200万画素　1/2.7 inch color CMOS sensor, Resolution:1920x1080

総画素数 1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP

Telnet/NTP/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/DNS

旋回機能 無

セキュリティ ID/パスワード設定可能

記録メディア マイクロSDHCカード　最大32GB　クラス10

レンズ
光学10倍ズームレンズ，4.9～49mm，F1.8～30

オートフォーカス・オートアイリスレンズ

水平視野角度 約7.2～66度

赤外線LED LED 4個搭載

赤外線掃射距離 最大約20m

赤外線監視距離 最大約10m

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264/MJPEG/MJPEG4

録画解像度
1920×1080（30fps）/1280×1024（30fps）1280×800（30fps）

640×480（30fps）/320×240（30fps）/176×144（30fps）

最大フレーム数 最大30fps

録画時間

マイクロSDHCカード32GBで　約48時間　（200万画素での録画の場合）

※接続先のPCへの録画はできません

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします

録画再生
マイクロSDHCカードを直接PCで再生可能

ネットワーク上で録画ファイルをダウンロード再生可能

最大接続数 10箇所（画質設定により変動します）

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検出 有　※モーション（動体検知）録画は上書き機能が動作しません。

音声 無

フリッカレス機能 有

最低被写体照度 通常時：1Lux/赤外線LED作動時：0Lux

周辺動作温度 0℃～40℃

外形寸法 82（W）×191（D）×74（H）mm　※取付金具含まず

重量 約820g　※取付金具含む

PoE 対応

電源 DC12V　/　約700mA

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
屋内設置・スマホで簡単遠隔監視

WTW-PRD363PT

130

128

130

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークカメラ

 •1/2.7' CMOS　image　sensor  
 •200万画素高画質  1920×1080（30FPS）

 •レンズ 4mm ・ 水平視野角度約 62 度

 •赤外線  LED 19個搭載

 •赤外線掃射距離最大約 10m
 •H.264・MJPEG・MJPEG4 圧縮方式を選択可能

 •カメラにSDカード入れれば録画も可能です

 • PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

 •最大10箇所から同時接続（画質により変動します）

 • IE / Firefox / Safari / Opera のブラウザに対応

商品名 WTW-PRD363PT
撮像素子 1/2.7 CMOS　image　sensor

総画素数 200万画素 1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS UPnP / Telnet / NTP / PPPoE  

RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS 

旋回機能 横旋回330°，   縦旋回95°

セキュリティ ID  /  パスワード設定可能

記録メディア SDカード　最大32GB　クラス10

最低被写体照度 通常時：1Lux  /  赤外線LED作動時：0Lux

レンズ 4mm

水平視野角度 約62度

赤外線LED LED 19個搭載

赤外線掃射距離 最大約10m

赤外線監視距離 最大約5m

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264  /  MJPEG  /  MJPEG4

録画解像度
1920×1080（30fps） / 1280×1024（30fps） / 1280×800（30fps）

640×480（30fps） / 320×240（30fps） / 176×144（30fps）

最大フレーム数 最大30fps　※SDカードへの録画は15fps

録画時間

SDカード2GBで　約 3 時間　（200万画素での録画の場合） 

※接続先のPCへの録画はできません

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします 

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 有   外部マイク入力端子　　※本体に挿入するSDカードには録音されません

フリッカレス機能 有

動作温度 0℃～40℃

外形寸法 Φ130×128（H）mm

重量 約950g　※取付金具含む

電源 DC12V / 約1.5A

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-PR364PT

115 210

115

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内外兼用の遠隔操作対応モデル

 •1/2.7 CMOS　image　sensor
 •200万画素高画質  1920×1080（30FPS）

 •4 mm ボードレンズ ・ 水平視野角度約62度

 •赤外線LED 19個搭載

 •赤外線掃射距離最大約 10m
 •H.264・MJPEG・MJPEG4 圧縮方式を選択可能

 •スマートフォンからも映像を見ることができ、

 •さらにカメラの向きを変えることができます。

 •動体検知メール送信機能搭載

 •動体検知録画機能搭載

 •RTSPに対応

 •カメラにSDカード入れれば録画も可能です

 •最大10箇所から同時接続（画質により変動します）

 •プラグ＆プレイ対応でポート自動開放機能付

 • IE/Firefox/Sarari/Opera のブラウザに対応

商品名 WTW-PR364PT
撮像素子 1/2.7 CMOS　image　sensor

総画素数 200万画素 1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS UPnP / Telnet / NTP / PPPoE

RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS 

旋回機能 横旋回150°， 縦旋回95°

セキュリティ ID  /  パスワード設定可能

記録メディア SDカード　最大32GB　クラス10

最低被写体照度 通常時：1Lux  /  赤外線LED作動時：0Lux

レンズ 4mm

水平視野角度 約62度

赤外線LED LED 19個搭載

赤外線掃射距離 最大約10m

赤外線監視距離 最大約5m

LED表示機能 無

圧縮方式 H.264  /  MJPEG  /  MJPEG4

録画解像度
1920×1080（30fps） / 1280×1024（30fps） / 1280×800（30fps）  

640×480（30fps） / 320×240（30fps） / 176×144（30fps）

最大フレーム数 最大30fps　※SDカードへの録画は15fps

録画時間

SDカード2GBで　約 3 時間　（200万画素での録画の場合）

※接続先のPCへの録画はできません 

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします  

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 有   外部マイク入力端子　　※本体に挿入するSDカードには録音されません

フリッカレス機能 有

動作温度 0℃～40℃

外形寸法 Φ115×210（H）mm

重量 約1kg　※取付金具含む

電源 DC12V / 約1.5A

生産国：台湾
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遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ
手のひらサイズ・200万画素IPカメラ

WTW-PRD365PT

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •小型ながらも上下左右に動きます

 •動くものに反応し自動で録画もします

 •200万画素 1920×1080
 •4 mm ボードレンズ ・ 水平視野角度約62度

 •赤外線トLED19個搭載夜間監視も可能

 •赤外線掃射距離最大約 12m
 •スマートフォンからも簡単に見ることができます

 •動体検知メール送信機能搭載

 •最大10箇所から同時接続（画質により変動します）

 •プラグ＆プレイ対応でポート自動開放機能付

 • IE/Firefox/Sarari/Opera のブラウザに対応

92 92
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商品名 WTW-PRD365PT
撮像素子 1/2.7 CMOS　image　sensor

総画素数 200万画素 1920×1080

ネットワーク イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX，RJ-45

ネットワークプロトコル
TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS UPnP / Telnet / NTP / PPPoE  

RTSP / RTP / RTCP / DHCP / DNS 

旋回機能 横旋回355°   縦旋回135° 

セキュリティ ID  /  パスワード設定可能

記録メディア マイクロ SDカード　最大32GB　クラス10

最低被写体照度 通常時：1Lux  /  赤外線LED作動時：0Lux

レンズ 4mmボードレンズ

水平視野角度 約62度

赤外線LED LED 19個搭載

赤外線掃射距離 最大約12m

赤外線監視距離 最大約 6m

LED表示機能 インターネット接続状態インジケーター / イーサネット接続状態インジケーター 

圧縮方式 H.264 / MJPEG / MJPEG4

録画解像度
1920×1080（30fps） / 1280×1024（30fps） / 1280×800（30fps）  

640×480（30fps） / 320×240（30fps） / 176×144（30fps）

最大フレーム数 最大30fps  ※マイクロＳDカードへの録画は15fps

録画時間

マイクロ SDカード2GBで　約 3 時間　（200万画素での録画の場合）

※接続先のPCへの録画はできません

※上記の録画時間は概算です。 撮影物の動きの頻度等で変動いたします  

最大接続数 最大10同時接続（画質設定により変動します）

露出 自動

ホワイトバランス 自動

ゲインコントロール 自動

モーション検知 有

音声 有   外部マイク入力端子　　※本体に挿入するSDカードには録音されません

フリッカレス機能 有

動作温度 0℃～40℃

外形寸法 Φ92（W）×64（H）mm

重量 約313g

電源 DC12V / 約1.5A

生産国：台湾


