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HD-TVIカメラソリューション

マーケットシェア世界 No.1

お問合わせ 発売元

製品保証期間：カメラ2年、レコーダー3年（HDDは保証対象に含まれません。天災・人為的操作による破損等は保証対象外。）

免責事項

安全に関するご注意 設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。
❶これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害　❷誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。　❸商品の分解、修理または改造が行われたことによる
損害及び被害。　❹商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。　❺第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。　❻監視
映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。　❼登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

カタログについてのご注意
●このカタログの情報は、2020年8月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合が
あります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
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専門のメンテナンススタッフが
現地対応いたします。

サポート

フィールドサービス

ビジネスパートナー様の現場に
エンジニアを派遣し、現地での
サポートを行います。

専門の技術スタッフが
ヘルプデスクとして対応いたします。

エスドック

技術面・施工面・オペレーション面を中心とした
ビジネスパートナー様向けのヘルプデスクです。

専門の検証スタッフが
製品の品質向上を目指します。

キューエムシー

ビジネスパートナー様に製品を安心してご
使用いただけるよう製品の品質を保つため
の検証・検品を行うセンターです。

（クオリティマネジメントセンター）

＜本社＞〒107-0062　東京都港区南青山7-1-5　コラム南青山
　　　　 TEL:03-5468-7071

株式会社セキュリティデザイン

大 阪 支 店
札 幌 営 業 所
仙 台 営 業 所
名古屋営業所

TEL:06-4790-8010
TEL:011-206-1697
TEL:022-398-9562
TEL:052-265-8192

北 陸 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所
沖 縄 営 業 所

TEL:076-221-6910
TEL:082-545-0390
TEL:092-400-7147
TEL:098-878-2077
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従来のカメラ スターライトカメラ

従来のカメラ HD-TVI　カメラ 従来のカメラ HD-TVI　カメラ

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●フルハイビジョン　高画質

スターライトカメラは、少しの明かりでカラー監視が可能な超高感度センサーを搭載したカメラです。
夜間時、星空などの低照度環境下での撮影もわずかな光があればカラー撮影をする事が可能です。

●夜間撮影に強い超低照度機能　※対象モデル DS-2CC12D9T-AIT3ZE
堅牢なバンダルプルーフ構造のカメラドームカバーを採用。
破壊行為にも耐える耐衝撃性の優れたカメラです。

●堅牢なドームカバー　※対象モデル DS-2CE56D8T-VPITE , DS-2CE56D8T-VPIT3ZE , DS-2CC52D9T-AVIT3ZE

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●フルハイビジョン　高画質

全天候型 メガピクセル画質の監視
天候や屋内外を気にせず様々なシチュエーションに応える事ができます。
メガピクセルの画質によりアナログシステムと比べ細かい部分まで映像で
確認する事ができます

インドアタイプ メガピクセル画質の監視
屋内の景観を損なわないデザインのボディータイプ
アナログシステムと比べ繊細でくっきりとしたメガピクセル画像を実現

商品 2メガ  固定IRバレット型
HD-TVI

2メガ  IR付  電動バレット型
HD-TVIカメラ

2メガ  IR付超低照度対応
電動バレット型  HD-TVIカメラ

2メガ  ボックス型
HD-TVIカメラ

型番 DS-2CE16D8T-ITE DS-2CE16D8T-IT3ZE DS-2CC12D9T-AIT3ZE DS-2CC12D9T-E

イメージセンサー 2MP プログレッシブスキャンCMOS

最大解像度 1920×1080 有効画素数:1944(H)×1092(V)

レンズ 2.8 mm 2.7-13.5mm
電動バリフォーカルレンズ

2.8-12mm
電動バリフォーカルレンズ 別売

水平画角 103.5° 103°-32.1° 32.1°-98° ※レンズによる

最低照度
カラー 0.005Lux 0.003Lux

白黒:0.003Lux
白黒 0Lux（IRオン時）

デイナイト ○（ICR） ○（デジタル）

逆光補正 WDR・BLC・OFF WDR・BLC・HLC・OFF WDR・BLC・HSBLC・OFF

IR照射 20m 80m 40m ー

電源/消費電力 DC12V(3.6W)/専用重畳電源 DC12V(8.2W)/専用重畳電源 DC12V(7.5W)/専用重畳電源 DC12V(7W)/専用重畳電源

外形寸法（mm） 58(W)×61(H)×163(D) 92（W）×85（H）×269.6（D） 92（W）×85.3（H）×269.6（D） 69.2（W）×57.3（H）×148.7（D）

質量 350g 900g 700g 520g

保護 IP67 ー

備考
アナログ出力:非対応

フリッカーレス機能:なし
オートアイリス:非対応

アナログ出力:非対応
フリッカーレス機能:なし
オートアイリス:サポート

アナログ出力:1系統
フリッカーレス機能:あり
オートアイリス:サポート

アナログ出力:1系統
フリッカーレス機能:あり
オートアイリス:非対応
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従来のカメラ スターライトカメラ

従来のカメラ HD-TVI　カメラ 従来のカメラ HD-TVI　カメラ

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●フルハイビジョン　高画質

スターライトカメラは、少しの明かりでカラー監視が可能な超高感度センサーを搭載したカメラです。
夜間時、星空などの低照度環境下での撮影もわずかな光があればカラー撮影をする事が可能です。

●夜間撮影に強い超低照度機能　※対象モデル DS-2CC12D9T-AIT3ZE
堅牢なバンダルプルーフ構造のカメラドームカバーを採用。
破壊行為にも耐える耐衝撃性の優れたカメラです。

●堅牢なドームカバー　※対象モデル DS-2CE56D8T-VPITE , DS-2CE56D8T-VPIT3ZE , DS-2CC52D9T-AVIT3ZE

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●フルハイビジョン　高画質

全天候型 メガピクセル画質の監視
天候や屋内外を気にせず様々なシチュエーションに応える事ができます。
メガピクセルの画質によりアナログシステムと比べ細かい部分まで映像で
確認する事ができます

インドアタイプ メガピクセル画質の監視
屋内の景観を損なわないデザインのボディータイプ
アナログシステムと比べ繊細でくっきりとしたメガピクセル画像を実現

商品 固定IRドーム型
HD-TVIカメラ

屋内専用
 IR付電動VFドーム型

HD-TVIカメラ
IR付電動VF  ドーム型

HD-TVI カメラ
屋内専用　超低照度対応

電動VFドーム型
HD-TVIカメラ

超低照度対応
電動VFドーム型 
HD-TVIカメラ

型番 DS-2CE56D8T-VPITE DS-2CE56D8T-ITZE DS-2CE56D8T-VPIT3ZE DS-2CC52D9T-AITZE DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE

イメージセンサー 2MP プログレッシブスキャンCMOS

最大解像度 1920×1080

レンズ 2.8mm 2.7-13.5mm 電動バリフォーカルレンズ 2.8-12mm 電動バリフォーカルレンズ

水平画角 103.5° 103°-32.1° 32.1°-98°

最低照度
カラー 0.003Lux

白黒 0Lux（IRオン時）

デイナイト ○（ICR）

逆光補正 WDR・BLC・OFF WDR・BLC・HLC・OFF

IR照射 30m 60m 40m

電源/消費電力 DC12V(3.6W)/専用重畳電源 DC12V(7W)/専用重畳電源 DC12V(6W)/専用重畳電源

外形寸法（mm） Φ110.8×84.7 Φ136×101.9 Φ145.2×124.1 Φ136×101.9 Φ145.2×124.1

質量 493g 455g 650g 800g 2Kg

保護 IP67, IK10 ー IP67, IK10 ー IP67, IK10

備考
アナログ出力:非対応

フリッカーレス機能:なし
オートアイリス:非対応

アナログ出力:非対応
フリッカーレス機能:なし
オートアイリス:非対応

アナログ出力:1系統
フリッカーレス機能:あり
オートアイリス:サポート

アナログ出力:1系統
フリッカーレス機能:あり
オートアイリス:サポート

アナログ出力:1系統
フリッカーレス機能:あり
オートアイリス:サポート
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レコーダーよりカメラに電源を供給して使用いただく事ができます。

●PoC（電源供給機能）搭載HD-TVIレコーダー
高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載

●光学ズームによるズームアップ画面　※対象モデル DS-2AE4225T-D3 , DS-2AE5223-TIA

特殊なシーンに応える一つ上の監視
ベーシックモデルに加える事でワンランク上の監視をご提案できます。

高画質による鮮明な録画を実現した
デジタルビデオレコーダー

ワイド表示 ズーム表示

従来のカメラ HD-TVI　カメラ

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●エレベータかご内に最適　※対象モデル DS-2CS54D7T-IRS

商品 2メガ  屋内用25倍
PTZ型  HD-TVIカメラ

2メガ  23倍IR付
PTZ型  HD-TVIカメラ

2メガ  エレベータ用
ミニドーム型  HD-TVI カメラ

型番 DS-2AE4225T-D3 DS-2AE5223TI-A DS-2CE56D8T-IRS

イメージセンサー 1/2.8”プログレシブスキャンCMOS 2MP プログレッシブスキャンCMOS

最大解像度 1920×1080

レンズ 4.8〜120 mm 4〜92.0mm 2.8mm

水平画角 57.6°-2.5° 49°-2.2° 94.5°

ズーム
光学 25倍 23倍

デジタル 16倍

最低照度
カラー 0.005Lux 0.05Lux 0.005Lux

白黒 0.001Lux 0.005Lux 0Lux（IRオン時）

デイナイト ○（ICR）

逆光補正 WDR・BLC・HLC WDR(デジテル)・BLC・HLC WDR・BLC

IR照射 ー 150m 20m

電源/消費電力 DC12V(12W) AC24V(30W) DC12V(5W)

外形寸法（mm） (屋内仕様):Ø165×179.5 
(天付仕様):Ø165×168 Φ185×330 97(W)×99.5(H)×46.6(D)

質量 2Kg 4Kg 300g

保護 ー IP66 ー
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レコーダーよりカメラに電源を供給して使用いただく事ができます。

●PoC（電源供給機能）搭載HD-TVIレコーダー
高屈折率でバラツキが低い独特なアパーチャーリンケージ技術と当社独自のHD-ISP技術とが融合した最先端のカメラレンズを搭載

●光学ズームによるズームアップ画面　※対象モデル DS-2AE4225T-D3 , DS-2AE5223-TIA

特殊なシーンに応える一つ上の監視
ベーシックモデルに加える事でワンランク上の監視をご提案できます。

高画質による鮮明な録画を実現した
デジタルビデオレコーダー

ワイド表示 ズーム表示

従来のカメラ HD-TVI　カメラ

従来のカメラは低画質で細部は不鮮明なアナログ画質でした。
HD-TVIシステムのカメラは、高画質な為、細部までより鮮明に表現できるようになりました。

●エレベータかご内に最適　※対象モデル DS-2CS54D7T-IRS

●HD-TVIレコーダー標準タイプ

商品 4Ch  電源重畳ユニット内蔵
ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

8CH  電源重畳ユニット内蔵
ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

16CH  電源重畳ユニット内蔵
ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

型番 DS-7204HUHI-K1/P DS-7208HUHI-K2/P DS-7216HUHI-K2/P

映像入力 　8入力（TVI:4/IP:4） 　16入力（TVI:8/IP:8） 　32入力（TVI:16/IP:16）

サポートタイプカメラ（HD-TVI） 8MP,5MP,4MP,3MP,1080P30,1080P25,720P60,720P50,720P30,720P25

映像出力

HDMI 1系統

VGA 1系統

BNC 1系統

録画圧縮方式 H.265 Pro +/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

ハード
ディスク

搭載数 1基(1基最大10TB) 2基(1基最大10TB)

容量 1TB〜10TB(選択可能) 1TB〜20TB(選択可能)

最大容量 10TB 20TB

外部
インター
フェース

音声 4入力(RCA)/1出力(RCA)

ネットワーク 1ポート(RJ45 10M/100M
自己適応イーサネットインターフェイス) 1ポート(RJ45 10M/100M/1000M 自己適応イーサネットインターフェイス)

USB 2ポート
内蔵重畳電源ユニット
(Hikvisionカメラ専用) BNC:4ポート BNC:8ポート BNC:16ポート

※電動バリフォーカルカメラは最大接続12台まで
電源/消費電力 DC48V(40W) DC48V(60W) AC100-240V(140W)

動作環境
温度 -10℃〜55℃

湿度 10〜90%(結露無き事)

外形寸法（mm） 315(W)×242(D)×45(H) 380(W)×320(D)×48(H)

重さ（HDD除く） 1.5Kg 2Kg 3.8Kg

商品 4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー 8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー 16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

型番 DS-7204HUHI-K1 DS-7208HUHI-K2 DS-7316HUHI-K4

映像入力 　8入力（TVI:4/IP:4） 　16入力（TVI:8/IP:8） 　32入力（TVI:16/IP:16）

サポートタイプカメラ（HD-TVI） 8MP,5MP,4MP,3MP,1080P30,1080P25,720P60,720P50,720P30,720P25

映像出力

HDMI 1系統 2系統

VGA 1系統

BNC 1系統

録画圧縮方式 H.265 Pro +/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

ハード
ディスク

搭載数 1基(1基最大10TB) 2基(1基最大10TB) 4基(1基最大10TB)

容量 1TB〜10TB(選択可能) 1TB〜20TB(選択可能) 1TB〜40TB(選択可能)

最大容量 10TB 20TB 40TB

外部
インター
フェース

音声 4入力(RCA)/1出力(RCA) 4入力(RCA)/2出力(RCA)

ネットワーク 1ポート(RJ45 10M/100M
自己適応イーサネットインターフェイス)

1ポート(RJ45 10M/100M/1000M
自己適応イーサネットインターフェイス)

2ポート(RJ45 10M/100M/1000M
自己適応イーサネットインターフェイス)

USB 2ポート 3ポート

電源/消費電力 DC12V(10W) DC12V(20W) AC100〜240V(65W)

動作環境
温度 -10℃〜55℃

湿度 10〜90%(結露無き事)

外形寸法（mm） 315(W)×242(D)×45(H) 380(W)×320(D)×48(H) 445(W)×390(D)×70(H)

重さ（HDD除く） 1.16Kg 1.78Kg 5Kg
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状況に応じて選択可能なオプション品 取付金具対応表

DS-2CE16D8T-ITE
DS-2CE16D8T-IT3ZE
DS-2CC12D9T-AIT3ZE

DS-2CC12D9T-E

DS-2CE56D8T-VPITE

DS-1280ZJ-XS
ミニバレットカメラ用
ジャンクションボックス

DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス大

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1292ZJ
壁面取付金具

DS-1259ZJ
傾斜天井取付金具小

DS-1271ZJ-110
天井吊下金具-100

DS-1272ZJ-110B
壁面取付金具-110B
 手配品

DS-1258ZJ
壁面取付金具
 手配品

DS-1203ZJ
カメラフィクサー（ホワイト）

12.5型　LEDモニター
SL125S

・モニターサイズ:12.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・ＢＮＣ端子×２系統（入力×1、出力×1）
・VESA（75×75）規格
・サイズ（mm）:312×197.8×33.2
・質量:2.3kg

●周辺機器

●監視用モニター

モニター壁掛金具
OCK-35（BK）

・サイズ（mm）:150×150×400～600
・VESA規格（75×75、100×100）対応

液晶天吊り金具
VC-113B（ブラック）/VC-113W（ホワイト）

・サイズ（mm）:150×150×400～600
・VESA規格（75×75,100×100）対応

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1280ZJ-DM18
ジャンクション
ボックス-DM18

DS-2CE56D8T-ITZE

DS-1273ZJ-130B
壁面取付金具-130B

DS-1276ZJ
角面取付金具

DS-1249ZJ
天井埋込金具
 手配品

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1273ZJ-130
壁面取付金具-130
 手配品

DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

DS-1273ZJ-140
壁面取付金具-140
 手配品

手配品

DS-1240ZJ
傾斜天井取付金具
 手配品

DS-1271ZJ-140
天井吊下金具-140
 手配品

DS-1273ZJ-140B
壁面取付金具-140B
 手配品

DS-1241ZJ
天井埋込金具

DS-1271ZJ-130
天井吊下金具-130
 手配品

DS-1276ZJ
角面取付金具

DS-1602ZJ-Conner
PTZカメラコーナー
取付金具

DS-2AE5223TI-A

DS-1602ZJ
PTZカメラ壁面
取付金具

DS-1662ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ロング

DS-1602ZJ-Box
PTZカメラボックス付
壁面取付金具 手配品

DS-1663ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具

DS-1619ZJ
スワンネック
吊下金具

DS-1661ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ショート

DS-1602ZJ-Pole
PTZカメラボックス付
ポール取付金具 手配品

21.5型　液晶モニター
LCD-DF221EDB

・モニターサイズ:21.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・DisplayPort:1入力
・VESA（100×100）規格
・サイズ（mm）:502×199×360
・質量:3.5Kg

 手配品21.5型　液晶モニター
SL215WA

・モニターサイズ:21.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・BNC端子×3系統（入力×2、出力×1）
・VESA（100×100）規格
・サイズ（mm）:531×327×69
・質量:4.5kg

カメラ
→ユニット

入力 4CH

入力端子 BNC端子

カメラ電源
供給距離

PoC AF：300ｍ（5C-2V）／200m（3C-2V）
PoC AT：200ｍ（5C-2V）／100m（3C-2V）

最大電力 最大10W

電源重畳対応カメラ Hikvision POC 対応カメラのみ対応

ユニット
→録画機

出力 4CH

出力端子 BNC端子

基本部

電源 DC48V
消費電力
（PoCカメラ未接続時） 最大6W

動作環境
-10℃〜55℃

10％〜90％（結露無き事）
外形寸法（mm） 315（W）×242（D）×44（H）※1U

重量 2.3Kg

カメラ
→ユニット

入力 8CH

入力端子 BNC端子

カメラ電源
供給距離

PoC AF：300ｍ（5C-2V）／200m（3C-2V）
PoC AT：200ｍ（5C-2V）／100m（3C-2V）

最大電力 最大10W

電源重畳対応カメラ Hikvision POC 対応カメラのみ対応

ユニット
→録画機

出力 8CH

出力端子 BNC端子

基本部

電源 DC48V
消費電力
（PoCカメラ未接続時） 最大10W

動作環境
-10℃〜55℃

10％〜90％（結露無き事）
外形寸法（mm） 315（W）×242（D）×44（H）※1U

重量 2.4Kg

4CH　重畳化電源ユニット
DS-1TP04/AT

8ch　重畳化電源ユニット
DS-1TP08I/AT
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状況に応じて選択可能なオプション品 取付金具対応表

DS-2CE16D8T-ITE
DS-2CE16D8T-IT3ZE
DS-2CC12D9T-AIT3ZE

DS-2CC12D9T-E

DS-2CE56D8T-VPITE

DS-1280ZJ-XS
ミニバレットカメラ用
ジャンクションボックス

DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス大

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1292ZJ
壁面取付金具

DS-1259ZJ
傾斜天井取付金具小

DS-1271ZJ-110
天井吊下金具-100

DS-1272ZJ-110B
壁面取付金具-110B
 手配品

DS-1258ZJ
壁面取付金具
 手配品

DS-1203ZJ
カメラフィクサー（ホワイト）

12.5型　LEDモニター
SL125S

・モニターサイズ:12.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・ＢＮＣ端子×２系統（入力×1、出力×1）
・VESA（75×75）規格
・サイズ（mm）:312×197.8×33.2
・質量:2.3kg

●周辺機器

●監視用モニター

モニター壁掛金具
OCK-35（BK）

・サイズ（mm）:150×150×400～600
・VESA規格（75×75、100×100）対応

液晶天吊り金具
VC-113B（ブラック）/VC-113W（ホワイト）

・サイズ（mm）:150×150×400～600
・VESA規格（75×75,100×100）対応

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1280ZJ-DM18
ジャンクション
ボックス-DM18

DS-2CE56D8T-ITZE

DS-1273ZJ-130B
壁面取付金具-130B

DS-1276ZJ
角面取付金具

DS-1249ZJ
天井埋込金具
 手配品

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1275ZJ
ポール取付金具

DS-1273ZJ-130
壁面取付金具-130
 手配品

DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

DS-1273ZJ-140
壁面取付金具-140
 手配品

手配品

DS-1240ZJ
傾斜天井取付金具
 手配品

DS-1271ZJ-140
天井吊下金具-140
 手配品

DS-1273ZJ-140B
壁面取付金具-140B
 手配品

DS-1241ZJ
天井埋込金具

DS-1271ZJ-130
天井吊下金具-130
 手配品

DS-1276ZJ
角面取付金具

DS-1602ZJ-Conner
PTZカメラコーナー
取付金具

DS-2AE5223TI-A

DS-1602ZJ
PTZカメラ壁面
取付金具

DS-1662ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ロング

DS-1602ZJ-Box
PTZカメラボックス付
壁面取付金具 手配品

DS-1663ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具

DS-1619ZJ
スワンネック
吊下金具

DS-1661ZJ
PTZカメラ用
天井吊下金具ショート

DS-1602ZJ-Pole
PTZカメラボックス付
ポール取付金具 手配品

21.5型　液晶モニター
LCD-DF221EDB

・モニターサイズ:21.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・DisplayPort:1入力
・VESA（100×100）規格
・サイズ（mm）:502×199×360
・質量:3.5Kg

 手配品21.5型　液晶モニター
SL215WA

・モニターサイズ:21.5インチ
・最大解像度:1920×1080
・HDMIポート×1系統
・VGAポート×1系統
・BNC端子×3系統（入力×2、出力×1）
・VESA（100×100）規格
・サイズ（mm）:531×327×69
・質量:4.5kg
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F i r s t  C h o i c e  F o r  S e c u r i t y  P r o f e s s i o n a l s

A Worldwide Leader
Focused on Excellence in Security Systems

HD-TVIカメラソリューション

マーケットシェア世界 No.1

お問合わせ 発売元

製品保証期間：カメラ2年、レコーダー3年（HDDは保証対象に含まれません。天災・人為的操作による破損等は保証対象外。）

免責事項

安全に関するご注意 設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。
❶これら商品に関連して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害　❷誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。　❸商品の分解、修理または改造が行われたことによる
損害及び被害。　❹商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。　❺第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。　❻監視
映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。　❼登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。

カタログについてのご注意
●このカタログの情報は、2020年8月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合が
あります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。
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2020年8月制作

専門のメンテナンススタッフが
現地対応いたします。

サポート

フィールドサービス

ビジネスパートナー様の現場に
エンジニアを派遣し、現地での
サポートを行います。

専門の技術スタッフが
ヘルプデスクとして対応いたします。

エスドック

技術面・施工面・オペレーション面を中心とした
ビジネスパートナー様向けのヘルプデスクです。

専門の検証スタッフが
製品の品質向上を目指します。

キューエムシー

ビジネスパートナー様に製品を安心してご
使用いただけるよう製品の品質を保つため
の検証・検品を行うセンターです。

（クオリティマネジメントセンター）

＜本社＞〒107-0062　東京都港区南青山7-1-5　コラム南青山
　　　　 TEL:03-5468-7071

株式会社セキュリティデザイン

大 阪 支 店
札 幌 営 業 所
仙 台 営 業 所
名古屋営業所

TEL:06-4790-8010
TEL:011-206-1697
TEL:022-398-9562
TEL:052-265-8192

北 陸 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所
沖 縄 営 業 所

TEL:076-221-6910
TEL:082-545-0390
TEL:092-400-7147
TEL:098-878-2077
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