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小型 レコーダー デジタル無線シリーズ

バックアイカメラ

水中カメラ

投光器

分割器

PTZ用操作コントローラー

WTW-DSM61 1
1CH 小型 SD カードレコーダー

モーション録画可能

WTW-RV7C
WTW-RV7-SET

2

WTW-RV7C（カメラ単品）: 
小型軽量カメラで、水平解像度120度

WTW-RV7-SET: 7インチ TFT 
モニターとカラ－カメラセット

WTW-RV7RC
WTW-RV7R-SET
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WTW-RV7RC（カメラ単品）: 
赤外線 920nm LED を6個搭載

小型軽量カメラで、水平解像度120度

WTW-RV7R-SET: 7インチ TFT 
モニターとカラ－赤外線カメラセット

WTW-RV72R-SET 3
超小型41万画素SONY CCDカメラ搭載

赤外線LED搭載車載バックカメラ

7インチモニターセット

WTW-WA1002-50M
WTW-WA1002-9
WTW-WA1002-9D
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WTW-WA1002-50M（カメラ単品）: 
ホワイトLED搭載魚型水中カメラ

WTW-WA1002-9: 
7インチモニター搭載防滴ケースセット

WTW-WA1002-9D: 
水中カメラセット

録画機能搭載の7インチモニターセット

WTW-WPA40W-50M
WTW-WPA40W-9
WTW-WPA40W-9D
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WTW-WPA40W-50M（カメラ単品）: 
ホワイトLED搭載360度

左右旋回機能搭載 水中カメラ 
WTW-WPA40W-9: 
7インチモニター搭載防滴ケースセット

WTW-WPA40W-9D: 
水中カメラセット

録画機能搭載の7インチモニターセット

WTW-WPA40R-50M
WTW-WPA40R-9
WTW-WPA40R-9D
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WTW-WPA40R-50M（カメラ単品）: 
赤外線LED搭載360度

左右旋回機能搭載 水中カメラ 
WTW-WPA40R-9:
7インチモニター搭載防滴ケースセット

WTW-WPA40R-9D:
水中カメラセット

録画機能搭載の7インチモニターセット

WTW-WA320F
WTW-WA350F

7

アナログ52万画素 ホワイトLED搭載

20m/50m ケーブル仕様

WTW-CNT256 15
コントローラー ジョイスティックで簡単操作

最大255台まで制御が可能

WTW-CNT28 16
ジョイスティックでズーム可能です

最大255台まで制御が可能

WTW-RM62 16
OSD設定 UTCコントローラー

AHDシリーズ楽々ズームカメラ専用 ズーム

WTW-F3W
WTW-F4W
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WTW-F3W: 高密度LED 850nm 
Φ21.5mm 3個搭載  
赤外線最大掃射距離が20m
WTW-F4W: 高密度LED 850nm 
Φ21.5mm 4個搭載

赤外線最大掃射距離が25m

WTW-F12WM 18
高密度LED 850nm 
Φ21.5mm 12個搭載

赤外線最大掃射距離が50m

WTW-F6W 18
高密度LED 850nm 
Φ21.5mm 6個搭載

赤外線最大掃射距離が40m

WTW-F6685
WTW-F6694
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WTW-F6685:
赤外線850nm LED 66個搭載  
最大掃射距離約40m
WTW-F6694:
LED搭載が見えにくい赤外線940nm 
LED 66個搭載  
最大掃射距離約30m 

WTW-F13285
WTW-F13294
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WTW-F13285:
赤外線850nm LED 132個搭載  
最大掃射距離約50m
WTW-F13294:
LED搭載が見えにくい赤外線940nm 
LED 132個搭載  
最大掃射距離約35m 

WTW-F2485 20
パワフル赤外線 LED 850NM 24個搭載

赤外線最大掃射距離が100m

WTW-PQ402 
WTW-PQ402R
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小型軽量4映像分割器

WTW-PQ402R: リモコン付属

WTW-TR23 8
屋内設置 デジタル無線送受信器セット

最大30フレーム/秒の画像を送信可能

TTC-No1（MNW）-SET
TTC-No1（MW）-SET
TTC-No1W
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TTC-No1W（カメラ単品）: 
100万画素 デジタルHD無線カメラ
赤外線LED+ホワイトLED搭載

TTC-No1（MW）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：連続稼動最大2.5時間

TTC-No1（MNW）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：オプション

TTC-No1（MNR）-SET
TTC-No1（MR）-SET
TTC-No1R
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TTC-No1R（カメラ単品）: 
100万画素 赤外線LED搭載 
屋外軒下設置可能

TTC-No1（MR）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：連続稼動最大2.5時間

TTC-No1（MNR）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：オプション

TTC-No1（MNP）-SET
TTC-No1（MP）-SET
TTC-No1P
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TTC-No1P（カメラ単品）: 
100万画素 赤外線LED搭載 
屋内用パンチルトカメラ 上下左右の監視可能

TTC-No1（MP）-SET:  
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：連続稼動最大2.5時間

TTC-No1（MNP）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：オプション

TTC-No1（MC）-SET
TTC-No1（MNC）-SET
WTW-No1C
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TTC-No1C（カメラ単品）: 
100万画素 赤外線LED搭載 屋外用

TTC-No1（MC）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：連続稼動最大2.5時間

TTC-No1（MNC）-SET: 
9インチモニターで録画再生可能
デジタルHD無線カメラセット
内蔵バッテリー：オプション

WTW-No2 13
デジタルHD無線カメラ・受信器セット

100万画素で監視・録画が可能

カメラ4台を同時録画が可能

2400MHz アンテナ 14
WTW-ANT2418: 
2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ

WTW-ANT6:
電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め

株式会社　塚本無線
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ダミーカメラ

ハウジング

カメラ基台

モニター

テストモニター

小型集音マイク

映像信号変換器

カメラ基台

アクセサリー

ダミーカメラ

WTW-L7H 22
12V駆動 フルハイビジョン小型

7インチ液晶モニター

LCD-MF211ESB 23
PC・DVR用20.7"ワイド液晶モニター

HDMI・DVI-D入力対応

WTW-BR3B
WTW-BR51T

24

WTW-BR3B: スライド式で簡単にモ

ニターを脱着可能

WTW-BR51T: 角度調整可能な

VESAマウントブラケット

WTW-BR82/83
WTW-BR84
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WTW-BR82/83: 液晶モニター天井

/壁面取付用マウント

WTW-BR84: 壁面取付二段階可変

アーム式VESAマウント

WTW-TM2A 26
3.5インチ液晶モニター

AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 
工事用テスター

WTW-TM6HAPC 27
7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信

号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-C06
WTW-C06B

28

WTW-C06:先端部分は直径6.5mm
WTW-C06B:音声も録音するときに最適

WTW-C8SW
WTW-C8KM
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検知機型/スイッチ型カモフラージュ

集音マイク

WTW-C8NC 28
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク

マイクを2個搭載しています

WTW-MAC02 29
AHD→HDコンバーター 映像信号変換器

AHD・CVBS映像信号をHDMIと
CVBSに同時出力可能な変換器

WTW-DMR27IR 30
屋内外設置赤外線ダミーカメラ

夜間赤外線LEDが点灯するギミックが搭載

WTW-DMR45IR 30
暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯

屋内・外用（天井・壁面）

WTW-DMW49 30
特殊LED 2個搭載・強力掃射

夜間はホワイトLEDが常時点灯

WTW-DM27 31
WTW-DM27 から、カメラユニットを抜

いただけのダミーカメラ高級ダミーカメラ

WTW-DMY43 31
本物のカメラケースを使用

取付金具つきなので壁・天井に設置可能

WTW-DMH120 31
ハウジング・レンズを使用高級ダミーカメラ

大型ダミーカメラ

WTW-DMB16 32
オートアイリスレンズ搭載

高級ダミーカメラ

WTW-DMB82 32
屋内仕様のダミーカメラ

本物で内部の基板をなくしただけ

WTW-DMD33 32
屋内ドームダミーカメラ

前面のLEDが点滅ホワイトダミーカメラ

本物で内部の基板をなくしただけ

WTW-DMD108 32
小型ドームのダミーカメラ

屋内使用可能

WTW-HA14 33
屋外中型サイズのハウジング

WTW-HA16FH 33
屋外中型サイズのハウジング

ファン・ヒーター付き

WTW-HAD23FH SMOG
WTW-HAD23FH CLEAR
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ドーム型野外ハウジング

ファン・ヒーター付き

WTW-BR294 35
壁面取付タイプ ハウジング用ブラケット

耐重量 約10kg の強力タイプ

WTW-BR122 35
天井吊下げタイプのハウジングブラケット

垂直方向の設置角度は水平～-70度まで

調整可能耐重量約2.8kg の強力タイプ

WTW-P018 36
Φ50～130mmのポールに対応 
耐重量 約20kg

WTW-P019 36
Φ70～120mm / Φ120～230mm
パイプに対応  耐重量 約20kg

WTW-BR11
WTW-BR16

36

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコッ

クをひねるだけの簡単設置

WTW-BR11: 90mmタイプ

WTW-BR16: 138mmタイプ

WTW-BR4570
WTW-BR85150

37

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコッ

クをひねるだけの簡単設置

WTW-BR4570:450~700mm伸縮タイプ

WTW-BR85150:850~1500mm
伸縮タイプ

電源アダプター 38
WTW-AD121/WTW-AD1215/
WTW-AD125C 
PSE認証・CE安全規格・RoHS

電源分配ケーブル 39
WTW-CA2W/WTW-CA3W/
WTW-CA4W/WTW-CA4W-T/
WTW-CA5W

AHD用
映像・電源用延長ケーブル

39

アナログカメラにも御利用いただけます

WTW-CAH2-10/20
WTW-ACA-30/50

HD-SDI 用
映像・電源用延長ケーブル

40

AHD/HD-SDI（デジタル）対応 
WTW-HA3C-10/20/30/50/100

HD-SDI 用
映像延長ケーブル

40

HD-SDI / 3G-SDI に最適

5C-HFBT-30/50: 両端BNCプラグ付き

5C-HFBT-100/200/500: 端子無し

変換コネクター 41
WTW-BNC-JJ / BNC-JJJ / 
BNC-JPJ / BNCP-3C / BNCP-5C / 
BNCP-BNCJ / BNCP-N / BNC-PP / 
BNCP-RCAJ / BNCP-RCAP / 
DCJ-N / DCP-N / FJ-BNCP / FJ-RCAP / 
FP-RCAJ / RCA-JJ / RCAJ-N / 
RCAP-BNCJ / RCAP-N / 
SMAP-BNCJ / BNC-3A/F / 
BNC-5A/F /  WTW-1PK-3500F

レンズ 42
ボードレンズ/オートアイリス・バ

リフォーカルレンズ  WTW-
LZB3.6-3/LZBA2812-3/
LZC2812-2/LZCA2812-2/
M13VG288IR/13VG308ASIRⅡ
LZCA550-1/LZWT0550M/
M13VG550IR / 13VG550ASⅡ

株式会社　塚本無線
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小型 SD カードレコーダー
720×480の高解像度・モーション録画機能搭載

WTW-DSM61

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •小型デジタルレコーダー（DVR）

 •モーション録画可能

 •モーション検知ON /  OFF 設定可能

 •SDHC カード最大 32GB に対応

 •DC8～32Vで稼動

 •※本製品の動作温度範囲内でご使用下さい

 •録画解像度は、720×480 AVI
 •フレームレートは、1～30fps で設定可能

 •上書き録画機能搭載

 •リモコン付き

 •ファンレスタイプ

92 20

119

商品名 WTW-DSM61

映像

映像方式 NTSC

入力 1入力（BNCJ端子,黄）

出力 1出力（BNCJ端子,黄）

音声
入力 1入力（RCAJ端子,白）

出力 1出力（RCAJ端子,白）

システム

SATAデバイス 無

外付けHDD 無

センサー入・出力 無

PTZ 非対応

USB USB2.0 × 1

表示
フレームレート NTSC：30fps

表示モード 1画面単独表示

録画

映像圧縮 H.264

解像度 NTSC：720×480

画質 最高，高，中 3段階切り替え可能

録画モード 常時，モーション検出録画

録画フレームレート NTSC：1～30fps

上書き録画 ON /  OFF設定可能

再生

画面表示 1画面単独表示

画面検索方法 再生リスト検索（日付 /  時刻指定）

再生時デジタルズーム 無

保存媒体 SDHC カード　最大32GB

ネット
ワーク

インターフェイス PC直接接続

検索再生 再生リスト検索（日時指定）

バック
アップ

バックアップデバイス 非対応

記録メディア クラス10　SDHCカード（最大32GB）

記録フォーマット AVI

アラーム

モーション録画機能 有

モーションエリア設定 有　（16エリア）

モーション感度設定 有 ※9段階設定可能

OSD 
& 
DVR 
Control 

言語 日本語

リモコン 有

操作 付属リモコン

Pan / Tilt / Zoom  Control 非対応

電源・
本体・
その他

外形寸法 92（W） × 119（D）× 20（H）mm　※本体のみ

重量 約170g　※本体のみ

動作可能周囲温度 －5～50℃

消費電力 約4W　

電源 DC8～32V
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バックアイカメラ
7インチ TFT モニターとカラ－カメラセット

WTW-RV7C
WTW- RV7RC
WTW-RV7-SET
WTW- RV7R-SET

122

181 24

WTW-RV7M

WTW-RV7C

37

4547

WTW-RV7RC

73

87 68

特徴

仕様寸法図
（単位:mm）

商品名 WTW-RV7-SET WTW-RV7R-SET
モニター WTW-RV7M

接続端子 専用4PIN端子

モニター 7インチTFT

入力 2入力

ミラー機能 有

周辺動作温度 -20℃～70℃

外形寸法 181（W）×24（D）×122（H）mm　※取付金具含まず

重量 約450g

電源 DC12～32V　/　約100mA

カメラ WTW-RV7C WTW-RV7RC

撮像素子 SONY 1/3 SUPER HAD CCD

総画素数 41万画素　有効画素数38万画素

水平解像度 380TV本（カラー）・600TV本（白黒）

音声 有

赤外線LED 無 6個 920mn

接続端子 専用4PIN端子

画角 水平角度約120度

最低被写体照度 0.1Lux F=2.0

周辺動作温度 -30℃～60℃

外形寸法 47（W）× 45（D）× 37（H）mm
ブラケット含む

87（W）× 68（D）× 73（H）mm
ブラケット含む

重量 約 75g  ブラケット含まず 約350g  ブラケット含まず 

電源 DC12V　/　約100mA DC12V　/　約300mA

 •7インチTFTモニター　

 •小型軽量カメラで、水平解像度120度

 •音声対応モデルで映像と一緒に音も聞こえます

 •超小型カラー41万画素CCDカメラ搭載

 •トラック・乗用車での使用ができます

 •バックギア電源ON機能搭載

 •FCC 基準合格商品

 •WTW-RV7R-SET  :
 •赤外線 920nm LED を 6 個搭載し暗くても見えます

WTW-RV7-SET
（WTW-RV7C + WTW-RV7M）

WTW-RV7R-SET
（WTW-RV7RC + WTW-RV7M）

WTW-RV7C

WTW-RV7RC 

WTW-RV7M

WTW-RV7M
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バックアイカメラ
赤外線LED搭載車載バックカメラ 7インチモニターセット

WTW-RV72R-SET

135.6

179.6 63.8

WTW-RV72RM

WTW-RV72RC

MENU V1/V2
REVTFT LCD

79

65

64.4

特徴

仕様寸法図
（単位:mm）

商品名 WTW-RV72R-SET
モニター WTW-RV72RM

ディスプレイ 7インチ TFTカラーディスプレイ

接続端子 専用4PIN端子

モニター 7インチTFT
映像入力 3入力

音声入力 1入力

スピーカー 搭載

ミラー機能 有

周辺動作温度 -20℃～70℃

外形寸法 179.6（W）×63.8（D）×135.6（H）mm

重量 約450g

電源 DC12V～24V

カメラ WTW-RV72RC

撮像素子 SONY 1/3 SUPER HAD CCD
総画素数 41万画素　有効画素数38万画素

水平解像度 380TV本（カラー）・600TV本（白黒）

音声 有

赤外線LED Φ5mm 850nm 赤外線LED 18個

接続端子 専用4PIN端子

画角 水平角度約90度

最低被写体照度 0.1Lux F=2.0
周辺動作温度 -30℃～60℃

外形寸法 64.4（W）×65（D）×79（H）mm

重量 約450g

電源 DC12V / 100mA

 •小型バックカメラ 
 •トラックはもちろん乗用車での使用ができます 
 •超小型カラー41万画素SONY製CCDカメラ搭載 
 •赤外線LEDを18個も搭載しており暗い場所でも見えます 
 •カメラ側にマイクを搭載しており、映像と一緒に音も聞こえます

 •7インチモニターセット 
 •カメラ角度調整が可能なブラケット採用 

WTW-RV72RC

WTW-RV72RM
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水中カメラ
ホワイトLED搭載魚型水中カメラ

WTW-WA1002-50M
WTW-WA1002-9
WTW-WA1002-9D

特徴 仕様

 •釣りや水中レジャーから、養殖、研究、水質監視などの

 •業務用としてもご利用が可能。

 •レジャーから業務までご利用が可能

 •耐水性の高い50m水中ケーブル使用

 •水深10m（2気圧）まで対応

 • WTW-WA1002-50M（カメラ単品）: 
 •アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 魚型水中カメラ

 •ホワイトLED搭載した魚型の水中カメラ

 • 3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ

 •水平視野角度約72°

 • WTW-WA1002-9:
 • （WTW-LB9+WTW-WA1002-50M）水中カメラセット 
 • 7インチモニター搭載防滴ケースセット

 •バッテリー付属なので外でも使える

 • WTW-WA1002-9D:
 • （WTW-LB9D+WTW-WA1002-50M）水中カメラセット

 •録画機能搭載の7インチモニターセット

 •最大32GBのSDカード対応

 •防水性の高いカメラ収納可能なケース

 •バッテリー付属なので外でも使える

寸法図
（単位:mm）

WTW-WA1002-50M

17767.7
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280

WTW-LB9 / WTW-LB9D

商品名 WTW-WA1002-9 WTW-WA1002-9D
モニター WTW-LB9 WTW-LB9D

ディスプレイ
性能

画面サイズ 7インチ

表示解像度 800×480dpi
表示方式 NTSC
縦横比率 16:9

映像・音声
入出力

映像入力 RCAJ×1
映像出力 RCAJ×1
電源端子 電源入力用×1   電源出力用×1

録画機能

録画媒体 - SDカード 最大32GBまで 
※FAT32対応カードのみ

録画解像度 - 720×240
録画データ形式 - AVI
録画コーデック - Motion JPEG Video（MJPG）

録画フレームレート - 60フレーム

インターフェイス OSD操作 リモコン / パネルボタン

映像・音声
調整機能

メニュー言語 英語

ディスプレイ設定 輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定

撮影モード

写真撮影 データ再生 / スナップショット 
映像撮影 データ再生 / 録画 
SDカード設定 SDカードフォーマット

電源・モニタ
ー・ケース本
体・
その他

本体材質 ABS樹脂

本体配色 ブラック

本体外形寸法 360（W）×280（D）×200（H）mm
本体重量 約3.95kg　※バッテリー・アクセサリー含む

電源 バッテリー充電用：DC12V電源アダプター バッテリー：DC12V 4.5A出力

バッテリー電池 5Ahバッテリー　※4～6時間連続可動可能

周辺動作温度 -20～50℃

付属品 モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー

カメラ WTW-WA1002-50M

センサー・映
像出力性能

撮像素子 Sony CMOSセンサー

総画素数 41万画素　有効画素数38万画素

映像出力形式 RCAJ端子

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

S/N比 48dB

レンズ 

搭載レンズ 1メガピクセル ボードレンズ

焦点距離 3.6mm
F値 2.0
画角 水平視野角度約72°

投光
性能

ホワイトLED φ5mm  ホワイト LED 36 個搭載

ホワイトLED照射距離 最大約10m
ホワイトLED監視距離 最大約5m
最低被写体照度 0Lux ※ホワイトLED点灯時

インターフェ
イス

映像出力端子 RCAP
リモコン ケーブル一体型・各操作ボタン

電源・
カメラ
本体・
その他

本体材質 プラスチック

本体配色 黄色

対応水深 水深10m（2気圧）まで対応

本体外形寸法 67.7（W）×177（D）×101mm（H）

本体重量 約1.75kg
電源 DC12V / 約1A
冷却ファン/保温ヒーター 非搭載

周辺動作温度 -20～50℃
付属品 マニュアル

WTW-LB9 / LB9D

WTW-WA1002-50M
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水中カメラ
ホワイトLED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40W-50M
WTW-WPA40W-9
WTW-WPA40W-9D

特徴 仕様

 •配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適

 •レジャーから業務までご利用が可能

 • 50mの水中ケーブルを使用

 •水深10m（2気圧）まで対応

 • WTW-WPA40W-50M（カメラ単品）: 
 •アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 水中カメラ 
 • 360度左右旋回機能搭載 水中カメラ

 •ホワイトLEDを搭載した水中カメラ

 • 3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ

 •水平視野角度約72°

 • WTW-WPA40W-9:
 • （WTW-LB9+WTW-WPA40W-50M）水中カメラセット 
 • 7インチモニター搭載防滴ケースセット

 •バッテリー付属なので外でも使える

 • WTW-WPA40W-9D:
 • （WTW-LB9D+WTW-WPA40W-50M）水中カメラセット

 •録画機能搭載の7インチモニターセット

 •最大32GBのSDカード対応

 •防水性の高いカメラ収納可能なケース

 •バッテリー付属なので外でも使える

寸法図
（単位:mm）
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WTW-WPA40W-50M

WTW-LB9 / WTW-LB9D

商品名 WTW-WPA40W-9 WTW-WPA40W-9D
モニター WTW-LB9 WTW-LB9D

ディスプレイ
性能

画面サイズ 7インチ

表示解像度 800×480dpi
表示方式 NTSC
縦横比率 16:9

映像・音声
入出力

映像入力 RCAJ×1
映像出力 RCAJ×1
電源端子 電源入力用×1   電源出力用×1

録画機能

録画媒体 - SDカード 最大32GBまで 
※FAT32対応カードのみ

録画解像度 - 720×240
録画データ形式 - AVI
録画コーデック - Motion JPEG Video（MJPG）

録画フレームレート - 60フレーム

インターフェイス OSD操作 リモコン / パネルボタン

映像・音声
調整機能

メニュー言語 英語

ディスプレイ設定 輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定

撮影モード

写真撮影 データ再生 / スナップショット 
映像撮影 データ再生 / 録画 
SDカード設定 SDカードフォーマット

電源・モニタ
ー・ケース本
体・
その他

本体材質 ABS樹脂

本体配色 ブラック

本体外形寸法 360（W）×280（D）×200（H）mm
本体重量 約3.95kg　※バッテリー・アクセサリー含む

電源 バッテリー充電用：DC12V電源アダプター バッテリー：DC12V 4.5A出力

バッテリー電池 5Ahバッテリー　※4～6時間連続可動可能

周辺動作温度 -20～50℃

付属品 モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー

カメラ WTW-WPA40W-50M

センサー・映
像出力性能

撮像素子 Sony CMOSセンサー

総画素数 41万画素　有効画素数38万画素

映像出力形式 RCAP端子

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

S/N比 48dB

レンズ 
搭載レンズ 1メガピクセル ボードレンズ

焦点距離 3.6mm
画角 水平視野角度約72°

旋回・ズーム
機能

パンチルトズーム（PTZ） 左右のみ可動

可動範囲 左右：360度

投光
性能

ホワイトLED 5mm サイズ  ホワイト LED 12 個搭載

ホワイトLED照射距離 約5～8m
ホワイトLED監視距離 約0～2m　※水中撮影時

最低被写体照度 0Lux ※ホワイトLED点灯時

インターフェ
イス

映像出力端子 RCAP
リモコン ケーブル一体型・各操作ボタン

電源・
カメラ
本体・
その他

本体材質 プラスチック

本体配色 黒・クリア

対応水深 水深50m 6気圧

本体外形寸法 Φ97×151mm（H）

本体重量 約0.9kg
電源

周辺動作温度 -20～50℃
付属品 マニュアル

ホワイトLED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-LB9 / LB9D

WTW-WPA40W-50M
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水中カメラ
赤外線LED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40R-50M
WTW-WPA40R-9
WTW-WPA40R-9D

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適

 •レジャーから業務までご利用が可能

 • 50mの水中ケーブルを使用

 •水深10m（2気圧）まで対応

 • WTW-WPA40R-50M（カメラ単品）: 
 •アナログ41万画素 赤外線LED搭載 水中カメラ 
 • 360度左右旋回機能搭載 水中カメラ

 •赤外線LEDを搭載した水中カメラ

 • 3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ

 •水平視野角度約72°

 • WTW-WPA40R-9:
 • （WTW-LB9+WTW-WPA40R-50M）水中カメラセット 
 • 7インチモニター搭載防滴ケースセット

 •バッテリー付属なので外でも使える

 • WTW-WPA40R-9D:
 • （WTW-LB9D+WTW-WPA40R-50M）水中カメラセット

 •録画機能搭載の7インチモニターセット

 •最大32GBのSDカード対応

 •防水性の高いカメラ収納可能なケース

 •バッテリー付属なので外でも使える
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WTW-WPA40R-50M

WTW-LB9 / WTW-LB9D

商品名 WTW-WPA40R-9 WTW-WPA40R-9D
モニター WTW-LB9 WTW-LB9D

ディスプレイ
性能

画面サイズ 7インチ

表示解像度 800×480dpi
表示方式 NTSC
縦横比率 16:9

映像・音声
入出力

映像入力 RCAJ×1
映像出力 RCAJ×1
電源端子 電源入力用×1   電源出力用×1

録画機能

録画媒体 - SDカード 最大32GBまで 
※FAT32対応カードのみ

録画解像度 - 720×240
録画データ形式 - AVI
録画コーデック - Motion JPEG Video（MJPG）

録画フレームレート - 60フレーム

インターフェイス OSD操作 リモコン / パネルボタン

映像・音声
調整機能

メニュー言語 英語

ディスプレイ設定 輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定

撮影モード

写真撮影 データ再生 / スナップショット 
映像撮影 データ再生 / 録画 
SDカード設定 SDカードフォーマット

電源・モニタ
ー・ケース本
体・
その他

本体材質 ABS樹脂

本体配色 ブラック

本体外形寸法 360×280×200mm（W×D×H）

本体重量 約3.95kg　※バッテリー・アクセサリー含む

電源 バッテリー充電用：DC12V電源アダプター バッテリー：DC12V 4.5A出力

バッテリー電池 5Ahバッテリー　※4～6時間連続可動可能

周辺動作温度 -20～50℃

付属品 モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー

カメラ WTW-WPA40R-50M

センサー・映
像出力性能

撮像素子 Sony CMOSセンサー

総画素数 41万画素　有効画素数38万画素

映像出力形式 RCAP端子

走査方式 2:1インターレース

同期方式 内部同期

S/N比 48dB

レンズ 
搭載レンズ 1メガピクセル ボードレンズ

焦点距離 3.6mm
画角 水平視野角度約72°

旋回・ズーム
機能

パンチルトズーム（PTZ） 左右のみ可動

可動範囲 左右：360度

投光
性能

赤外線LED 5mmサイズ 赤外線LED12個搭載

赤外線LED照射距離 約8～12m
赤外線LED監視距離 約0～2m　※水中撮影時

最低被写体照度 0Lux ※赤外線LED点灯時

インターフェ
イス

映像出力端子 RCAP
リモコン ケーブル一体型・各操作ボタン

電源・
カメラ
本体・
その他

本体材質 プラスチック

本体配色 黒・クリア

対応水深 水深50m 6気圧

本体外形寸法 Φ97×151mm（Φ×H）

本体重量 約0.9kg
電源 DC12V / 1A
周辺動作温度 -20～50℃
付属品 マニュアル

WTW-LB9 / LB9D

WTW-WPA40R-50M
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水中カメラ
アナログ52万画素・ホワイトLED搭載

WTW-WA320F
WTW-WA350F

特徴 仕様

 • SONY製 1/3 CCDイメージセンサーを搭載

 •高画質52万画素CCDモジュール搭載 
 •ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。 
 •水深0～10m対応（2気圧まで）できます。 
 • 12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m掃射 
 •最短焦点距離 60cm 
 •レジャーから業務まで幅広くご利用可能 
 • WTW-WA320F: 20mケーブル仕様

 • WTW-WA350F: 50mケーブル仕様

寸法図
（単位:mm）

104

Φ62.5

商品名 WTW-WA320F WTW-WA350F

センサー・
映像出力
性能

撮像素子 52万画素 SONY 1/3 CCD

総画素数 48万画素

映像出力形式 NTSC方式（1Vp-p/75Ω）

走査方式 2:1インタレース

同期方式 内部同期

S/N比 52dB

水平解像度 700TV本

レンズ 

搭載レンズ ボードレンズ

焦点距離 6mm

画角 水平視野角度43度

投光
性能

ICR機能 非搭載

ホワイトLED Φ5mm ホワイトLED 12個搭載

ホワイトLED照射距離 水中約5ｍ

ホワイトLED監視可能距離 ー

最低被写体照度 0Lux ※LED点灯時

インターフ
ェイス

映像出力端子 BNCP端子

電源入力端子 Φ2.1DCジャック

リモコン リモコン用赤外線受光部 / LED操作用赤外線リモコン

電源・
カメラ
本体・
その他

本体材質 アルミニウム

本体配色 シルバー

対応水深 水深約10m 

本体外形寸法 Φ62.5×104（D）mm

本体重量 約495g　※ケーブル含まず

電源 DC12V　 / 　約250mA

周辺動作温度 0～30℃

付属品 電源アダプター / LED操作用リモコン
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デジタル無線シリーズ
最大30フレーム/秒の画像を送信可能

WTW-TR23

87

24

80

PAIR

POWER

R LAUDIO VIDEO IR
SOCKET 12V DC

ANT

24

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内設置 デジタル無線送受信器セット

 •カメラとモニタ間の配線必要なし

 •マルチ送受信可能

 •リモコンなどの赤外線信号も一緒に送信可能

 •赤外線リモコンの信号も送ることができますので、別の部屋で

 •PAN/TILT付きのカメラの操作が可能

 •最大電波到達距離は200m（見通し距離）

 •映像と同時に音声も伝送できます

 •防犯カメラに限らず、様々な用途で御利用頂けます

 •秒間30コマの動画で画像を送信

 •※電波状況で変動します

商品名 WTW-TR23
送信器 WTW-TR23T

映像入力方式 NTSC
入力カメラ有効画素数 30万画素

映像・音声入力端子 RCAJ端子入力

電源入力端子 DC-J
リモコン信号端子 専用受光部（付属品）を接続

アンテナ端子 SMA-R-P（専用無線アンテナを接続）

動作温度 －10～50℃
外形寸法 87（W）× 24（D）× 80（H）mm 突起物含まず

重量 約130g
電源 DC12V  150mA
消費電力 1.9W

受信器 WTW-TR23R
映像出力端子 RCAJ端子出力

音声出力端子 RCAJ端子出力

電源入力端子 DC-J
リモコン信号端子 専用受光部（付属品）を接続

アンテナ端子 SMA-R-P（専用無線アンテナを接続）

映像化方式 MPEG4
映像出力解像度 D1 720×480
フレームレート 最大30fps（電波状況により変動）

受信登録数 最大1台
スイッチャー機能 －

4分割表示 －

その他機能 －

動作温度 －10～50℃
外形寸法 87（W）× 24（D）× 80（H）mm 突起物含まず

重量 約130g
電源 DC12V  150mA
消費電力 1.9W
無線技術情報

周波数 2.4GHz（2400～2478MHz）
変調方式 16QAM / QPSK / BPSK
スペクトラム拡散 FHSS
干渉制御 DS方式

データレート 最大6Mbps
映像圧縮方式 MPEG4
最大電波到達距離 約200m　※送信側と受信側の間に障害物が無い状態

工事設計認証番号 208-120006

WTW-TR23T

WTW-TR23R
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デジタルHD無線シリーズ
100万画素 赤外線LED+ホワイトLED搭載

TTC-No1（MNW）-SET
TTC-No1（MW）-SET
TTC-No1W

89

9.9 3.8

117

152

TTC-No1W

250

155

23

TTC-No1M / TTC-No1MN

RESET

DC IN 5V

RESET

77.2

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ

 • 100万画素 デジタルＨＤ無線カメラセット

 • PIR製CCD搭載で画質が綺麗

 •最大無線到達距離300m（見通し）

 •スマホで遠隔監視が可能

 • micro SDカードは64GBまで対応

 •人感センサー

 •ホワイ卜LED連続点灯可能

 •インターホン機能

 •配線不要、同時監視・録画対応

 •無線カメラ最大4台セット可能

 • 9インチモニターで録画再生可能

 •赤外線とモーションでホワイトLED発光

 •スマホで 赤外線LED搭載、ホワイトLEDのON/OFF可能

商品名 TTC-No1MW-SET TTC-No1（MNW）-SET
送信器 TTC-No1W

通信距離 最大約300m（見通距離）

イメージセンサー 1/4”カラーCMOS

有効画素数 H:1280　V:720

レンズ 3.6mm/F2.0

画角 水平約55度 / 垂直約30度

赤外線LED 1個（850nm）

赤外線LED到達距離 最大約10m

ホワイトLED 6個　 各1W

ホワイトLED到達距離 最大約20m/明るさ（最大約500Lm）

旋回視野角度 ー

最低被写体照度
0Lux（赤外線撮影時）

3.5Lux（赤外線不作動時）

アンテナコネクター SMA（RE）

動作温度 -10度～40度

電源アダプター DC9V　2A（Φ1.3 DCPコード）

消費電力 最大:1680mA  （赤外線・ホワイトLED・通話すべて使用時）

外形寸法 89（W）×117（H）×152（D）mm

重量 約465g

カメラケース材質 プラスチック

工事設計認証番号 204-620044

受信器 TTC-No1M TTC-No1MN

液晶モニター 9インチLCD（16：9）

外部映像出力 なし

解像度 800（H）×480（V）　RGB

内蔵バッテリー 連続稼動最大2.5時間 オプション

分割表示 1画面/4画面

LAN端子/WiFi 有/無

動作温度 ‐10度～40度

電源アダプター DC5V　2A（Φ2.1 DCPコード）

消費電力 750mA　最大：960mA

外形寸法 250（W）×155（H）×23（D）mm

重量 約540g

記録媒体 microSDカード

使用周波数 2400MHz～2483.5MHz

変調方式/干渉制御 GFSK/FHSS

スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式

データーレート 4Mbps

映像方式 MPEG-4

通信距離 最大約300m（見通距離）

工事設計認証番号 204-620043

TTC-No1M/No1MN

TTC-No1W
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デジタルHD無線シリーズ
100万画素 屋外の赤外線LEDカメラ

TTC-No1（MNR）-SET
TTC-No1（MR）-SET
TTC-No1R

250

155

23

RESET

DC IN 5V

RESET

TTC-No1R

89

75

203

TTC-No1M / TTC-No1MN

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ

 • 100万画素 デジタルＨＤ無線カメラセット

 • PIR製CCD搭載で画質が綺麗

 •最大無線到達距離300m（見通し）

 •スマホで遠隔監視が可能

 • micro SDカードは64GBまで対応

 •人感センサー

 •インターホン機能

 •配線不要、同時監視・録画対応

 •無線カメラ最大4台セット可能

 • 9インチモニターで録画再生可能

商品名 TTC-No1MR-SET TTC-No1（MNR）-SET
送信器 TTC-No1R

通信距離 最大約300m（見通距離）

イメージセンサー 1/4”カラーCMOS
有効画素数 H:1280　V:720
レンズ 3.6mm/F2.0
画角 水平約55度 / 垂直約30度

赤外線LED 24個（850nm）

赤外線LED到達距離 最大約20m
ホワイトLED ー

ホワイトLED到達距離 ー

旋回視野角度 ー

最低被写体照度
0Lux（赤外線撮影時）

3.5Lux（赤外線不作動時）

アンテナコネクター SMA（RE）

動作温度 -10度～40度

電源アダプター DC9V　600mA（Φ1.3 DCPコード）

消費電力 最大：460mA（赤外線・通話すべて使用時）

外形寸法 89（W）×75（H）×203（D）mm
重量 約278g
カメラケース材質 プラスチック

工事設計認証番号 204-620042
受信器 TTC-No1M TTC-No1MN

液晶モニター 9インチLCD（16：9）

外部映像出力 なし

解像度 800（H）×480（V）　RGB
内蔵バッテリー 連続稼動最大2.5時間 オプション

分割表示 1画面/4画面

LAN端子/WiFi 有/無

動作温度 ‐10度～40度

電源アダプター DC5V　2A（Φ2.1 DCPコード）

消費電力 750mA　最大：960mA
外形寸法 250（W）×155（H）×23（D）mm
重量 約540g
記録媒体 microSDカード

使用周波数 2400MHz～2483.5MHz
変調方式/干渉制御 GFSK/FHSS
スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式

データーレート 4Mbps
映像方式 MPEG-4
通信距離 最大約300m（見通距離）

工事設計認証番号 204-620043

TTC-No1M/No1MN

TTC-No1R
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デジタルHD無線シリーズ
100万画素 屋内用パンチルトカメラ 上下左右の監視可能 

TTC-No1（MNP）-SET
TTC-No1（MP）-SET
TTC-No1P

250

155

23

RESET

DC IN 5V

RESET

TTC-No1P

ON OFF

VOLUME

90

110

107

TTC-No1M / TTC-No1MN

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋内用パンチルトカメラ 上下左右の監視可能 
 •屋内用設置可能な夜間対応カメラ

 • 100万画素 デジタルＨＤ無線カメラセット

 • PIR製CCD搭載で画質が綺麗

 •最大無線到達距離300m（見通し）

 •スマホで遠隔監視が可能

 • micro SDカードは64GBまで対応

 •インターホン機能

 •配線不要、同時監視・録画対応

 •無線カメラ最大4台セット可能

 • 9インチモニターで録画再生可能

商品名 TTC-No1（MP）-SET TTC-No1（MNP）-SET
送信器 TTC-No1P

通信距離 最大約300m（見通距離）

イメージセンサー 1/4”カラーCMOS
有効画素数 H:1280　V:720
レンズ 3.6mm/F2.0
画角 水平約55度 / 垂直約30度
赤外線LED 10個（850nm）

赤外線LED到達距離 最大約7m
ホワイトLED ー

ホワイトLED到達距離 ー

旋回視野角度 水平約315度 / 垂直約140度

最低被写体照度
0Lux（赤外線撮影時）

3.5Lux（赤外線不作動時）

アンテナコネクター 一体式

動作温度 -10度～40度
電源アダプター DC5V　1A（Φ1.3 DCPコード）

消費電力 最大：230mA （赤外線・通話すべて使用時）

外形寸法 90（W）×110（H）×107（D）mm
重量 約276g
カメラケース材質 プラスチック

工事設計認証番号 204-620045
受信器 TTC-No1M TTC-No1MN

液晶モニター 9インチLCD（16：9）
外部映像出力 なし

解像度 800（H）×480（V）　RGB
内蔵バッテリー 連続稼動最大2.5時間 オプション

分割表示 1画面/4画面

LAN端子/WiFi 有/無
動作温度 ‐10度～40度
電源アダプター DC5V　2A（Φ2.1 DCPコード）

消費電力 750mA　最大：960mA
外形寸法 250（W）×155（H）×23（D）mm
重量 約540g
記録媒体 microSDカード

使用周波数 2400MHz～2483.5MHz
変調方式/干渉制御 GFSK/FHSS
スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式

データーレート 4Mbps
映像方式 MPEG-4
通信距離 最大約300m（見通距離）

工事設計認証番号 204-620043

TTC-No1M/No1MN

TTC-No1P
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デジタルHD無線シリーズ
100万画素 屋外の赤外線LEDカメラ

TTC-No1（MC）-SET
TTC-No1（MNC）-SET
WTW-No1C

250

155

23

RESET

DC IN 5V

RESET

WTW-No1C

71 101

71

TTC-No1M / TTC-No1MN

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ

 • 100万画素 デジタルＨＤ無線カメラセット

 • PIR製CCD搭載で画質が綺麗

 •最大無線到達距離200m（見通し）

 •スマホで遠隔監視が可能

 • micro SDカードは64GBまで対応

 •人感センサー

 •インターホン機能

 •配線不要、同時監視・録画対応

 •無線カメラ最大4台セット可能

 • 9インチモニターで録画再生可能

商品名 TTC-No1（MC）-SET TTC-No1（MNC）-SET
送信器 WTW-No1C

通信距離 最大約200m（見通距離）

イメージセンサー 1/4”カラーCMOS
有効画素数 H:1280　V:720
レンズ 3.6mm/F2.0
画角 水平約55度 / 垂直約30度

赤外線LED 24個（850nm）

赤外線LED到達距離 最大約20m
ホワイトLED ー

ホワイトLED到達距離 ー

旋回視野角度 ー

最低被写体照度
0Lux（赤外線撮影時）

3.5Lux（赤外線不作動時）

アンテナコネクター SMAP（専用アンテナ）

動作温度 -10度～45度

電源アダプター DC5V　1A（Φ1.7 DCPコード）

消費電力 最大：380mA（赤外線使用時）

外形寸法 71（W）×71（H）×101（D）mm
重量 約194g
カメラケース材質 アルミ合金

工事設計認証番号 204-520056
受信器 TTC-No1M TTC-No1MN

液晶モニター 9インチLCD（16：9）

外部映像出力 なし

解像度 800（H）×480（V）　RGB
内蔵バッテリー 連続稼動最大2.5時間 オプション

分割表示 1画面/4画面

LAN端子/WiFi 有/無

動作温度 ‐10度～40度

電源アダプター DC5V　2A（Φ2.1 DCPコード）

消費電力 750mA　最大：960mA
外形寸法 250（W）×155（H）×23（D）mm
重量 約540g
記録媒体 microSDカード

使用周波数 2400MHz～2483.5MHz
変調方式/干渉制御 GFSK/FHSS
スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式

データーレート 4Mbps
映像方式 MPEG-4
通信距離 最大約300m（見通距離）

工事設計認証番号 204-620043

TTC-No1M/No1MN WTW-No1C
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デジタルHD無線シリーズ
100万画素・スマホで遠隔監視が可能

WTW-No2（No1C+No2R）

25

115

WTW-No2R

87

Antenna Antenna
AV out

5V

Wireless Mini DVR

SD CARD

WTW-No1C
71 101

71

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •室内及び室外（軒下）にカメラを設置できます

 •デジタルHD無線カメラ・受信器セット

 •真つ暗な夜でも監視が可能

 •100万画素で監視・録画が可能

 •スマホで遠隔監視が可能

 •モーション録画にも対応

 •プラグ・アンド・プレイ対応

 •カメラ4台を同時録画が可能

 •無線送信距離最大200M ※見通し距離

 •※電波状況で変動します

商品名 WTW-No2
送信器 WTW-No1C

通信距離 最大約200m（見通距離）

イメージセンサー 1/4”カラーCMOS
有効画素数 H:1280　V:720
レンズ 3.6mm/F2.0
画角 水平約55度 / 垂直約30度

赤外線LED 24個（850nm）

赤外線LED到達距離 最大約20m
ホワイトLED ー

ホワイトLED到達距離 ー

旋回視野角度 ー

最低被写体照度
0Lux（赤外線撮影時）

3.5Lux（赤外線不作動時）

アンテナコネクター SMAP（専用アンテナ）

動作温度 -10度～45度

電源アダプター DC5V　1A（Φ1.7 DCPコード）

消費電力 最大：380mA（赤外線使用時）

外形寸法 71（W）×71（H）×101（D）mm
重量 約194g
カメラケース材質 アルミ合金

工事設計認証番号 204-520056

受信器 WTW-No2R

液晶モニター ー

外部映像出力 なし

解像度 800（H）×480（V）　RGB
内蔵バッテリー 無

分割表示 1画面/4画面

LAN端子/WiFi 有/無

動作温度 0～45度

電源アダプター DC12V
消費電力 DC5V/1A・3Wmax
外形寸法 115（W）×87（D）×25（H）mm
重量 約255g
記録媒体 SDカード

アンテナ端子 SMA-R-P（専用アンテナ）

接続端子 電源：Φ2.1DCJ　/　Lan端子

使用周波数 2400MHz～2483.5MHz
スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式

映像方式 MPEG-4
通信距離 最大約200m（見通距離）

工事設計認証番号 204-520381

WTW-No2R

WTW-No1C
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2400MHz アンテナ
2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ

WTW-ANT6

90

38

350

12

155

電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め

特徴 特徴

寸法図

寸法図

（単位:mm）

（単位:mm）

 • 2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ

 •ケーブル（約350mm）の先にN型コネクター装着済み

 • U字取付金具付属　※35～50mmポール用

 •寸法：90（W）×38（H）×350（D）mm
 •重量：約95g

 •電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め

 •サイズ：Φ12（一番太い部分）×155（長さ）mm
 •重量：約16g
 •利得：2.5dB
 • 【対応機種】

 •  WTW-TR23-SETの送受信機

 •  TTC-NO.1R
 •  TTC-NO.1W

WTW-ANT2418
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30345

168

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CLR ENT

Power

0

S
E
T

F

1

F

2

F
/
F

F
/
N

PRESET SWING

MENU AUX

GROUP TOUR

ON OFF

商品名 WTW-CNT256
基本性能

操作機能 パン/チルト・ズーム・電源・自動旋回・プリセット・グループ・ツアー・トレース

接続端子 AUXコントロールx 4（カメラ電源・ライト電源・AUX 1～2）

信号入力 RS-485

対応プロトコル D-MAX / Pelco-P / Pelco-D / Samsung-T

最大接続数 最大255台

【電源・本体・その他】

本体材質 プラスチック

本体配色 ブラック

本体外形寸法 303（W）×168（D）×45（H）mm　

本体重量 約800g

電源 DC12V / 1A

消費電流 最大約200ｍA

冷却ファン/保温ヒーター 無

周辺動作温度 -10℃～40℃

付属品 電源アダプター / マニュアル

PTZ 用 コントローラー
PTZカメラ用ジョイスティック型コントローラー

WTW-CNT256

特徴 仕様

 •パン/チルト、ズーム、フォーカス操作をリモートでコントロール 
 •3Axisジョイスティック、キーボードで操作 
 •最大255台まで制御が可能

 •RS485制御信号対応

 •PELCO-D，PELCO-Pプロトコル対応

 •カメラのOSD操作もコントローラーから可能 
 •ジョイスティックで簡単操作  
 •各ボーレートも設定が可能 
 •プリセット機能，グループ設定機能搭載 
 •※プリセット機能やグループ機能等が搭載されている

 •   カメラでも、制御できない場合もございます 
 •※ジュークボックスとコントローラーを接続する

 •   専用のデータ伝送ケーブルの長さは10mです 

寸法図
（単位:mm）
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コントローラー
ジョイスティックでズーム可能です

WTW-RM62

207

175

TELE 1 2 3

4 5 6

7 8 9

CLEAR 0 CAM

WIDE

FARNEAR

OPEN

CALL

TOUR

SHIFT MENU PGM AUX

CLOSE

SCAN

PRESET

108

121

55 15

OK

HD UTC Controller

商品名 WTW-CNT28
プロトコル PELCO-D，PELCO-P，その他

最大接続数 255台

信号入力 RS-485

受光機 無

受光機寸法 -
受光機重量 -
電源入力端子 Φ2.1DCJ
動作温度 周辺動作温度　0～40℃

外形寸法 207（W）×108（H）×175（D）mm　※コントローラー本体

重量 約550g
電源 DC12V　280mA

OSD設定 UTCコントローラー

特徴 特徴

仕様 仕様

寸法図

寸法図

（単位:mm）

（単位:mm）

 •ジョイスティックで簡単操作

 •最大255台まで制御が可能

 •PELCO-D，PELCO-Pプロトコル対応

 •RS485制御信号対応

 •各ボーレートも設定が可能

 •プリセット機能，グループ設定機能搭載

 •※プリセット機能やグループ機能等が搭載されているカメラでも、

 •制御できない場合もございます

 •※ジュークボックスとコントローラーを接続する専用のデータ伝送

 •ケーブルの長さは10mです

商品名 WTW-RM62

基本性能

操作機能 ズーム/ピント調節・カメラ設定操作

接続端子
入力：BNCP端子（カメラ側）

出力：BNCJ端子（DVR側）

信号入力 UTC

電源・本体
・その他

本体材質 プラスチック

本体配色 ホワイト

本体外形寸法 55（W）×121（H）×15（D）mm
本体重量 約90g
電源 単4電池 2本

 •AHDシリーズ楽々ズームカメラ専用 ズーム

 •OSD設定 UTCコントローラー

 •据付の監視モニターを見ながら楽々ズーム機能でズームイン/
 •アウト・ピント調節操作が可能 
 •カメラの設定画面（OSD）も操作できるので、設置後の設定も楽々 
 •カメラの映像線を利用して操作するので別配線の敷設が入りません

WTW-CNT28



※予告なく形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp  株式会社　塚本無線 17

中距離赤外線掃射器
赤外線最大掃射距離が20ｍ

WTW-F4W

65

5565

75

5575

赤外線最大掃射距離が25ｍ

特徴 特徴

寸法図 寸法図（単位:mm） （単位:mm）

 •屋外設置可能タイプ

 •中距離赤外線掃射器 
 •掃射角度は約45度

 •赤外線LEDは赤く光ります

 •赤外線最大掃射距離が20m

 •屋外設置可能タイプ

 •中距離赤外線掃射器 
 •掃射角度は約45度

 •赤外線LEDは赤く光ります

 •赤外線最大掃射距離が25m

WTW-F3W

商品名 WTW-F3W
赤外線LED 高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 3個搭載

赤外線掃射距離 最大約20m
赤外線掃射角度 約45度

接続端子 電源：Φ2.1DCJ
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ65×55（D）mm
重量 約235g
電源 DC12V　/　約430mA

商品名 WTW-F4W
赤外線LED 高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 4個搭載

赤外線掃射距離 最大約25m
赤外線掃射角度 約45度

接続端子 電源：Φ2.1DCJ
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ75×55（D）mm
重量 約290g
電源 DC12V　 / 　約610mA

仕様 仕様
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中距離赤外線掃射器
赤外線最大掃射距離が50ｍ

WTW-F6W

85

5585

100

85151

赤外線最大掃射距離が40ｍ

特徴 特徴

寸法図 寸法図（単位:mm） （単位:mm）

 •屋外設置可能タイプ

 •中距離赤外線掃射器 
 •掃射角度は約45度

 •赤外線LEDは赤く光ります

 •赤外線最大掃射距離が約50m
 •高密度LED搭載

 •屋外設置可能タイプ

 •中距離赤外線掃射器 
 •掃射角度は約45度

 •赤外線LEDは赤く光ります

 •赤外線最大掃射距離が約40m
 •高密度LED搭載

WTW-F12WM

商品名 WTW-F12WM
赤外線LED 高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 12個搭載

赤外線掃射距離 最大約50m
赤外線掃射角度 約45度

接続端子 電源：Φ2.1DCJ
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 151（W）×85（H）×100（D）mm
重量 約915g
電源 DC12V　/　約1750mA

商品名 WTW-F6W
赤外線LED 高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 6個搭載

赤外線掃射距離 最大約40m
赤外線掃射角度 約45度

接続端子 電源：Φ2.1DCJ
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 Φ85×55（D）mm 
重量 約390g
電源 DC12V / 約830mA

仕様 仕様
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中距離 赤外線掃射器
850nm/940nm 赤外線LED 66 個搭載

61

65

91

赤外線LEDが見えにくい

商品名 WTW-F6685 WTW-F6694
赤外線LED Φ5mm LED 850nm 66個 Φ5mm LED 940nm 66個

赤外線周波数 850nm 940nm
赤外線LED掃射距離 最大約 40m 最大約 30m

赤外線LED監視距離
最大約20m　 最大約15m
※カメラの感度により監視距離は変動します

掃射角度 30度

周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法
61（W）×65（H）×91（D）mm　
※外形寸法には取付金具含んでおりません

重量 約254g　※重量には取付金具は含んでおりません

電源 DC12V　 / 　約550mA
消費電力 約6.6W

特徴

寸法図
（単位:mm）

WTW-F6685
WTW-F6694

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

 •                    赤外線最大掃射距離： 約40m
 •WTW-F6694: 940nm 赤外線 LED 66 個搭載

 •                    赤外線LEDが見えにくい

 •                    赤外線最大掃射距離： 約30m
 •天井・壁用取付けブラケット付属
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屋内外用 赤外線投光器
赤外線 LED 132個搭載

WTW-F2485

12587.5

91
149

142.4 195.4

赤外線最大掃射距離が100m

特徴 特徴

寸法図
寸法図（単位:mm）

（単位:mm）

 •屋内・外設置可能

 •暗くなると赤外線LEDが自動で点灯

 •WTW-F13285：850nm 赤外線 LED 132個搭載

 •WTW-F13294：940nm 赤外線 LED 132個搭載

 •赤外線LEDが見えにくい

 •WTW-F13285：赤外線最大掃射距離：50m
 •WTW-F13294：赤外線最大掃射距離：35m
 •天井・壁用取付けブラケット付属

 •屋内外設置可能　赤外線投光器

 •防水ハウジング・ポリカーボンガラスで強化

 •パワフル赤外線 LED 850NM 24個搭載

 •赤外線最大掃射距離約100m
 •防水規格（IP66）相当

 •光センサー及びファン内蔵

 •暗くなると赤外線 LED が自動で点灯

WTW-F13285/F13294

商品名 WTW-F13285 WTW-F13294
赤外線LED Φ5mm LED 850nm 132個 Φ5mm LED 940nm 132個

赤外線掃射距離 最大約 50m 最大約 35m
赤外線掃射角度 約30度 約45度

接続端子 電源：Φ2.1DCJ
周辺動作温度 -10℃～50℃

動作湿度 90％以下 ※結露なきこと

外形寸法
87.5（W）×91（H）×125（D） mm　
※外形寸法には取付金具含んでおりません

重量 約464g　※重量には取付金具は含んでおりません

電源 DC12V　/　約1050mA
消費電力 約12.6W

商品名 WTW-F2485
赤外線LED スーパーパワー 850nm　24個

赤外線掃射距離 最大掃射約100m

赤外線掃射角度 60度

接続端子 特殊コネクター

周辺動作温度  －10℃～45℃

動作湿度  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2.3Kg

電源  DC12V 約2500mA

消費電力 約30W

仕様 仕様
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32

144

125

小型軽量 4 映像分割器
軽量・コンパクトなシンプルタイプ

WTW-PQ402
WTW-PQ402R

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •小型軽量 4 分割器

 •1～4分割で見れます

 •最大4監視カメラを同時に確認できます

 •1台のカメラを一画面で見ることができます

 •簡単メニューで操作ができます

 •モーションセンサー搭載

 •1画面・4画面・PIP（2～3画面）

 •順次切替表示（スイッチング）機能搭載

 •WTW-PQ402Rタイプはリモコン付属です

商品名 WTW-PQ402 WTW-PQ402R
映像入力 / 出力 NTSC （ 1Vp-p / 75Ωコンポジット信号 ）

有効表示画素数 35万画素

動画方式 30 FPS
入力端子 カメラ入力：BNCJ×4   電源入力：2.1ΦDCJ
出力端子 モニター出力：BNCJ×1

リモコン 無 有

音声 無

ループ回路 無

動作温度 0℃～40℃

外形寸法 144（W）× 125（D） × 32（H）mm
重量 約 394g
電源 DC12V  約 394 mA
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小型 7 インチ液晶モニター 
12V駆動 フルハイビジョン小型7インチ液晶モニター

WTW-L7H

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •小型の7インチ液晶モニター 
 •HDMI接続可能な1080P高画質表示 
 •アナログRCA接続も可能 
 •DC12Vで稼動するので車でもご利用が可能なので、

 •バックカメラ用モニターとしてもご利用になられます 
 •スピーカーも搭載しているので音声も出力可能 
 •※バックカメラ自体は付属しておりません 

121

179 22

MENUMONITOR CH1 CH2 HDMI

商品名 WTW-L7H
画面サイズ 7インチ

表示
解像度

RCA入力時 RCA入力時   800×480

HDMI入力
時 

1024×768    60Hz 1920×1080  P30

1280×800    60Hz 1920×1080  I50

1280×1024  60Hz 1920×1080  I60

1920×1080  50Hz 1920×1080  60Hz 

横比率 16：9 / 4：3

映像・音声入力
映像：HDMI・RCAJ   音声：RCAJ

※HDMI接続の場合音声はHDMIから入力されます。

スピーカー モニター背面 2個

USB この機種ではご利用いただけません。

メニュー言語 日本語対応

映像形式 標準 / 映画 / ECO / ユーザー設定 / 鮮明

映像設定 明るさ  /  コントラスト  /   色彩  /   シャープネス※それぞれ0~100まで設定可能

色温度 標準 / warm / ユーザー設定 / cool

音声設定
音量：0～100段階設定可能   バランス：-50～50段階設定可能　
デフォルト0 自動音量調整：オン / オフ

背景透明度 オフ / 低 / 中 / 高

BlueScreen オフ / オン

ACCライン オフ / オン

ACCディレイ（秒） オフ / 1～10秒で設定可能

本体材質 プラスチック

本体配色 黒

外形寸法 179（W）×121（H）×22（D）mm

重量 約481g

電源 DC12V 約122mA（電源OFF時）　約480mA（電源ON時）

周辺動作温度 0～40度

付属品 リモコン
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20.7インチ液晶モニター
PC・DVR用20.7インチワイド液晶モニター

LCD-MF211ESB

352

457.92 48.3

257.58

100

490

178100

MENU INPUT POWER

DVI VGAHDMIAUDIO
IN

EAR
PHONE

DH-HD14EL20/RS 
（オプション）

特徴 仕様

HDMI ケーブル

寸法図
（単位:mm）

 •ブルーライトを最大約76％カット

 •20.7インチワイド液晶ディスプレイ

 •HDMI・DVI-D入力対応の液晶ディスプレイ

 •D-Sub15pin入力対応の液晶ディスプレイ

 •アームの取付けが可能なVESA規格

 •最大23W、省電力モード時0.4W以下の低消費電

 •節電をサポートするECOステップ機能搭載

 •色温度「6500K、7200K、9300K、sRGB」に対応

 •※モニター単体の画面分割機能は搭載しておりません

 • 4K2K、3DフルHD対応

 • HIGH SPEED with Ethernet認証

 • HDMIケーブル（カテゴリー2）

 • HEC（HDMIイーサネットチャンネル）に対応

 • ARC（オーディオリターンチャンネル）対応

 • 1本のケーブルで双方向通信を実現

商品名 LCD-MF211ESB
画面サイズ 20.7型 Wide TFT ワイドLED / 非光沢パネル

最大表示面積 457.92（W）×257.58（H）mm

最大表示解像度 1920×1080 （フルHD）

画素ピッチ 0.2385（H）mm×0.2385（V）mm 

最大表示色 1677万色相当（疑似フルカラー）

標準視野角度 上下 160°  左右 170°

コントラスト比 1000:1（DCE機能on時5,000,000:1）

最大輝度 250cd/m²

応答速度 5ms

水平周波数 24.8～80.0（kHz）

垂直周波数 56.3～75.0（Hz）

入力信号 アナログRGB （Mini D-sub15）×1,デジタルTMDS （DVI-D）×1, HDMI端子×1

パワーマネージメント VESA DPM互換

プラグ＆プレイ機能 VESA DDC2B

画面コントロール 日本語/英語　OSD

スピーカー ステレオスピーカー2基（1.0W+1.0W）搭載・ステレオミニジャック φ3.5

消費電力 最大23W（待機モード時：0.4W以下）

電源 AC100V 50/60Hz（電源内蔵）

重量 約3.0kg（スタンド含む）

外形寸法 490（W）×178（D）×352（H）mm

チルト角 上: 20°　下: 5°

VESAマウント
インターフェース

100mm
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WTW-BR3B

128

72118

液晶モニター用 VESAブラケット
スライド式で簡単にモニターを脱着可能

WTW-BR51T

WTW-BR51T

120

120

360~1200

商品名 WTW-BR3B
材質 鉄

設置場所 壁面

マウント本体
固定角度

上下65～90度　左右30～150度
※設置するモニター・環境により異なります

取付け方式
壁面にベースをビス固定し、スライド部を
モニターに取付けて脱着

VESA規格 75×75 / 100×100 / 200×100 mm

耐重量 最大約8kg 

推奨モニターサイズ 10～26インチ

外形寸法 118（W）×72（D）×128（H）mm

重量 約435.5g

商品名 WTW-BR51T
材質 鉄

設置場所 天井面　※吊下げ

マウント本体
固定角度

上10度　下45度　左右25度
※設置するモニター・環境により異なります

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 75×75mm / 100×100mm

耐重量 最大約25kg　　

推奨モニターサイズ 10～32インチ

外形寸法 120（W）×120（D）×360～1200（H）mm

重量 約1.3kg

角度調整可能なVESAマウントブラケット

特徴 特徴

寸法図 寸法図（単位:mm） （単位:mm）

 •液晶モニター壁面取付用マウント

 •スライド式で簡単にモニターを脱着可能

 •モニター側と壁面にマウントを取付けて

 • VESA規格 75×75 / 100×100mm 対応

 •角度調整可能なVESAマウントブラケット

 •液晶モニター天井面取付用マウント

 •天井吊下げ式VESAブラケット

 • VESA規格 75×75 / 100×100mm 対応

 •取付角の調整範囲は 上10度　下45度　左右25度

 • 10～32インチモニター対応 

WTW-BR3B

仕様 仕様
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液晶モニター用 VESAブラケット
液晶モニター天井/壁面取付用マウント 

WTW-BR84

100
370

100

175150

-10° 180°
230°

100

100

500~800

100

100

220 100

225

WTW-BR83

WTW-BR82

-10°
±20°

90°

180°

商品名 WTW-BR82 WTW-BR83
本体材質 鉄・プラスチック アルミニウム

本体配色 ブラック

設置場所 天井 壁面

マウント本体
固定角度

上下20度 上下10度 左右90度

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 100×100mm

推奨モニターサイズ 12～22インチ

耐重量 最大約15kg 最大約10kg

外形寸法
100（W）×500～800（H）×
220（D）mm

100（W）×100（H）×225（D）
mm

重量 1.7kg 520ｇ

商品名 WTW-BR84
材質 アルミニウム

本体配色 ブラック

設置場所 壁面

マウント本体
固定角度

上下10度

取付け方式 ビスで固定

VESA規格 100×100mm

推奨モニターサイズ 12～22インチ

耐重量 最大約10kg

外形寸法 100（W）×100（H）×370（D）mm

重量 700ｇ

壁面取付二段階可変アーム式VESAマウント

特徴 特徴

寸法図

寸法図

（単位:mm）

（単位:mm）

 • 12～22インチモニター対応

 • VESA規格 100×100mm対応

 •WTW-BR82: 天吊アーム式 VESAマウントブラケット 
 •ポールの長さ調節可能12～22インチモニター対応

 •上下20度の角度調節が可能     耐重量 最大15kgまで

 • WTW-BR83: 壁面取付アーム式 VESAマウントブラケット 
 •上下10度の角度調節が可能     耐重量 最大10kgまで

 •液晶モニター壁面取付二段階可変アーム式 VESAマウントブラケット

 •12～22インチモニター対応

 •VESA規格 100×100mm対応

 •上下10度の角度調節が可能

 •二段階可変アームなので角度・奥行き調節が可能

 •壁面取付アーム式

 •耐重量 最大10kgまで

WTW-BR82/BR83

仕様 仕様

WTW-BR83

WTW-BR82
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3.5インチ液晶モニター
AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM2A

180

98 30

3.5”

LI
G

H
T

A
V

 IN
 1

2V
 O

U
T

D
C

5V
 IN

O
F

F
O

N

DCCHARGE LIGHTMENU

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •3.5インチモニター AHDカメラ用モニター

 •AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用 
 •バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能

 •LANケーブルテスター機能を搭載しています

 •LEDライトを右側面に搭載しています

 •軽量で小型なので 設置工事も楽です

商品名 WTW-TM2A

ハード
ウェア
性能

映像入出力性能

映像入力
1チャンネルAHD入力（BNC端子）
1チャンネルアナログ入力（BNC端子）
専用ケーブルで使用

【インターフェイス】

ディスプレイ 3.5インチモニター   640（RGB）×480

ネットワーク WiFi　　10/100M RJ45×1ポート

音声端子
1チャンネルのオーディオ入力×1     
内蔵スピーカー出力×1

電源出力端子 DC12V：最大400mA電源出力（カメラ用）

ソフト
ウェア
性能

機能一覧

設定画面
（OSDメニュー）

英語

本体

電源・カメラ本体・その他

本体材質 プラスチック

本体配色 ブラック

本体外形寸法 98（W）×30（D）×180（H）mm

本体重量 205g（本体のみ）

電源
充電：DC5V/2A
3.7V　2600mAhリチウムバッテリー搭載

周辺動作温度 -10℃～50℃

付属品 テスト用ケーブル・ケーブルテスター・電源アダプター
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7インチ液晶モニター
HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM6HAPC

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応

 •ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応

 •多種多彩な場面にも応えます

 •本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター

 •HDMI入力に対応し、モニターがない環境下での

 •DVR設置も発揮します

 •Onvif・PoEにも対応

 •LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能

 •バッテリー内蔵でどこでも使用可能

 •ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所で

 •ネットで調べることができます。

 •軽量で小型なので 設置工事も楽です

 •日本語対応で操作も楽です

52

231

172 7”

HDMI OUT

UTP/SCAN
IN OUT
AUDIOPSE INLANDC 5V/21/OUT

DC 
12V/IN

DC 12V
2A/OUT

micro SD

AHD CVI TVI

OUT-VIDEO-IN

SCAN

HD IN

DC 12V 2A/OUT

SDI IN

TESTER
IP CAMERAR TESTER

WiFi

MENU

OPEN

ENTER

CLOSE
RETURN

FAR NEAR

TELE WIDE

商品名 WTW-TM6HAPC

映像
入出
力性
能

映像入力

1チャンネルSDI入力（BNC端子） 720p　60fps / 1080p　
30fps / 1080i　60fps対応 
1チャンネルCVI入力（BNC端子） 720p　
25・30・50・60fps / 1080p　25・30fps対応

1チャンネルTVI入力（BNC端子） 720p　25・30・50・
60fps / 1080p　25・30fps対応 
1チャンネルAHD入力（BNC端子）720p　25・30fps / 1080p　25・30fps対応 
1チャンネルBNC入力と１チャンネルBNC出力  NTSC/PAL（音声アダプター）

IPカメラタイプ
ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-
2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・ Tiandy TD-NC9200S2・
Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー

イン
ター
フェイ
ス

ディスプレイ 7インチタッチスクリーン, 解像度1024（RGB）×600
ネットワーク WiFi 10/100M RJ45×1ポート

映像端子
1チャンネルHDMI入力（1080Pまで対応）

1チャンネルHDMI出力（1080Pまで対応）

音声端子
1チャンネルのオーディオ入力×1
1チャンネルのオーディオ出力×1（ヘッドホンと接続します）

制御端子
PTZ：RS232/RS485対応・バンド・600-115200bps・30以上の
プロトコルとの互換性（例：PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・
Yaan・など）

電源端子

DC12V：2A電源出力（カメラ）

PoE対応LAN：48V電源出力・最大電源24W
USB端子：5V 2A出力のみ（データー不可）

機
能
一
覧

設定画面
（OSDメニュー）

日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等
（許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能）

ビデオレベルメータ
ー

CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、
カラーバーストクロマレベル測定

画像ズーム機能 アナログ又はＩＰカメラに対応

静止画・ビデオ録
画と再生

現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します

写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します

※PC等の別の端末での再生はできません

カラーバージェネレ
ーター

テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラー
バービデオ信号（赤、緑、青、白黒）

UTP
ケーブルテスト

画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 
画面上の数字を読み込み

データーモニター
コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析し
て数進を送信することが可能

ネットワークテスト
IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 
迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索

ケーブルトレーサー オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索

PoE/PSE電圧テスト PoEスイッチ電圧とディスプレーのピン構成

自動電源OFF １～30（分）

電源
・カメ
ラ本
体・そ
の他

本体材質 プラスチック

本体配色 ブラック ※ラバーグリップは青色

本体外形寸法 231（W）×172（H）×52（D）mm
本体重量 1.26kg

電源

外部電源：DC12V/5A
7.4V　6500mAhリチウムバッテリー搭載

（7～8時間の充電完了後、16時間使用可能）

周辺動作温度 -10℃～50℃
付属品 テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター
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小型で高性能なコンデンサーマイク 天井取付型検知機型集音マイク

WTW-C06/C06B WTW-C8SW/C8KM

WTW-C06B

WTW-C8KM

WTW-C06

WTW-C8SW

小型集音マイク

WTW-C06 WTW-C06B

7.5

6.5

61

11

4320

49.5

88

WTW-C8KMWTW-C8SW

10588.5 15 105

14.3

49.527.4

特徴

特徴

仕様

仕様

WTW-C8NC

高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク

WTW-C06B

商品名 WTW-C06 WTW-C06B
マイクロフォン コンデンサーマイク

音声出力コネクター RCAJ端子

電源入力コネクター Φ2.1DC ジャック

電源 DC12V　110mA
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法
マイク本体部分：
7.5（W）× 61（D）× 6.5（H）mm  
マイク先端部分：Φ6.5mm

マイク本体部分：
20（W）× 43（D）×11（H）mm

重量 約15g 約24g

商品名 WTW-C8SW WTW-C8KM
マイクロフォン コンデンサーマイク

音声出力コネクター RCAJ端子

電源入力コネクター Φ2.1DCジャック

電源 DC12V　110mA
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 88.5（W）×15（D）×88（H）mm Φ105（W）×49.5（H）mm
重量 約63g 約120g

商品名 WTW-C8NC
マイクロフォン コンデンサーマイク

音声出力コネクター RCAJ端子

電源入力コネクター Φ2.1DCジャック

電源 DC12V　110mA
周辺動作温度 -10℃～50℃

外形寸法 マイク本体部分：27.4（W）×49.5（D）×14.3（H）mm
重量 約30g

 • WTW-C06: 先端部分は直径6.5mmの超小型マイク

 • WTW-C06B: 両面テープで固定が可能・音声も録音するときに最適

 •商談の記録・現場の状況把握に最適

 •カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です

 • ※基板ユニットに直接配線が接続されておりますので、取り扱いには十分に御注意ください

 •検知機型/スイッチ型カモフラージュ集音マイク

 •集音能力に優れたコンデンサーマイク搭載

 •商談の記録・現場の状況把握に最適

 •カメラと別の場所に設置すれば より近い場所からの集音が可能です

WTW-C06

 •ノイズキャンセラー搭載の集音マイク

 •周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク

 •小型ボックスタイプの集音マイク

 •商談の記録・現場の状況把握に最適

 •マイクを2個搭載しています。

 •カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
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AHD→HDコンバーター 映像信号変換器
AHD・CVBS映像信号をHDMIとCVBSに同時出力可能な変換器 

WTW-MAC02

60

103 26.5

HD Analog to
Digital/CVBS

Converter

Digital
Output

Analog
Output

HD Analog
Input

Loop
Output

Switch setting
Off
On

Use the loop output
Do not use loop output

R
G

Power On
Video Input

DC 12V
Input

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •AHD・CVBS映像信号をHDMIとCVBSに同時出力可能

 •な映像変換器 
 •高画質で信号の損失なしで映像変更可能 
 •サージ保護回路内蔵 
 •LoopOut端子はUTC制御が可能なので対応

 •リモコンでOSD操作が可能

 •※RS485信号は非対応 
 •AHDカメラを直接TVに映す時の必須アイテム 
 •DC12Vの専用電源アダプターを付属

 •アルミ材質の小型ケースを使用 

商品名 WTW-MAC02

ハード
ウェア
性能

映像入出力性能

映像入力 AHD/CVBS入力 BNC-F 75Ω

映像入力解像度 AHD入力：1280x720 / 1920x1080

映像出力
HDMI出力：HDMI A Type     ループアウト出力：BNC-F 75Ω
アナログ出力：BNC-F 75Ω

映像出力解像度
HDMI出力：1280x720, 1920x1080
ループアウト出力：1280x720, 1920x1080

本体

電源・カメラ本体・その他

本体材質 アルミニウム

本体配色 ブラック

本体外形寸法 103（W）×60（H）×26.5（D）mm

本体重量 約120g

電源 DC12V / 150mA

周辺動作温度 -10℃～50℃

付属品 電源アダプター
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ダミーカメラ
屋内外設置赤外線ダミーカメラ

148

83

86

暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯

夜間は特殊LED 2個搭載・強力掃射 防犯灯のダブル効果ダミーカメラ

商品名 WTW-DMW49
設置場所 屋内・外用（天井・壁面）

動作ランプ ホワイトLEDが点灯 ※暗くなるとLEDが点灯します

ホワイト LED Ф21 特殊LED 2個　 60度

本体配色 黒

外形寸法 103（W） × 162（D） ×101（H）mm
重量 約 645g
電源 DC12V　約 220mA
付属品 AC アダプター ・ ケーブル10m ・ 防犯ステッカー

WTW-DMW49

 •夜間はホワイトLEDが常時点灯

 •本格的な作りで見破られにくい設計

 •ダミーカメラ ＋ 防犯灯のダブル効果で威嚇効果抜群

103 162

101

64

66 111

WTW-DMR27IR

商品名 WTW-DMR45IR
設置場所 屋内・外用（天井・壁面）

動作ランプ 無

LED 5mm LED 42個　850nm
本体配色 黒

外形寸法 86（W）×83（H）×148（D）mm ※寸法には取付金具は含みません

重量 約710g  ※取付金具含む

電源 DC12V　 / 　約150mA
付属品 防犯ステッカー

商品名 WTW-DMR27IR
設置場所 屋内 ・ 外用（ 壁 ・ 天つり ）
動作ランプ 暗くなった時だけLEDは点灯します

LED 特殊 LED 6個　850nm
本体材質 アルミニウム

本体配色 ブラック・ホワイト

外形寸法 66（W）×111（D）×64（H）mm ※寸法には取付金具は含みません

重量 約250g　※取付金具含む

電源 DC12V
付属品 ダミーカメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

WTW-DMR45IR

 •WTW-DM27 から、カメラユニットを抜いただけのダミーカメラ

 •WTW-DMR27IR: 夜間赤外線LEDが点灯するギミックが搭載  •本物のカメラケースを使用

 •取付金具つきなので壁・天井に設置可能
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屋外用　ダミーカメラ

75 118

7564

66 111

小型カメラ・壁面でも天井面でも取付可能 中型カメラ・壁面でも天井面でも取付可能

 •大型ダミーカメラ

 •本物のハウジングに本物のレンズを使用しています

 •威嚇効果バツグン

 •レンズもハウジングも取付台も本物なので、見た目は本物のカメラです

 •本物のカメラケースを使用

 •取付金具つきなので壁・天井に設置可能

 •WTW-DM27 から、カメラユニットを抜いただけのダミーカメラ

 •取付金具つきなので壁・天井に設置可能

299100

122

商品名 WTW-DMY43
設置場所 屋内・外用（天井・壁面）

動作ランプ 無

本体配色 黒

外形寸法 Φ75（W）×118（H）mm
重量 約530g
電源 無

付属品 防犯ステッカー

商品名 WTW-DM27
設置場所 屋内 ・ 外用（ 壁 ・ 天つり ）
動作ランプ 無

本体材質 アルミニウム

本体配色 ブラック・ホワイト

外形寸法 66（W）×111（D）×64（H）mm ※寸法には取付金具は含みません

重量 約200g　※取付金具含む

電源 無

付属品 ダミーカメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

商品名 WTW-DMH120
設置場所 屋内・外用（壁付け用）

動作ランプ 無

本体配色 オフホワイト

外形寸法 100（W） × 299（D） × 122（H）mm

重量 約1.15kg

電源 －

付属品 取付金具・防犯ステッカー

レンズもハウジングも取付台も本物なので、見た目は本物の高級ダミーカメラ

WTW-DMH120

WTW-DMY43WTW-DM27
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屋内用　ダミーカメラ

前面のLEDが点滅ホワイトダミーカメラ

WTW-DMD108

130

110

118

75

オートアイリスレンズ搭載・高級ダミーカメラ

WTW-DMB82

57 148

51

51 130

51

 •単 3 電池 2 本で前面の LED が点滅

 •さりげない形での威嚇

 •小型ドームのダミーカメラ ・ 屋内使用可能

 •単 3 電池 2 本で赤いランプが点滅します

 •本物で内部の基板をなくしただけ

 •レンズも本物です
 •屋内用・高級ダミーカメラ

 •単 3 電池 2 本で後部の LED が点灯

屋内小型ドームダミーカメラ

WTW-DMD33

屋内仕様のダミーカメラ

WTW-DMB16

商品名 WTW-DMB82
設置場所 屋内用

動作ランプ 無

取り付け 据え置き / 壁つけ / 天つり 可能

本体配色 アイボリー

外形寸法 51（W） ×51（D）× 130（H）mm

重量 約186g

電源 無

付属品 本体・取り付けブラケット・防犯ステッカー（御選びいただけません）

商品名 WTW-DMB16
設置場所 屋内用（壁・天つり ）
動作ランプ 後部 赤色ランプ点灯 ・ ランプの ON/OFFスイッチ付き

色 シルバー （ アルミボディ ）
外形寸法 57（W）×148（D）× 51（H）mm
重量 約 235g
電源 単 3 電池1.5V × 2本
付属品 取付金具・防犯ステッカー

商品名 WTW-DMD33
設置場所 屋内用（ 天井設置 ）

動作ランプ 赤色ランプ点滅

本体配色 ボディ部：クリーム    カバー部：スモーク

外形寸法 130（W） ×110（H）mm

重量 約 210g

電源 単 3 電池1.5V　×　2本

付属品 防犯ステッカー

商品名 WTW-DMD108
設置場所 屋内用（ 天井設置 ）

動作ランプ 赤色ランプ点滅

本体配色 黒

外形寸法 Ф118 × 75（H） mm

重量 約 140g

電源 単 3 電池1.5V　×　2本

付属品 防犯ステッカー
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142

390

115

147

373

115

屋外中型サイズのハウジング
全天候型 業務用ハウジングケース ・ RoHS / CE 承認商品

WTW-HA16FH

商品名 WTW-HA14
材質 アルミニウム

設置場所 屋外・内

外形寸法 142（W）× 390（D）×115（H）mm

最大カメラ寸法 90（W）× 215（D）× 75（H）mm

冷却ファン 無

ヒーター 無

重量 約1.2kg

電源 無

規格 RoHS

商品名 WTW-HA16FH
材質 鉄・アルミニウム

設置場所 屋外・内

外形寸法 147（W）×373（D）×115（H）mm

最大カメラ寸法 83（W）×190（D）×80（H）mm

冷却ファン 40度でON / 30度でOFF

ヒーター 10度でON / 25度でOFF

重量 約1.29kg

電源 DC12V

規格 RoHS

特徴 特徴

寸法図 寸法図
（単位:mm） （単位:mm）

 •アルミニウム製で軽量・丈夫

 •取付ブラケットは、WTW-BR294 に対応

 •RoHS / CE 承認商品

 •最大カメラ寸法: 90（W）×75（H）×215（D）mm

 •アルミニウム製なので軽量で丈夫

 •取付ブラケットは、WTW-BR294 に対応

 •RoHS / CE 承認商品

 •ファン・ヒーター付き

WTW-HA14

仕様 仕様

-40° 70°
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ドーム型野外ハウジング
PSE認証取得商品

WTW-HAD23FH SMOG
WTW-HAD23FH CLEAR

252

328

318

WTW-HAD23FH SMOG

WTW-HAD23FH CLEAR

特徴

仕様
寸法図

（単位:mm）

 •ファン・ヒーター付き

 •内寸　200（W）×200（D）×180（H）mm
 •WEBカメラ収納スペースを確保

 •壁設置用 
 •PSE認証取得商品

商品名 WTW-HAD23FH SMOG/CLEAR
材質 鉄 ･ プラスチック ･ アセタル

設置場所 屋外・内

外形寸法 Ф252× 328（D） × 318（H） mm

最大カメラ寸法 Ф200 × 200（D）×180（H） mm

重量 約 3.1kg

電源 AC100V （ PSE ）

規格 無
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カメラ基台
壁面取付タイプ  ハウジング用ブラケット

84

294

252.5

190 100

WTW-BR122

天井吊下げタイプのハウジングブラケット

RoHsRRRRRooooRRooRRRoRooRRRRoRRRRRRoRRoRRRRooooRooRoRRooRoRRooRRRoRoRoooRoRRoR HHHHssHsssHsHHHHssssHssHssssHssssHHssHsHHHHsHsssHHsssHHsHsHsHsHHHHsssHssHsRoHsRoHs

商品名 WTW-BR294
材質 アルミダイキャスト

設置場所 壁

外形寸法 84（W）×294（D）×138（H）mm

重量 400g

耐重量 約10kg

規格 RoHS

特徴

寸法図
（単位:mm）

 •軽量 ・ 丈夫なカメラハウジング用ブラケット

 •耐重量 10kg の強力タイプ

 •RoHSの承認商品

仕様

WTW-BR294

商品名 WTW-BR122
材質 鉄

設置場所 天井（吊下げ設置）

外形寸法 190（W）×100（D）× 252.5（H）mm

重量 約700g

耐重量 約 2.8kg

規格 無

仕様

特徴

寸法図
（単位:mm）

 •天井吊下げタイプのハウジングブラケット

 •垂直方向の設置角度は水平～-70度まで調整可能

 •WTW-HA12 / WTW-HA16 / WTW-HA16FH 対応ハウジング
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カメラ基台
屋内・外用カメラブラケット・RoHSの承認商

WTW-P019

114

45

182

168

75

277

90

63

138

118

WTW-P018

商品名 WTW-P019
材質 アルミダイキャスト

設置場所 Φ70～120mm / Φ120～230mmパイプ

外形寸法 75（W）×277（D）×168（H）mm

重量 約 2.4kg

耐重量 約20kg

規格 RoHS

商品名 WTW-P018
材質 アルミダイキャスト

設置場所 Φ50～130mmパイプ

外形寸法 45（W）×182（D）×114（H）mm

重量 約 1.2kg

耐重量 約20kg

規格 RoHS

 •アルミニウム製で軽量・丈夫

 •138mmタイプ

商品名 WTW-BR11
材質 アルミニウム

設置場所 壁・天井

外形寸法 Φ63×90（H）mm

重量 約700g

耐重量 約84g

規格 RoHS

商品名 WTW-BR16
材質 アルミニウム

設置場所 壁・天井

外形寸法 Φ118×138（H）mm

重量 約276g

耐重量 約84g

規格 RoHS

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置

WTW-BR11 WTW-BR16

 •WTW-BR294専用ポール取付マウント

 •Φ50～130mmのポールに対応

 •RoHSの承認商品

 •WTW-BR294専用ポール取付マウント

 •Φ70～120mm / Φ120～230mmパイプに対応

 •RoHSの承認商品

 •小型ブラケット ・ 90mmタイプ

 •RoHS 承認商品
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伸縮タイプ カメラ基台
カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置

WTW-BR85150

116

85
0~

15
00

115

45
0~

70
0

WTW-BR 4570

商品名 WTW-BR4570
材質 アルミニウム

設置場所 天井

外形寸法 Ф115×450～700（H）mm

重量 約800g

耐重量 約10kg

規格 RoHS

商品名 WTW-BR85150
材質 アルミニウム

設置場所 天井

外形寸法 Ф116×850～1500（H）mm

重量 約1.2kg

耐重量 約10kg

規格 RoHS

 •アルミニウム製で軽量・丈夫

 •450~700mm伸縮タイプ

 •RoHS 承認商品

 •アルミニウム製で軽量・丈夫

 •850~1500mm伸縮タイプ

 •RoHS 承認商品
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防犯カメラ用電源アダプター
PSE認証・CE安全規格・RoHS

WTW-AD1215

33.5

25

1.5m 45.2mm

51

26

1.5m 1.6m70.5mm

52.5

30.8

1.5m 1.2m116mm

WTW-AD121

WTW-AD125C

商品名 WTW-AD121
最大出力電力 12W
入力電圧 AC100~240V
入力電流 0.3A
出力電圧 DC12V
出力電流 最大1A
ACケーブル長 無

DCケーブル長 1.5m
外形寸法  33.5（W）× 25（D）× 45.2（H）mm ※本体部のみ

重量 約71g
規格 PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

商品名 WTW-AD1215
最大出力電力 18W
入力電圧 AC100~240V
入力電流 0.43A
出力電圧 DC12V
出力電流 最大1.5A
ACケーブル長 1.5m
DCケーブル長 1.6m
外形寸法  51（W）× 70.5（D）× 26（H）mm  ※本体部のみ

重量 約125g
規格 PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

商品名 WTW-AD125C
最大出力電力 60W
入力電圧 AC100~240V
入力電流 1.7A
出力電圧 DC12V
出力電流 最大5A
ACケーブル長 1.5m
DCケーブル長 1.2m
外形寸法 52.5（W）×116（D）×30.8（H）mm ※本体部のみ

重量 約260g
規格 PSE認証

出力電圧DC12V ・ 出力電流最大5A

 •出力電圧DC12V ・ 出力電流最大1.0A
 •軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ

 •スイッチング方式で動作いたします

 •センター＋のΦ2.1端子の電源ジャックに対応

 •出力電圧DC12V ・ 出力電流最大1.5A
 •軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ

 •スイッチング方式で動作いたします

 •センター＋のΦ2.1端子の電源ジャックに対応

 •出力電圧DC12V ・ 出力電流最大5A
 •センター＋のΦ2.1端子の電源ジャックに対応

 •スイッチング方式で動作いたします
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WTW-CA4WWTW-CA3W

WTW-CA5W

WTW-CA2W

WTW-CA4W-T

電源分配ケーブル

AHD用  映像・電源用延長ケーブル　

WTW-CAH2-10/20 WTW-ACA-30/50

アクセサリー

10m/20m 30m/50m

商品名 WTW-CAH2-10/20
形状 Ф4mm （コネクター含まず）

映像コネクター カメラ側，レコーダー側共にBNCP端子

電源コネクター
カメラ側→Φ2.1DCプラグ（WTW-DCP-N）

レコーダー側→Φ2.1DCジャック（WTW-DCJ-N）

長さ 10m/20m
重量 10m約230g  /  20m約410g

商品名 WTW-ACA-30/50
形状 Ф6mm （コネクター含まず）

映像コネクター   カメラ側，レコーダー側共にBNCP端子

電源コネクター
カメラ側→Φ2.1DCプラグ（WTW-DCP-N）

レコーダー側→Φ2.1DCジャック（WTW-DCJ-N）

長さ  30m / 50m
重量 30m約1.15kg  /  50m約1.9kg

 •カメラ用電源  4分配 

 •最大DC12V・1A 
 •カメラ用電源  3分配 

 •最大DC12V・1A 

 •DVR・カメラ用電源  5分配 

 •最大DC12V・5A 

 •Φ2.1DCジャック

 •カメラ用電源  2分配Y字コード 

 •最大DC12V・1A 

 •カメラ用電源  4分配 

 •最大DC12V・4A 

 •AHD対応 映像・電源延長ケーブル

 •アナログカメラにも御利用いただけます

 •AHD対応 映像・電源延長ケーブル

 •アナログカメラにも御利用いただけます
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HD-SDI用  映像・電源用延長ケーブル　

HD-SDI用  映像延長ケーブル（ 超低損失 ・75Ω映像用）

WTW-HA3C-10/20

5C-HFBT-30/50

WTW-HA3C-30/50/100

5C-HFBT-100/200/500

アクセサリー

30m/50m

10m/20m/30m/50m/100m 10m/20m/30m/50m/100m

30m/50m

商品名 WTW-HA3C-10/20

形状
映像ライン→3C-HFB（Φ5.6mm）

電源ライン→電源ケーブル（Φ5.3mm）

映像コネクター カメラ側，レコーダー側共にBNCP端子

電源コネクター
カメラ側→Φ2.1DCプラグ（WTW-DCP-N）

レコーダー側→Φ2.1DCジャック（WTW-DCJ-N）

長さ 10m/20m

商品名 5C-HFBT-30/50
形状 Ф7mm
映像コネクター   BNCP
長さ  30m / 50m
重量 約1.2kg  /  2kg

商品名 WTW-HA3C-30/50/100

形状
映像ライン→3C-HFB（Φ5.6mm）

電源ライン→電源ケーブル（Φ5.3mm）

映像コネクター カメラ側，レコーダー側共にBNCP端子

電源コネクター
カメラ側→Φ2.1DCプラグ（WTW-DCP-N）

レコーダー側→Φ2.1DCジャック（WTW-DCJ-N）

長さ 30m / 50m/100m

商品名 5C-HFBT-100/200/500
形状 Ф7mm
映像コネクター   無

長さ  100m / 200m  /  500m
重量 約2kg / 4kg / 8kg

 •AHD/HD-SDI（デジタル）対応  映像・電源延長ケーブル

 •アナログカメラにも御利用いただけます

 •WTW-HA3C-10 10mタイプ / WTW-HA3C-20 20mタイプ

 •HD-SDI / 3G-SDI に最適

 •75Ωで他の機器にも御利用いただけます

 •5C-HFBT-30/50 30m/50タイプ      両端BNCプラグ付き

 •HD-SDI / 3G-SDI に最適

 •75Ωで他の機器にも御利用いただけます

 •5C-HFBT-100/200/500 100/200/500mタイプ 端子無し

 •AHD/HD-SDI（デジタル）対応  映像・電源延長ケーブル

 •アナログカメラにも御利用いただけます

 •WTW-HA3C-30 30mタイプ / WTW-HA3C-50 50mタイプ /
 •WTW-HA3C-100 100mタイプ 
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アクセサリー

変換コネクター  
WTW-BNC-JJ

WTW-BNCP-5C

WTW-BNCP-RCAJ

WTW-FJ-BNCP

WTW-RCAJ-N

WTW-BNC-JJJ

WTW-BNCP-BNCJ

WTW-BNCP-RCAP

WTW-FJ-RCAP

WTW-RCAP-BNCJ

WTW-BNC-3A/F

WTW-BNC-JPJ

WTW-BNCP-N

WTW-DCJ-N

WTW-FP-RCAJ

WTW-RCAP-N

WTW-BNC-5A/F

WTW-BNCP-3C

WTW-BNC-PP

WTW-DCP-N

WTW-RCA-JJ

WTW-SMAP-BNCJ

WTW-1PK-3500F

 •BNCP 端子を BNCJ 端子に変換します

 •BNCP 同士の延長に使用します

 •ハンダ付けコネクター

 •5C ケーブル用 BNC プラグ

 •RCAP端子をBNCPに変換します

 •BNCJ端子をRCAJ端子に変換します

 •FP端子をBNCP端子に変換します

 •BNCJ端子をFJ端子に変換します

 •RCA ジャックコネクター

 •ネジ止めタイプ

 •BNCP端子を BNCJ端子に変換します

 •BNCP端子をRCAP端子に変換します

 •RCAJ 端子を BNCJ 端子に変換します

 •FP端子をRCAP端子に変換します

 •RCAJ端子をFJ端子に変換します

 •BNCP端子をRCAP端子に変換します

 •RCAJ 端子を BNCJ 端子に変換します

 •BNC圧着式端子

 • 5C-HFBT 用BNCコネクター（BNC-5AF）

 •75ΩBNC型プラグ

 •分配コネクター 

 •BNCJ端子を2分配します

 •BNCプラグコネクター 

 •ネジ止めタイプ 

 •Φ2.1DC ジャックコネクター

 •ネジ止めタイプ

 •変換コネクター 

 •FJ端子をRCAJ端子に変換します

 •RCA プラグコネクター

 •ネジ止めタイプ

 •BNC圧着式端子

 • 5C-HFBT 用BNCコネクター（BNC-5AF）

 •5C-2V用BNCコネクター　（BNC-5A）

 •ハンダ付けコネクター

 •3C ケーブル用 BNC プラグ

 •BNCJ端子をBNCP端子に変換します

 •BNCJ 同士の延長に使用します

 •Φ2.1DC プラグコネクター

 •ネジ止めタイプ

 •RCAP 端子を RCAJ 端子に変換します

 •RCAP 同士の延長に使用します

 •変換コネクター 

 •BNCP端子をSMAP端子に変換します

 •圧着式端子

 •WTW-BNC-5A/A5F専用

 •分配コネクター 

 •BNCP端子をBNCJ端子に変換し

 •2分配します 
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レンズ

アクセサリー

WTW-LZB3.6-3

WTW-LZCA2812-2 13VG308ASIRⅡ

M13VG550IR

WTW-LZBA2812-3

WTW-LZCA550-1

13VG550ASⅡ

WTW-LZC2812-2

WTW-LZWT0550M

M13VG288IR

CS マウント

CS マウント

CS マウント

CS マウント

CS マウント

CS マウント

CS マウント

（3~8mm）（2.8~8mm）

（5~50mm）

（5~50mm）

 •3.6mm メガピクセル対応 ボードレンズ　 

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応

 •防犯カメラ・監視カメラ 画角変更用レンズ

 •2.8～12mm レンズ　 

 •ボードタイプ　（マウント Φ14） 

 •3メガピクセル、オートアイリスバリホーカル 

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応 

 •レンズに入る光を自動調整する機能を搭載 

 •2.8～12mm レンズ　 

 •各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ 

 •2メガピクセル対応 バリホーカルレンズ 

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応 

 •焦点距離も手動調整が可能

 •CSマウント仕様のカメラに装着できます

 •5～50mm レンズ　 

 •各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ 

 •1.3メガピクセル、オートアイリスバリホーカル  

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応 

 •焦点距離も手動調整が可能 

 •CSマウント仕様のカメラに装着できます 

 •5～50mm レンズ　 

 •各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ 

 •1.3メガピクセル、オートアイリスバリホーカル  

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応 

 •焦点距離も手動調整が可能 

 •CSマウント仕様のカメラに装着できます 

 • 2.8～8mmの間で、焦点距離を手動調整できます

 •メガピクセル対応　BOXカメラ用

 •オートアイリス・バリフォーカルレンズ

 •カメラへの入光量も自動調整

 • 5～50mmの間で、焦点距離を手動調整できます

 • CSマウントレンズ　BOXカメラ用

 •オートアイリス・バリフォーカルレンズ

 •カメラへの入光量も自動調整

 • 3～8mmの間で、焦点距離を手動調整できます

 • CSマウントレンズ　BOXカメラ用

 •オートアイリス・バリフォーカルレンズ

 •カメラへの入光量も自動調整

 • 5～50mmの間で、焦点距離を手動調整できます

 •メガピクセル対応　BOXカメラ用

 •オートアイリス・バリフォーカルレンズ

 •カメラへの入光量も自動調整

 •2.8～12mm レンズ　 

 •各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ 

 •2メガピクセル、オートアイリスバリホーカル 

 •HD-SDI・AHD・TVI・CVI・ アナログ対応 

 •レンズに入る光を自動調整する機能を搭載 

 •焦点距離も手動調整が可能 

 •CSマウント仕様のカメラに装着できます 

CS マウント


