


Wi-Fi 搭載特殊監視カメラ＆レコーダーセット

ボタン＆ネジ擬装型デジタル CMOS カメラ

Wi-Fi 搭載リモコンキー型デジタルビデオカメラ IP 機能搭載卓上クロック型デジタルビデオカメラ

IP 機能搭載スマホ充電器型デジタルビデオカメラ

IP 機能搭載スピーカー型デジタルビデオカメラ

1080p 多用途小型デジタルビデオカメラ

1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi 搭載カップフタ型デジタルビデオカメラ

PMCシリーズ

PMCシリーズ

PMC-7S
希望小売価格︓78,000 円

高い秘匿性能を有する専用 CMOS カメラ
と携行性能に優れた小型ビデオレコーダー
のセットです。スマホから Wi-Fi を使って
アクセスが可能。録画の ON/OFF や、記
録データのダウンロードが出来ます。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度 1080p ●最
低被写体照度 0.1Lux ●記録媒体 microSDHC32GB 
●電池寿命 4 時間（別売大容量使用時 8 時間強） ●外
寸 PMC-7 24 x 53 x 92mm ●重さ 126g ●マイク 

Wi-Fi 機能を搭載した第 6 世代リモコン
キー型モデルです。スマホを使って映像の
モニタリングや、録画の ON/OFF 等の操
作が可能です。秘匿性、機能性、高画質を
兼ね備えた最良な調査・捜査用ツールです。

●Wi-Fi 機能 ●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度
1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 61° ●記録
媒体 microSDHC32GB ●電池寿命 80 分程度 ●外寸 
18 x 41 x 71mm ●重さ 44g ●マイク 

コーヒーカップのドリンキングリッドに擬
装したデジタルビデオカメラです。ディ
テールにこだわったデザインは、高レベル
な秘匿性能を実現。様々な状況で柔軟な対
応を求められる捜査・調査活動に最適です。

●Wi-Fi 機能 ●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度
1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 60° ●記録
媒体 microSDHC32GB ●電池寿命 3 時間程度 ●外寸 
19 x  93 x 93mm ●重さ 101g ●マイク 

PMC-3
希望小売価格︓30,000 円

PC-300W
希望小売価格︓50,000 円

RE-17IP
希望小売価格︓52,000 円

卓上時計型の防犯・監視用ビデオカメラです。
連続録画と動体検知録画を提供。CDS セン
サー搭載で、自動で暗所撮影モードに切り
替わります。インターネットを利用した遠
隔監視にも対応しています。

RE-20IP
希望小売価格︓52,000 円

スマホ充電器型の防犯・監視用デジタルビ
デオカメラです。連続録画と動体検知録画
を提供。1080p で高精細動画を記録します。
インターネットを利用した遠隔監視にも対
応しています。

RE-30IP

Bluetooth スピーカー内部に高精細 CMOS
カメラを内蔵。不在時の自宅やオフィスを
さりげなく監視します。インターネットを
利用した遠隔監視にも対応。スピーカーは
実際に音楽の再生も可能です。

PC-350GX
希望小売価格︓50,000 円

スティック形状の、マルチタスク対応モデル
です。高画素 CMOS を搭載。1080p の高精
細動画を記録します。本体着脱式クリップ 2
種類を付属。

PC-300GⅡ
希望小売価格︓50,000 円

手のひらに収まる小設計ボディに高画素
CMOS を搭載。1080p の高精細動画を記録
します。 Wi-Fi 等の通信機能の使用に制限が
ある場合にお薦めです。

PC-550Ｗ
希望小売価格︓55,000 円

ポリスカムシリーズ

REシリーズ

REシリーズ

REシリーズ

REシリーズ

希望小売価格︓57,000 円

PMC-7 専用のデジタル CMOS カメラです。
標準で多様なレンズカバーを装備。ボタン
やネジに擬装したり、専用の DIY ブラケッ
トで組込加工にも対応します。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●f4.3mm / F2.0 ●画角
58°●最低被写体照度 0.1Lux ●マイク ●擬装用レン
ズカバー付属（クロームネジ、黒ネジ、ボタン大中小、
各 1）●外寸 25 x 25 x 18mm、ケーブル 140cm ●
重さ 20g

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度 1080p ●最低
被写体照度 3.3Lux ●画角 63° ●記録媒体 microSD
HC32GB ●電池寿命 70 分程度 ●外寸 74 x 23 x 
13.5mm ●重さ 30.5g ●マイク 

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度 1080p ●最低
被写体照度 3.3Lux ●画角 55° ●記録媒体 microSD
HC32GB ●電池寿命 80 分程度 ●外寸 35 x 17 x 
71mm●重さ 39g ●マイク 

●Wi-Fi&IP 機能 ●撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大
解像度 1080p ●最低被写体照度 0.1Lux ●画角 58°
●記録媒体 microSDHC32GB ●CDS センサー搭載 ●
外寸 163 x 80 x 38mm ●重さ 216ｇ ●マイク 

●Wi-Fi&IP 機能 ●撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大
解像度 1080p ●最低被写体照度 0.1Lux ●画角 62°
●記録媒体 microSDHC32GB ●外寸 68 x 71 x 
51mm、●重さ 73.5g ●マイク 

●Wi-Fi&IP 機能 ●撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大
解像度 1080p ●最低被写体照度 0.1Lux ●画角 70°
●記録媒体 microSDHC32GB ●外寸 85 x 85 x 
53mm ●重さ 333g ●マイク 

Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル

IPモデル

IPモデル

IPモデル

ポリスカムシリーズ

ポリスカムシリーズ

ポリスカムシリーズ

ポリスカムシリーズ

ポリスカムシリーズ

1080p リモコンキー型デジタルビデオカメラPC-300GⅢ
希望小売価格︓50,000 円

リモコンキー型に” PC-300GⅢ” が新しい
デザインで新登場。PC-300GⅡと同様の基
本性能を有し、1080p/30fps の高精細映像
で証拠動画を記録します。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解像度 1080p ●最低
被写体照度 3.3Lux ●画角 55° ●記録媒体 microSD
HC32GB ●電池寿命 80 分程度 ●外寸 43 x 12 x 
75mm ●重さ 42g ●マイク 

IP 機能搭載小型デジタルビデオカメラPC-100DY
希望小売価格︓50,000 円

秘匿性に優れた小型デジタルビデオカメラ
です。1080p、Wi-Fi＆IP 機能の搭載など
小型ながら充実したスペックを提供。カメ
ラ部とレコーダー部をフラットケーブルで
接続したデザインは、柔軟な設置が可能です。

●Wi-Fi&IP 機能 ●撮像素子 1/3 型 CMOS ●最大解
像度 1080p ●最低被写体照度 3.3Lux ●画角 43°●
記録媒体 microSDHC32GB ●電池寿命 3.5 ●外寸 カ
メラヘッド 9.5 x 11 x 11mm ●重量 72g ●マイク 

IPモデル

IP 機能搭載 USB チャージャー型デジタルビデオカメラRE-40IP

スタンド型 USB チャージャーに CMOS カメ
ラを内蔵。不在時の自宅やオフィスをさり
げなく監視します。IP 機能を搭載し、イン
ターネットを利用した遠隔監視にも対応。
USB チャージャーとしても使用可（上の 2
ポートのみ）。

希望小売価格︓50,000 円

●Wi-Fi&IP 機能 ●撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大
解像度 1080p ●最低被写体照度 0.1Lux ●画角 58°
●記録媒体 microSDHC32GB ●外寸 110 x 45.5 x 
90mm ●重さ 132g ●マイク 

IPモデル



1080p テレビリモコン型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi 搭載 スマホケース型デジタルビデオカメラ

1080p 液晶クロック型デジタルビデオカメラ

スマホケース型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi 搭載ヘッドホン型デジタルビデオカメラ

ボタン＆ネジ型 CCD カメラ 暗視タイプ

1080p スマホホルダー型デジタルビデオカメラ

Wi-Fi 搭載ルーズリーフ型デジタルビデオカメラ

※TV リモコンとしてはお使い頂けません。 ※暗所撮影時は別途赤外線投光器が必要です。

SPXシリーズ

HSシリーズ
HS-700FHD

希望小売価格︓50,000 円

SPX-700W
希望小売価格︓50,000 円

HS-400FHD
希望小売価格︓52,000 円

1080pFullHD に対応した人感センサー搭載の
デジタルビデオカメラです。室内に溶け込む
デザインは、侵入者の犯行の一部始終を細部
まで記録します。壁面設置ブラケットと、縦
置きスタンドが付属。

SPX-450
希望小売価格︓50,000 円

SPXシリーズ

その他擬装型ビデオカメラ

その他擬装型カメラ

HP-200W
希望小売価格︓56,000 円

ワイヤレスヘッドホンにカメラを組み込んだ
ユニークな製品です。右側にビデオカメラを
内蔵しており、調査対象を追尾しながら撮影
できます。MP3 プレイヤーとしてもお使い
頂けます。

SVR-41Ni IR
希望小売価格︓50,000 円

ネジ・ボタン型 CCD カメラ SVR-41Ni をベー
スにした暗視対応モデル。IR カットフィル
ターを除去し、赤外線域まで対応します。夜
間や暗所での撮影にもお使いいただけます。

SPX-300
希望小売価格︓50,000 円

NB-200W
希望小売価格︓56,000 円

その他擬装型ビデオカメラ

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最
低被写体照度 3.3Lux ●録画モード 人感センサー録画＆
連続録画 ●画角 60°●記録媒体 microSDHC32GB ●外
寸 101 x 102 x 17mm ●重さ 165g ●マイク 

車内に設置できるスマホホルダー型デジタル
ビデオカメラです。連続録画、動体検知録画、
暗視録画の 3 モードを提供。専用のブラケッ
トで窓に設置可能です。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●画
角 60°●記録媒体 microSDHC32GB ●暗視録画モード 
●電池寿命 約 3 時間 (IR オフ時 )、1.5 時間 (IR オン時 )
●37 x 69 x 105mm ●重さ 119g ●マイク 

1080pFullHD に対応した人感センサー搭載の
デジタルビデオカメラです。オフィスや自宅
に溶け込むデザインで、室内をさりげなく監
視します。滞在先の室内監視にも使用できます。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最
低被写体照度 3.3Lux ●録画モード 人感センサー録画＆
連続録画 ●画角 60°●記録媒体 microSDHC32GB ●外
寸 52 x 18 x 169mm ●重さ 110g ●マイク 

スマホケースに擬装した、1080p デジタルビ
デオカメラです。 Wi-Fi 機能を搭載しているの
で、装着したスマホからアクセスすれば撮影
アングルの確認が可能です。4 倍デジタルズー
ム機能付。某社スマホ 6/6s、7/7s 対応。

スマホケースに擬装したデジタルビデオカメ
ラです。 撮像素子に 1/4 インチ高画質 CMOS
を搭載。操作系は録画スイッチ一つと、ステー
タス確認ボタンのみで構成。感覚的な操作が
可能です。某社スマホ 4/4s、5/5s 対応。

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最
低被写体照度 3.3Lux ●画角 52°●記録媒体 microSD 
HC32GB ●4 倍ズーム機能 ●電池寿命 2 時間強 ●外寸 
70 x 18 x 140mm ●重さ 73.5g ●マイク 

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最
低被写体照度 3.3Lux ●画角 52°●記録媒体 microSD
HC32GB ●電池寿命 動画撮影時 2時間、MP3プレイヤー
使用時 60 時間 ●外寸 159 x 185 x 75mm ●重さ 
192g●マイク 

●撮像素子 1/3 型 CCD ●画素数 38 万画素 ●最低被
写体照度 0.1Lux ●画角 66.7°●水平解像度 700TV
ライン ●外寸 25 x 25 x 19mm ●重さ 22g ●マイク 

●撮像素子 1/3 型 CMOS ●動画記録解像度 1080p ●最
低被写体照度 3.3Lux ●画角 52°●記録媒体 microSD 
HC32GB ●電池寿命 動画撮影時 2.5 時間、音声録音時 
17 時間 ●外寸 186 x 122 x 22mm ●重さ 300g ●マ
イク ●IC レコーダー機能搭載 

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●動画記録解像度 720p ●最低
被写体照度 3.3Lux ●画角 56°●記録媒体 microSD 
HC32GB ●電池寿命 約 2 時間 ●外寸 最少サイズ 123 x 
63 x 19mm / 最大サイズ 136 x 63 x 19mm ●重さ 
56.5g / 62g●マイク 

※IR カットフィルターを外してある為、日中撮影時は
   映像が赤みがかります。

ルーズリーフにカメラを組み込みました。ス
マホからアクセスし、撮影中の映像をモニ
ターしたり、録画 ON/OFF の操作が可能。
IC レコーダーも搭載。音声のみの録音も可
能です。

Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル

Wi-Fiモデル

HSシリーズ

SPXシリーズ

超小型 CMOS カメラ

超小型 CMOS カメラCM-D6L -5m モデル -

CM-D7L -5ｍモデル -
希望小売価格︓32,000 円

希望小売価格︓34,000 円

CM-D6L はサイズにこだわった超小型カラー
CMOS カメラです。そのサイズだけでなく
最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペッ
クも充実しています。レンズf3.5mmモデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●
画角 54°●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 
10.5mm ●重さ 61g

CM-D7L はサイズにこだわった超小型カラー
CMOS カメラです。そのサイズだけでなく
最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペッ
クも充実しています。レンズf4.0mmモデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●
画角 48°●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 
16mm ●重さ 61g

小型 CMOSカメラシリーズ

小型 CMOSカメラシリーズ

小型 CMOSカメラシリーズ

小型 CMOSカメラシリーズ
48 万画素 CCIQⅢモジュール採用 CMOS カメラCM-D5

希望小売価格︓25,000 円

CM-D5 は CCIQⅢ960H 撮像素子を搭載し
た極小カメラです。そのサイズだけでなく、
最低被写体照度 0.05Lux を有するなどス
ペックも充実しています。フォーカス調整が
可能で、近接撮影にも対応しています。

●撮像素子 1/3 型 CCIQⅢ 96H ●画素数 31 万画素 
●最低被写体照度 0.05Lux ●画角 47.4°●解像度 
710TV ライン ●外寸 11.5 x 11.5 x 16.5mm ●重さ 
34g

※別途レコーダーが必要です。

超小型 CMOS カメラCM-D6
希望小売価格︓32,000 円

CM-D6 はサイズにこだわった超小型カラー
CMOS カメラです。そのサイズだけでなく
最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペッ
クも充実しています。レンズf3.5mmモデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●
画角 54°●解像度 480TV ライン ●外寸 9 x 9 x 
10.5mm ●重さ 31g



超小型 CMOS カメラ

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D7
希望小売価格︓30,000 円

デュアル電源対応近赤外線投光器

光源が見えにくい準不可視赤外線投光器K-Light

C-Light

希望小売価格︓33,000 円

本体に電池 BOX 機能を内蔵し、別売の外部
電源にも対応したコンパクトな赤外線投光器
です。波長のピークを 940nm とした不可視
LED を採用。肉眼で見えにくい特長を備え
ています。投光距離 5 メートル程度。

●赤外線有効投光距離 5m●赤外線ピーク波長 940nm 
●ガリウム砒素化合物 LED ●電源 単三電池 x 4 本ま
たは DC12V ●電池寿命 29 時間程度 ●外寸 76 x 39 
x 81mm ●重さ 365g ●三脚穴付き 

●赤 外 線 有 効 投 光 距 離 10m●赤 外 線 ピ ー ク 波 長 
940nm ●ガリウム砒素化合物 LED ●電源 DC12V ●
電池寿命 29 時間程度 ●外寸 78 x 72 x 47mm ●重
さ 186g ●三脚穴付き 

希望小売価格︓33,000 円

波長のピークを 940nm とした近赤外線投光
装置です。肉眼では光源が見えにくいのが特
長です。コンパクトなボディに 104 灯の国
産ガリウム砒素 LED を配列。安定した照射
能力を有します。

200 万画素ドアビューアー型防犯監視カメラカラードアカム HD
希望小売価格︓58,000 円

ドアビューアー（覗き穴）に擬装した特殊防
犯カメラです。ストーカーやイタズラなどの
迷惑行為を記録します。撮像素子を 200 万
画素へグレードアップ。AHD モデルとアナ
ログモデルをご用意しました。

●撮像素子 1/2.9 型 CMOS ●最大解像度 1080p（AHD）、
CVBS1280（アナログ） ●最低被写体照度 0.5Lux ●
画角 110°●電源 DC12V ●対応最大ドア厚 42mm ●
外寸 Φ44 x 80mm ●重さ 115g

ドアスコープカメラ

小型 CMOS カメラシリーズ

CM-D7 はサイズにこだわった超小型カラー
CMOS カメラです。そのサイズだけでなく
最低被写体照度 0.3Lux を有するなどスペッ
クも充実しています。レンズf4.0mmモデル。

●撮像素子 1/4 型 CMOS ●最低被写体照度 0.3Lux ●
画角 48°●解像度 480TV ライン ●サイズ 9 x 9 x 
16mm ●重さ 31g

※設置現場に合わせてケーブルをご用意ください。

赤外線投光器

赤外線投光器

取扱店

※本カタログ記載の価格には別途消費税がかかります。

AHD モデル / アナログモデル

スマートミラー SMX7 スマホ・タブレット用ミラーレンズ
希望小売価格︓20,000 円

スマホやタブレットのカメラレンズ部に設置
し、前方や横を撮影する事が出来ます。

●ミラー部 アルミコート ＆ 表面保護コート（SiO2） 、
面精度 550nm 1/4λ ●ケース アルミ合金 ●外寸 10.5 
x 13 x 8.5mm ●重さ 1g

特殊撮影ミラーレンズ

※固定には剥がして使える「ソフト接着剤」をお使い下さい。
※とても小さいため、紛失しないよう十分ご注意下さい。

装着例

高画質 CMOS カメラシリーズ

高画質 CMOS カメラシリーズ

4MP/5MP 高画質 AHD 小型 CMOS カメラ

4MP/5MP 高画質 AHD 小型 CMOS カメラ

CP-M1

CP-M2
希望小売価格︓30,000 円

希望小売価格︓30,000 円

CP-M1 は 500 万画素の高画質メガピクセル
CMOS カメラです。AHD,CVI, TVI, CVBS
の出力に対応。25x25mm 角の小設計デザ
インは監視からモバイルまで幅広く活躍しま
す。ボードレンズタイプ。

●撮像素子 1/2.7 型 CMOS ●最低被写体照度 カラー
時 0.5Lux, モノクロ時 0.1Lux ●画角 73°●解像度 
4MP ●外寸 25 x 25 x 28mm  ●重さ 56g

CP-M2 は 500 万画素の高画質メガピクセル
CMOS カメラです。AHD,CVI, TVI, CVBS
の出力に対応。25x25mm 角の小設計デザ
インは監視からモバイルまで幅広く活躍しま
す。ピンホールレンズタイプ。

●撮像素子 1/2.7 型 CMOS ●最低被写体照度 カラー
時 0.5Lux, モノクロ時 0.1Lux ●画角 72°●解像度 
4MP ●外寸 25 x 25 x 18.5mm  ●重さ 50g


