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52万画素 屋内設置小型カメラ
火災報知機型・水平視野角度約67度

WTW-KD135F

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内設置可能

 •火災報知機型小型カメラ

 •52万画素SONYイメージセンサー搭載

 •3.6mm ボードレンズ ・水平視野角度約67度

 •カメラとわかりにくい仕様となっております

 •メッシュ加工でレンズに気付かれにくい

 •天井取り付けタイプ

 •家庭用TVに接続可能
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商品名 WTW-KD135F
撮像素子 SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD

総画素数 52万画素　有効画素数48万画素

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 700TV本以上

映像出力方式 NTSC方式

赤外線LED 無

対応周波数（赤外線） 非対応

OSDメニュー 無

S/N比 52dB

音声 無

接続端子 映像：BNCJ端子  /  電源：Φ2.1DCJ端子

レンズ 3.6mm　ボードレンズ

画角 水平角度約67度

最低被写体照度 0.5Lux

周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ111（W）×53（H）mm

重量 約155g

電源 DC12V　  /  　約150mA

塚本中国工場生産
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屋内用ドームカメラ
SONY製1/3CCD・音声マイク搭載

WTW-D553FA/D553FA-W

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内設置可能

 •小型タイプのドームカメラ

 •SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD
 •52 万画素 有効画素数48万画素

 •700 TV 本

 •3.6mm  ボードレンズ

 •水平視野角度は約 67 度

 •集音マイクを搭載
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商品名 WTW-D553FA WTW-D553FA-W
撮像素子 SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD

総画素数 52万画素 有効画素数 48 万画素

走査方式 2：1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 700 TV 本

映像出力方式 NTSC（1Vpp / 75Ω） 

ホワイトバランス 自動

S/N 比 52dB以上

音声出力 有

接続端子 映像：BNCJ  音声：RCAJ  電源：2.1 ΦDCJ

レンズ  3.6mm ボードレンズ 

画角 水平角度約 67 度

最低被写体照度 0.5Lux　

動作温度 －10℃～50℃ 

ケースの色 黒 白

外形寸法 Ф93.5× 86.5（H）mm

重量 約163g

電源 DC12V　約113mA 

消費電力 約1.3W

塚本韓国工場生産
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52万画素 高感度ドーム型カメラ
約24～81度まで水平角度を調整可能

WTW-D33FB　ブラック 
WTW-D33FW　ホワイト 

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内設置可能

 •52万画素高感度ドームカメラ

 •SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD
 •2.8～11mm バリフォーカルレンズ搭載

 •水平角度約81～24度まで可変可能

 •低照度の環境下でも撮影が可能です

 •スマート3DNR機能搭載でノイズを軽減

 •デイ・ナイト切替機能搭載

 •最大256倍感度アップ機能搭載（DSS）

 •逆光補正機能搭載（D-WDR）
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商品名 WTW-D33FB WTW-D33FW
撮像素子 SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD

総画素数 52万画素　有効画素数48万画素

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 700TV本以上

映像出力方式 NTSC方式

赤外線LED 無

対応周波数（赤外線） 非対応

赤外線光掃射距離 -

OSDメニュー 日本語メニュー

ホワイトバランス 自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定

電子感度アップ AUTO（×2～256） / OFF

スマート3DNR ON（レベル調整可能） / OFF

F-DNR ON / OFF /AUTO（レベル調整可能）

D-WDR 有（レベル調整可能）

DAY & NIGHT カラー / 白黒 / AUTO（レベル調整可能）

スマートIR -

モーション機能 ON（4エリア設定・感度調整可能） / OFF

マスキング ON（8エリア設定・感度調整可能） / OFF

ミラー機能 上下左右反転可能

デジタルズーム 最大32倍　※スマートデジタルズームとの併用はできません

スマートデジタルズーム 最大5倍　※デジタルズームとの併用はできません

S/N比 52dB

接続端子 映像：BNCJ端子　/　電源：Φ2.1DCJ

レンズ 2.8～11mm　オートアイリス・バリフォーカルレンズ

画角 水平角度約81～24度

最低被写体照度 0.002Lux

周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ124×100（H）mm

重量 約286g　※取付金具含む

電源 DC12V　/　約185mA

塚本韓国工場生産
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52万画素 ワンケーブルドームカメラ
高感度DSS・D-WDR・3DNR機能搭載

WTW-D23FB-1C   ブラック 
WTW-D23FW-1C  ホワイト

特徴 仕様

 •屋内設置可能

 •SONY 52万画素 モジュール搭載

 •2.8～11mm オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載

 •水平視野角度約81～24度

 •OSD メニュー表示

 •高感度ナイトビジョン機能搭載ドームカメラ

 •低照度の環境下でも撮影が可能です

 •3DNR機能搭載でノイズを軽減

 •デイ・ナイト切替機能搭載

 •最大256倍感度アップ機能搭載（DSS）

 •逆光補正機能搭載（D-WDR）

 •プライバシーマスキング機能搭載

 •設置時の映像確認用のRCA端子搭載

 •壁面に設置可能な 3D 設計

 •白い天井でも目立ちにくい白色ケース採用

 • （WTW-D23FW-1C）

寸法図
（単位:mm）
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商品名 WTW-D23FB-1C WTW-D23FW-1C
撮像素子 SONY 1/3 SUPER HADⅡ CCD

総画素数 52万画素　有効画素数48万画素

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

水平解像度 700TV本以上

赤外線LED 無

映像出力方式
ワンケーブル仕様  【電源ユニットは下記の商品をご利用ください】

WTW-1R06 / WTW-4R06 / WTW-8R06 / WTW-1R15 / WTW-4R15に対応

対応周波数（赤外線） 非対応

OSDメニュー 日本語

ホワイトバランス ATW / AWC / MANUAL

電子感度アップ OFF / AUTO（×2～×256選択）

3DNR OFF / ON（1～50レベル可変）

D-WDR INDOOR / OUTDOOR / OFF

DAY & NIGHT カラー / 白黒 / AUTO

スマートIR -

モーション機能 ON / OFF（4ゾーン）

マスキング ON / OFF（8ゾーン）

ミラー機能 有　左右反転・上下反転・180度回転

デジタルズーム機能 有（32倍デジタルズーム）

S/N比 52dB

接続端子 BNCJ端子（ワンケーブル接続タイプ）

レンズ 2.8～11mm　オートアイリス・バリフォーカルレンズ

画角 水平角度約81～24度

最低被写体照度 0.002Lux

周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ124×100（H）mm

重量 約284g

電源
【電源ユニットは下記の商品をご利用ください】

WTW-1R06 / WTW-4R06 / WTW-8R06 / WTW-1R15 / WTW-4R15に対応

塚本韓国工場生産


