
屋外設置対応
3G・高速 LTEモバイルネットワークカメラ

高信頼業務仕様：ポーター君＆パトカムシリーズ
内蔵カメラ：高耐久・高信頼 Panasonic・Sony・Canon他

内蔵ルーター：業務用高信頼シリーズ内蔵
主要機器仕様書

全て受注生産品です。納期はご注文後10～20営業日となります。
お急ぎによる特急制作納品も特別料金で承ります。

販売価格はお問い合わせください。見積書が必要の際はお申し付けください。
ご購入・お支払方法：銀行振込・代引・Webカード決済・最高84回均等払いGEリースが可能です。

レンタルは次のページをご参照ください。http://ace-web.co.jp/rental.php

ポータ君・パトカムは商標登録・ハウジングデザインは意匠登録済みです

●リース
リース契約とはGEリースなどと長期のリース契約を行います。通信SIMカードなどはお客様が別途契約する必要があります。

●レンタル
レンタルは1～2年以内くらいの短期間利用される場合に弊社と直接契約致します。レンタルの場合は通信SIMカードは付属して
おりレンタル料金に含まれます。

100～500台ロット注文は別途御見積となります。
製品の外観・デザイン・仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。

仕様書2017.1

カメラ使用方法：
カメラ本体とポール又は壁取付ブラケット等をご購入いただき、
ご希望のプランの通信SIMカードを各通信会社とご契約いただくか
弊社にてレンタル契約をして下さい。

http://ace-web.co.jp/rental.php
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屋外用ハウジング内にルーターが収納されています。
ポール取付け金具背面やカメラ取付けポール下部に取付け可
能。

高信頼業務用ルーターの他コンシューマWifiルーター等も組
み込み可能です。業務用ルーターに比べますと信頼性は落ち
ますが安価に構築可能です。

屋外用ハウジング内にカメラが収納されています。
ポケットWifiルーター内蔵機

業務用ルーターに比べると、寒冷地では低温により内蔵電池
の充電不足が起きて動作が不安定になる他、内蔵バッテリー
の寿命を考慮する必要がありますが、比較的リーズナブル価
格で構築可能。

カメラ内にSDHCカードを装着でポケットルーターを取り外し
ても録画機能のみ作動させることが可能です。

ＭＲＣシリーズ
コンシューマ モバイルルーター

ネットワークカメラ

屋外用ハウジング内に、カメラと業務用高信頼高耐久

高速LTE モバイルルーターが収納されています。

工事現場・河川監視・土砂・災害現場・積雪監視

太陽光発電所などで10～20年間の長期間使用に耐えられる

耐温度－20℃～60℃の高信頼ルーター内蔵（セイコーソリュ
ーションズMB-A110・サン電子RXシリーズ他）仕様です。
電源接続ですぐに使用できます。

全てのシリーズは実用外気温度－20℃～50℃です。

屋外用ハウジング内にカメラが収納されています。
ＷＬＣシリーズはWifiコンバーターが組込まれています。
有線ＬＡＮまたは無線ＬＡＮでＭＲＢシリーズ･ＲＥＣＤＡＳ
や各種ご家庭のルーター･Wifi無線ルーター等に接続が可能で
す。
全てのシリーズはルータを組み込まないＬＮＣ・ＷＮＣでの
製作が可能です。

屋外用ハウジング内にＮＶＲ･ＬＡＮＤＩＳＫ･ＤＶＲ･モバイルルーター等が収納されています
カメラ直下に取付けて長期間録画が可能です。

街路灯などに取り付けて、夜間のみ街路灯電源から内臓バッテリーに充電して24時間カメラ画像を高速
ＬＴＥ通信網で配信することも可能です。（高速道路渋滞監視用に４０台納入稼働中）

ＲＥＣＤＡＳシリーズ
レコーダーＢＯＸ

ＭＮＣシリーズ
LTEモバイルネットワークカメラ

ＭＲＢシリーズ
モバイルルーターＢＯＸ

ＬＮＣ＆ＷＬＣシリーズ
Wifi/LANネットワークカメラ



ＡＣアダプター内蔵ですので付属の４Ｐ防水コネクター付５ｍＡＣケーブル
の防水ゴム付プラグをコンセントに差し込むだけです。
※ＡＣアダプター内蔵型（ＡＣ１００ｖ＆ＤＣ１２ｖどちらでも給電可能）

※ＤＣ１２ｖで給電時は別売りコネクター付きケーブルが必要です。
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PY-MNC162/165/170/110/82

高耐久業務用３Ｇルーター・高速ＬＴＥルーター
ハウジング内一体収納システム

iobb無料DDNS付、高速LTEモバイルネットワークカメラ

内蔵ルーター
【業務用高速ＬＴＥ･４Ｇ･
３Ｇルーター高耐温度仕様】

内蔵ルーター
詳細

対応SIM（標準サイズ）

MB-A110
組込時は
販売価格

+30,00０円
となります。

RX-110
MR-GM2
標準組込

MB-A110 LTE/３Ｇ WIFI有 【帯域制限なし】ドコモ回線高速LTE
月額6,000円（弊社でご契約下さい）

【帯域制限アリ】ocnモバイルone
月額900円（OCNモバイルONEで契約）

【帯域制限なし】ドコモ回線3G
月額6,000円（弊社でご契約下さい）

ＭＲ-ＧＭ２ LTE/３Ｇ WIFI有

RX-110 ３Ｇ WIFI無

ＰＹ－ＭＮＣ
１６２

ＰＹ－ＭＮＣ
１７０

ＰＹ－ＭＮＣ
１１０

ＰＹ－ＭＮＣ
82

約１８０°左右パンレンズ ※opクラウド録画gateway組込可能
カメラ165Aに変更の場合はPY-MNC165となります。
広角１７０°固定レンズ搭載・月額980円のクラウド録画サービス対応
約110°固定レンズ搭載 アクシスM1065-Lネットワークカメラ
safieクラウド録画対応
約 82°固定レンズ搭載 アクシスM1065-Lネットワークカメラ
SDXC・SDHCカード録画対応
販売価格は御見積となります。お問い合わせください。

内蔵カメラBB-ST162A詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
内蔵カメラ パナソニックＢＢ－ＳＴ１６５Ａ詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
内蔵カメラ Safie170°広角レンズ ELMO CC-1詳細 https://safie.link/

＊ＢＢカメラ オプション

リレー連動ＯＮ・ＯＦＦ
+10,000円
LEDライト装着
人感センサーLEDライト
+12,000円

カメラ内装着のＳＤＨＣカードの着脱等が
カメラを取り付けたまま簡単に出来ます

小型ハウジング内に80ミリ角大型ファン内蔵
弊社一押し おすすめ品

50φ単管ブラケット
取り付け状態

130φポール挟み込み
ブラケット取付状況

サイズ：縦１２５㍉横１７５㍉奥行１２５㍉

http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
https://safie.link/


ＡＣアダプター内蔵型は付属の５ｍＡＣケーブルをコンセントに差し込む
だけです。
※ＡＣアダプター内蔵型（ＡＣ１００ｖ＆ＤＣ１２ｖどちらでも給電可能）

※ＤＣ１２ｖで給電時は別売りコネクター付きケーブルが必要です。
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PT-MNC162/165/170/110/82

高耐久業務用３Ｇルーター・高速ＬＴＥルーター
ハウジング内一体収納システム

iobb無料DDNS付、高速LTEモバイルネットワークカメラ

内蔵ルーター
【業務用高速ＬＴＥ･４Ｇ･
３Ｇルーター高耐温度仕様】

内蔵ルーター
詳細

対応SIM（標準サイズ）

MB-A110
組込時は
販売価格

+30,00０円
となります。

RX-110
MR-GM2
標準組込

MB-A110 LTE/３Ｇ WIFI有
【帯域制限なし】ドコモ回線高速LTE
月額6,000円（弊社でご契約下さい）

【帯域制限アリ】ocnモバイルone
月額900円（OCNモバイルONEで契約）

【帯域制限なし】ドコモ回線3G
月額6,000円（弊社でご契約下さい）

ＭＲ-ＧＭ２ LTE/３Ｇ WIFI有

RX-110 ３Ｇ WIFI無

ＰＴ－ＭＮＣ
１６２

ＰＴ－ＭＮＣ
１７０

ＰＴ－ＭＮＣ
１１０

ＰＴ－ＭＮＣ
82

約１８０°左右パンレンズ ※opクラウド録画gateway組込可能
カメラ165Aに変更の場合はPT-MNC165となります。
広角１７０°固定レンズ搭載・月額980円のクラウド録画サービス対応
約110°固定レンズ搭載 アクシスM1065-Lネットワークカメラ
safieクラウド録画対応
約 82°固定レンズ搭載 アクシスM1065-Lネットワークカメラ
SDXC・SDHCカード録画対応
販売価格は御見積となります。お問い合わせください。

内蔵カメラBB-ST162A詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
内蔵カメラ パナソニックＢＢ－ＳＴ１６５Ａ詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
内蔵カメラ Safie170°広角レンズ ELMO CC-1詳細 https://safie.link/

＊ＢＢカメラ オプション

リレー連動ＯＮ・ＯＦＦ
+10,000円
LEDライト装着
人感センサーLEDライト
+12,000円

録画用ＳＤＨＣカードの抜き差し
時はカメラをハウジングから取り
外す必要があります。

サイズ：縦17５㍉横⑫１２５㍉奥行１２５㍉

縦長デザインをご希望の方は
ＰＴシリーズをご選択下さい

http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
https://safie.link/


内蔵ルーター 対応ＳＩＭ（標準サイズ）

サン電子ＲＸ１１０
業務用３Ｇルーター高耐温度仕

様内蔵

【帯域制限なし】２４時間動画閲覧が可能
全国エリア対応ＮＴＴドコモ回線３ＧSIMカード
月額6,000（弊社にて契約して下さい）
【帯域制限あり】１日２０分程度の動画閲覧が可能
全国エリア対応ocnモバイルone回線３ＧSIMカード
月額900円 （ocnモバイルoneで契約して下さい）

世界最小サイズ
電源投入で直ぐにインターネットからライブ動画の
モニタリングが可能。

販売価格
御見積 お問い合わせください。
内蔵カメラをBB-ST165Aに変更時はPS-MNC165型番

内蔵カメラ パナソニックＢＢ－ＳＴ１６２Ａ詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
内蔵カメラ パナソニックＢＢ－ＳＴ１６５Ａ詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
レンタル詳細
http://ace-web.co.jp/rental.php
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超小型ハウジング内にカメラと業務用高耐久モバイルルーターが一体化収納
されています。（iobb.net無料DDNS搭載）

内蔵カメラにより型番が変わります

※ＤＣ１２Ｖ給電方式 ＊Iobb無料DDNSシステム搭載

※背面ＡＣ１００ｖ給電ＢＯＸ付き ＰＳＡ－ＭＮＣ１６２

PS-MNC162/165 ※特注品

世界最小サイズ 約180°左右パン
3Gモバイルネットワークカメラ

サイズ：縦横１２５㍉奥行１２５㍉ 重量約２ｋｇ

＊ＢＢカメラ オプション

リレー連動ON・OFF LEDライト装着(OP)
人感センサーＬＥＤライト(OP)

ACアダプター組込み
背面AC１００ｖ給電ＢＯＸ付

縦横125㍉奥行150㍉ （OP）

http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st162a.html
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/st165a.html
http://ace-web.co.jp/rental.php
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PY-MNC162/165/  YM-MNC170特徴

PY-MNC162/PY-MNC165は内蔵カメラにパナソニック製BB-ST162Ａ又はBB-ST165Aと、
セイコーソリューションズ株式会社製の業務用3G/LTEルーターMB-A110（耐温度－20℃～60℃）サン電子ＲＸ１１０等を
業界最小ハウジング内（縦125横175奥行125㍉重量約1.2kg）に組み込んだ高画質でスラスラ動画が遠隔地のスマホやパソコンに配信
可能な３Ｇ/LTEモバイルネットワークカメラシステムです。

装着可能なSIMカードは全てＮＴＴ全国エリア対応（ocnモバイルone月額900円、通信容量閲覧時間制限有）～（＠モバイルくん月額
4,000円、通信容量閲覧時間制限無※）～（foma３Ｇ月額6,500円、通信容量閲覧時間制限無）（高速ＬＴＥ/ＳＩＭ月額6,000円、通信
容量閲覧時間制限無）などがカメラの閲覧時間や予算により選択装着可能です。
※＠モバイルくんは容量制限はありませんが周りの混雑状況により速度低下があります。
＊３Ｇ通信の画像は1秒に１～３コマ程度の動画となります。LTE通信の画像はスラスラ動画となります。

電源供給はカメラ底面の４Ｐ防水コネクターに４Ｐ防水プラグ付き５ｍＡＣケーブルで給電します。
４Ｐコネクターの１－２端子が１００ｖ～２４０ｖ給電用です。バッテリー等のＤＣ１２ｖ給電時は３－４端子から給電します。３番端
子がー側、4番端子が+側となります。別売りのＤＣ給電ケーブル3,000円をご用意しております。

iobb.netの無料ＤＤＮＳシステム又は固定ＩＰSIMを組み込んでありますので、通信費用以外のランニングコストは不要で、電源を接続
して指定のアドレスを入力するだけの簡単操作で遠隔地のパソコンやスマホから動画のモニタリングとカメラのレンズの左右約170°の首
振り、上下約100°の首振り並びにズームコントロールをすることが可能です。

1週間保存で月額1,500円の格安SafieProクラウド録画をご希望の方は、
専用の帯域容量制限のないＮＴＴ全国エリア対応高速LTE SIMカード（弊社とのレンタル契約月額6,000円）と、
オプションのsafieクラウドgateway２0,000円を組み込みことによりスラスラ動画の録画保存が可能となります。
カメラに直接アクセス時の画像もH.264の高圧縮技術でストレスのないスラスラ動画でご覧になれます。

内蔵カメラにＥＬＭＯ社ＣＣ－１を組み込んだYM-MNC170は広角170° 400万画素の高精細画像となります。こちらのカメラは
1週間録画保存のスラスラ動画クラウド録画が980円でクレジットカード決済により契約が可能です。
ご使用になるためにはクラウドサーバーに常時接続して録画するため為、専用の帯域容量制限なしの全国ＮＴＴエリア対応の高速
LTESIMカード月額6,000円の弊社とのレンタル契約が必要となります。
カメラの特徴は400万画素広角170°画角ですので狭い場所や建物のすぐそばからでも広角画像で全体を常時撮影できます。また、録画画
像の再生時もデジタルズームにより広角画面隅々までの状況がズームアップで確認できます。
内蔵ルーターがMR-GM2時はコンバーターモードでの使用が可能ですので家庭内無線ＬＡＮや有線ＬＡＮでの接続が可能となります。
Safieクラウド録画お試し画像 https://safie.link/app/index_pc.html#/login
メールアドレス：procam@ace-web.co.jp パスワード：123456 でご覧いただけます。

https://safie.link/app/index_pc.html#/login
mailto:procam@ace-web.co.jp
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既存の同様カメラシステムとの比較：
カメラハウジングは他社製品と比較すると約3分の１以下と非常に小型軽量化とカメラルーター機器などが一体化されていま
すので、設置や移設が非常に楽です。また現場設置においても小型ですので作業の邪魔になりません。また、ＡＣアダプター
もハウジング内に内蔵されていますので付属の防水コネクター付きＡＣケーブルを接続するのみです。
また、ＤＣ１２ｖ入力端子も備えていますのでバッテリーからの直接給電やソーラー充電システムからの給電も低悪効率のイ
ンバーターなどを介さず可能です。
オプションの遠隔ＯＮ・ＯＦＦ可能なＬＥＤライトを取り付けることにより真っ暗闇でも鮮明な画像を撮影することが可能で
す。
また、動体検知機能により撮影範囲に不審者などが侵入した場合、自動的にＬＥＤライトの点灯とメールによるお知らせが可
能です。
更にオプションのアンプ付きスピーカーを取り付けることにより音声での威嚇も可能となります。

内蔵カメラがパナソニックＢＢ－ＳＴ１６２Ａ搭載のＰＹ－ＭＮＣ１６２は約1８0°左右パン約100°上下チルトのデジタル
ズームレンズ搭載で遠隔地から左右上下の首振り操作が可能です。
１週間保存SafieProクラウド録画は月額1,500円の業界最安料金で加入することが可能です。

400万画素広角170°レンズ搭載のYM-MNC170は広角ワイドレンズの特性を生かして狭い敷地内や建物直近からも広範囲の
撮影が可能になります。
また、400万画素170°画角の広範囲が常にsafieクラウド録画サーバーに保存することが出来ますので広い撮影範囲の一部を
拡大ズームして異常時の人の動きなどを確認することが可能です。
NEW AXIS M1065-L 110°広角固定レンズカメラの組込対応致しました。ネットワークカメラの他safie
クラウドサーバーに録画が可能となります。

既存の３Ｇ回線を使用したモバイルカメラは画像更新間隔が1秒に1コマ程度の動画ですが、本カメラにＬＴＥ通信ＳＩＭカー
ドを装着することにより1秒間に20フレーム以上のスラスラ動画で画像のモニタリングが可能です。また、1週間保存で月額９
８０円の業界初の低料金でのスラスラ動画のSafieクラウド録画サービスもオプションにて加入が出来ます。

通信用ＳＩＭカードも月額900円～6,500円まで使用用途、ご予算により選択して装着することが出来ます。

納入実績：官公庁、大手ゼネコン企業、太陽光発電所等々これまで１０００台以上となります。
弊社会社概要内納入実績ご参照

PY-MNC162/165/  YM-MNC170/110特徴
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超広角！スラスラ動画１週間～のクラウド録画が可能

内蔵ルーターとカメラ間ネットワーク設定済。電源投入でスマホやＰＣから

モニタリング可能 ※本カメラは月額￥6,000円の帯域制限無高速LTE
SIMカードを弊社にてレンタル契約して下さい

PK-MNC170/130/110/85/82

屋外対応400万画素170°超広角固定レンズ
高速モバイル＆マルチネットワークカメラ

PK-MNC170/110

品番 PK-MNC170 PK-MNC130Pro PK-MNC85 Pro

内蔵カメラ ELMO170° ELMO131° ELMO 85°

レンズ 超広角WIDEレンズ 広角WIDEレンズ 標準レンズ

特徴
赤外線暗視撮影機能付
（約5ｍ照射）

天井取付下向き仕様も製作可能

内蔵ルーター 業務用高速LTEルーター MR-GM2又はオプションでMB-A110

クラウド録画
1週間保存付き

¥980円/月
クラウドpro 1週間～90日間保存ご選択

＊1週間保存の場合¥1,500円/月

付属品 防水コネクター5ｍＡＣケーブル、単管取付金具ＴＫＢ５０ 付属

販売価格は御見
積となります。
お問い合わせく
ださい。

ＰＫ-ＭＮＣ１７０ 内蔵カメラELMO CC-1
ＰＫ-ＭＮＣ１１０ 内蔵カメラAXIS M1065-L
ＰＫ-ＭＮＣ８２ 内蔵カメラAXIS M3044-V
ＰＫ-ＭＮＣ１３０Pro 内蔵カメラELMO 業務用
ＰＫ-ＭＮＣ８５ Pro 内蔵カメラELMO 業務用
ＰＫ‐ＭＮＣ８５ 内蔵カメラiodata TS-WLC2

オプション
約30m照射10w赤外線OrＬＥＤライト
約10m照射 3w赤外線OrＬＥＤライト
内臓ルーターMB-A110に変更時 販売価格+30,000円となります。

ＰＫ１７０/１３０Pro/８５Proはマルチネットワークシステム業務用ＬＴＥモバイルルーター内
蔵・ＷＩＦＩコンバーター内蔵・ＢＲＤ有線回線（ＬＡＮＰＯＥ接続）等々ネットワークを選びま
せん。ＭＲ－ＧＭ２内臓時。 ※ＭＢ－Ａ１１０時はマルチネットワーク機能無となります。

内蔵カメラ ＥＬＭＯ ＣＣ－１仕様 https://safie.link/
内蔵カメラ ＡＸＩＳ M1065-L仕様
http://www.axis.com/jp/ja/products/axis-m1065-l
内蔵カメラ ＡＸＩＳ M3044-V仕様
http://www.axis.com/jp/ja/products/axis-m3044-v
内蔵カメラ TS-WLC2仕様
http://www.iodata.jp/product/lancam/lancam/ts-wlc2/spec.htm

サイズ：縦150㍉横135㍉奥行90㍉
重量約１ｋg

PK-MNC130Pro/85Pro

サイズ：縦180㍉横135㍉奥行100㍉
重量約1.3ｋｇ

PK-MNC130/85Pro ルーフ無

https://safie.link/
http://www.axis.com/jp/ja/products/axis-m3044-v
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PK-MNC170/PK-MNC130pro/PK-MNC80pro特徴

PK-MNC170は縦150横135奥行90㍉の小型ハウジング内にELMO製CC－1広角170° 400万画素カメラと業務用高速LTEルーター
MR-GM2ルーターを標準的に組み込んだクラウドカメラシステムです。

PK-MNC130pro/85proは縦180横135奥行100㍉のハウジングに同ルーターを組み込んだ業務用400万画素広角130°カメラＣＰ-
1Wと85°標準レンズカメラＣＰ-1Ｓを組み込んだクラウドカメラシステムです。

本カメラをインターネット環境のない場所でご使用いただくには初回事務手数料なし、契約期間縛りなし、解約違約金なし、月額6,000
円の帯域容量制限のないＳＩＭカードを弊社にてレンタル契約していただく必要がございます。
クラウドカメラは常時サーバーに画像をアップロードするために1日に５ＧＢ程度の通信容量を必要とします。
従って一般的な月７ＧＢ制限のＳＩＭカードでは1日半で帯域制限となります。

電源供給はカメラ底面の４Ｐ防水コネクターに４Ｐ防水プラグ付き５ｍＡＣケーブルで給電します。
４Ｐコネクターの１－２端子が１００ｖ～２４０ｖ給電用です。ＤＣ１２ｖ給電時は３－４端子から給電します。３番端子がー側、4番
端子が+側となります。別売りのＤＣ給電ケーブル3,000円をご用意しております。
※PK-MNCシリーズはオプションにて既設のネット環境接続やＰＯＥハブからの給電システムも制作が可能です。

PK-MNC170の内蔵ルーターをポケットWIFIルーターに変更したPK-MRC170機種も特別注文で制作が可能です。
PK-MRC170は低消費電力ですので電源のない場所でも５０Ｗ程度のソーラーパネルと２０Ａクラスのバッテリーシステムでソーラー電
源システムを組みますと1年365日動作をさせることが可能です。

PK-MNC170はクレジットカード決済で1週間保存で月額980円のSafieクラウド録画サービスに加入できます。

PK-MNC130pro/85proは1週間保存で月額1,500円のsafieproクラウド録画サービスに加入できます。
オプションで2週間保存～90日間保存のプランがお選びいただけます。
safieproクラウド録画サービスは弊社にお申し込みください。

Safieクラウド録画お試し画像 https://safie.link/app/index_pc.html#/login
メールアドレス：procam@ace-web.co.jp パスワード：123456 でご覧いただけます。

https://safie.link/app/index_pc.html#/login
mailto:procam@ace-web.co.jp
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PK-MNC170/110/82 特徴

既存の同様カメラシステムとの比較：
カメラハウジングは他社製品と比較すると約４分の１以下と非常に小型軽量化とカメラルーター機器などが一体化されていますので、設
置や移設が非常に楽です。また現場設置においても小型ですので作業の邪魔になりません。また、ＡＣアダプターもハウジング内に内蔵
されていますので付属の防水コネクター付きＡＣケーブルを接続するのみです。また、ＤＣ１２ｖ入力端子も備えていますのでバッテ
リーからの直接給電やソーラー充電システムからの給電も低悪効率のインバーターなどを介さず可能です。

オプションの赤外線ＬＥＤライトを取り付けることにより真っ暗闇でも鮮明な画像を撮影することが可能です。また、動体検知機能によ
り撮影範囲に不審者などが侵入した場合、自動的に人感センサーＬＥＤライトの点灯とメールによるお知らせが可能です。

400万画素広角170°レンズ搭載のＰＫ-MNC170は広角ワイドレンズの特性を生かして狭い敷地内や建物直近からも広範囲の撮影が可能に
なります。また、400万画素170°画角の広範囲が常にsafieクラウド録画サーバーに保存することが出来ますので広い撮影範囲の一部を拡
大ズームして異常時の人の動きなどを確認することが可能です。
NEW AXIS M1065-L 110°広角固定レンズカメラの組込対応致しました。ネットワークカメラの他safieクラウドサーバーに録画が
可能となります。

PK-MNC130Pro/８０Proはモバイル通信端末を使用してＡＣ１００Ｖ給電ＤＣ１２Ｖ給電の他、既設のＢＲＤ回線にＰＯＥＨＵＢを介し
て接続すればＰＯＥ給電にて動作させることが可能です。

既存の３Ｇ回線を使用したモバイルカメラは画像更新間隔が1秒に1コマ程度の動画ですが、本カメラにＬＴＥ通信ＳＩＭカードを装着す
ることにより1秒間に20フレーム以上のスラスラ動画で画像のモニタリングが可能です。また、PK-MNC170は1週間保存で月額９８０円
の業界初の低料金でのスラスラ動画のSafieクラウド録画サービス、PK-MN130Pro/85ProはsafieProクラウド録画サービス1週間保存
1,500円～90日間保存15,000円もオプションにて加入が出来ます。

通信用ＳＩＭカードは常時クラウドサーバーへ録画データー転送のため帯域制限のないＬＴＥ高速ＳＩＭカード月額6,000円を弊社より
レンタルにてご契約が可能です。

納入実績：官公庁、大手ゼネコン企業、太陽光発電所等々これまで１０００台以上となります。
弊社会社概要内納入実績ご参照
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PL/PX/PW-MNC382･384･385･580･43H

世界最小３６０°３Ｇ/ＬＴＥモバイルネットワークカメラ

カメラ＆ルーターが一体収納で設置楽々
ACアダプター内蔵 iobb.net無料DDNS対応

サイズ：PL時 縦横175ミリ高さ125ミリ（PX時150㍉）重量約 2～2、3kg

内蔵ルーター
【業務用高速ＬＴＥ･４Ｇ･
３Ｇルーター高耐温度仕様】

内蔵ルーター
機能詳細

対応ＳＩＭ（標準サイズ）

標準
組込

MB-A110
組込み時は
+30000円
となります。

ＲＸ110 WIFI無

帯域制限なし】ドコモ回線高速LTE
帯域制限アリ】ocnモバイルone
その他各社ＳＩＭ対応

MR-GM2/3 WIFI有

MB-A110 WIFI有

オプション IRB700（WIMAX） ルーター組込 +30,000円

主内蔵ルーターＭＢ－Ａ１１０詳細
http://www.seiko-sol.co.jp/products/skybridge/
PX-MNC382 内蔵カメラ パナソニック BB-SC382詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc382.html
PX-MNC384 内蔵カメラ パナソニック BB-SC384B詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc384b.html
PX-MNC385 内蔵カメラ パナソニック WV-SC385詳細
http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/sc385/index.html
PX-MNC43B 内蔵カメラ キャノン VB-H43B詳細
http://cweb.canon.jp/webview/lineup/vbh43/spec.html
PL-MNC580 内蔵カメラ パナソニック BB-HCM580詳細
ttp://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/hcm580.html

※PWシリーズ（ドーム上下両用）は販売価格に＋10,000円となります。
※クラウド録画用GATEWAY組込は販売価格に＋２0,000円となります。

※ドーム色はライトスモークとクリアタイプがございます。御注文時ご指定ください

PWシリーズはドーム上下向き両用

内蔵カメラBB-SC382 BB-SC384B

WV-SC385は130万画素18倍光学ズーム
レンズEX2倍ズームで36倍ズームが可能
内蔵カメラCanon VB-H43Bは210万画
素20倍光学ズームレンズ搭載
内蔵カメラBB-HCM580 32万画素21倍
光学ズームレンズ

コンシューマカメラTS-WPTCAM

CS-W72HD･CS-W70HD等も収納可能

http://www.seiko-sol.co.jp/products/skybridge/
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc382.html
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc384b.html
http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/sc385/index.html
http://cweb.canon.jp/webview/lineup/vbh43/spec.html
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/hcm580.html


高層ビル等の建築進捗に
応じて、下向きから
上向き撮影が可能です。

＊意匠登録・実用新案登録済

ドーム下向き時：左右のルーバー、
背面のＰＦ管ソケットを180°回転させます。

ドーム上向き時
５０φ単管用～１３０φポール用～３５０φ電柱用
ポール取付金具＆ブラケット、三脚等が使用できます。

360°パンタイプの各種カメラを内蔵したモバイルモバイルネットワークカメラが製作可能です。

MNCシリーズ電源入力部＆
防水コネクター付きケーブル

ＰＷ－ＭＮＣシリーズ ドーム上下向き両用

1台のハウジングで上下両方向で使用できる
世界初のモバイルネットワークカメラです。
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PL-MNC364･374（広角側９５°ＷＩＤＥ）

世界最小３６０°３Ｇ/ＬＴＥモバイルネットワークカメラ

カメラ＆ルーターが一体収納で設置楽々

ACアダプター内蔵 iobb.net無料DDNS対応

サイズ：縦横175ミリ高さ125ミリ 重量約2kg

内蔵カメラ
BB-SC364、BB-SC374

広角側95°WIDEレンズで
広い範囲が一度に見れます

130万画素3倍光学ズーム
EX2倍ズームで6倍ズーム
が可能

内蔵ルーター
【業務用高速ＬＴＥ･４Ｇ･
３Ｇルーター高耐温度仕様】

内蔵ルーター詳細 対応ＳＩＭ（標準サイズ）

標準
組込

ＲＸ110 ３Ｇ WIFI無 【帯域制限なし】ドコモ回線高速LTE
【帯域制限アリ】ocnモバイルone
その他各社ＳＩＭ対応
MB-A110組込時は販売価格に
+30000円となります。

ＭＲ－ＧＭ２ LTE/３Ｇ WIFI有

ＭＢ－Ａ１１０ LTE/３Ｇ WIFI有

販売価格
御見積

PL-MNC364 PL-MNC374

主内蔵ルーターＭＢ－Ａ１１０詳細
http://www.seiko-sol.co.jp/products/skybridge/

PL-MNC364 内蔵カメラ パナソニック BB-SC364詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc364.html#STITLE01

PX-MNC374 内蔵カメラ パナソニック BB-SW374詳細
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sw374.html

http://www.seiko-sol.co.jp/products/skybridge/
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sc364.html#STITLE01
http://sol.panasonic.biz/security/netwkcam/lineup/sw374.html
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PL･PX・PW-MNCシリーズ特徴

PL・PX・PW-MNCシリーズは内蔵カメラに約３６０°左右パン約90℃上下チルトが可能な18倍/ＥＸ時36倍光学ズームレン
ズ搭載のパナソニック製BB-SC382/BB-SC384/WV-SC385/BB-SC364･374 Ｃａｎｏｎ製VB-H43B等とセイコーソ
リューションズ株式会社製の業務用3G/LTEルーターMB-A110（耐温度－20℃～60℃）を縦横175㍉高さ150㍉重量約
2.5kgの小型ハウジング内に標準的に組み込んだシステムです。
（ご希望により内蔵ルーターをRX110やMR－GM2の組込みも可能)

※ＰＷシリーズはドーム向きが上下両方向に変更可能な世界初のハウジングです。高層ビルなどの建築物の進捗状況により
水平方向の下向きから上向きに１台のハウジングで撮影アングルが変更できます。

使用可能なSIMカードは（ocnモバイルone月額900円、容量制限有）～（ＮＴＴ高速ＬＴＥ/ＳＩＭ全国エリア対応
月額６,000円、通信容量制限無）～（FOMA３Ｇ月額6,500円、容量制限無）等がカメラ閲覧時間により選択装着可能です。
※ＦＯＭＡ３Ｇ ＮＴＴ高速ＬＴＥＳＩＭカードは弊社にてご契約いただけます。
＊３Ｇ通信の画像は1秒に１～３コマ程度の動画となります。高速LTE通信の画像はスラスラ動画となります。

電源供給はカメラ底面の４Ｐ防水コネクターに４Ｐ防水プラグ付き５ｍＡＣケーブルで給電します。
４Ｐコネクターの１－２端子が１００ｖ～２４０ｖ給電用です。ＤＣ１２ｖ給電時は３－４端子から給電します。３番端子
がー側、4番端子が+側となります。別売りのＤＣ給電ケーブル3,000円をご用意しております。

iobb.netの無料ＤＤＮＳシステムを組み込んでありますので、電源を接続して指定のアドレスを入力するだけの簡単操作で
遠隔地のパソコンやスマホから動画をモニタリングすることが可能です。

1週間保存で月額1,500円の格安SafieProクラウド録画をご希望の方は、
専用の帯域容量制限のない高速LTE SIMカード（弊社とのレンタル契約月額6,000円）と、
オプションのsafieクラウドgateway20,000円を組み込みことによりスラスラ動画の録画保存が可能となります。
カメラに直接アクセス時の画像もH.264の高圧縮技術でストレスのないスラスラ動画でご覧になれます。

Safieクラウド録画お試し画像 https://safie.link/app/index_pc.html#/login
メールアドレス：procam@ace-web.co.jp パスワード：123456 でご覧いただけます。

https://safie.link/app/index_pc.html#/login
mailto:procam@ace-web.co.jp
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既存の同様カメラシステムとの比較：
カメラハウジングは他社製品と比較すると約２分の１以下と非常に小型軽量化とカメラルーター機器などが一体化されていますので、設
置や移設が非常に楽です。また現場設置においても小型ですので作業の邪魔になりません。また、ＡＣアダプターもハウジング内に内蔵
されていますので付属の防水コネクター付きＡＣケーブルを接続するのみです。また、ＤＣ１２ｖ入力端子も備えていますのでバッテ
リーからの直接給電やソーラー充電システムからの給電も低悪効率のインバーターなどを介さず可能です。

オプションの遠隔ＯＮ・ＯＦＦ可能なＬＥＤライトをハウジング4隅コーナーに取り付けることにより真っ暗闇でも鮮明な画像を撮影する
ことが可能です。内蔵カメラのWV-SC385は赤外線暗視撮影機能搭載ですので4隅コーナーに赤外線ＬＥＤライトを装着することにより
真っ暗闇でも人に気づかれることなく鮮明な白黒画像を撮影することが可能です。また、動体検知機能により撮影範囲に不審者などが侵
入した場合、自動的にＬＥＤライトの点灯とメールによるお知らせが可能です。
更にオプションのアンプ付きスピーカーを取り付けることにより音声での威嚇も可能となります。

内蔵カメラは約350°左右パン約100°上下チルトの光学１８～21倍ズームレンズ搭載で遠隔地から鮮明な画像でのズームアップ左右上下
の首振り操作が可能です。
１週間保存SafieProクラウド録画は月額1,500円の業界最安料金で加入することが可能です。

ＰＷシリーズハウジングは弊社実用新案登録済の世界初の上下向き両用ハウジングで建築物の進捗状況により下向きアングルから上向き
アングルの撮影が可能となります。

既存の３Ｇ回線を使用したモバイルカメラは画像更新間隔が1秒に1コマ程度の動画ですが、本カメラにＬＴＥ通信ＳＩＭカードを装着す
ることにより1秒間に20フレーム以上のスラスラ動画で画像のモニタリングが可能です。

通信用ＳＩＭカードも月額900円～6,５00円まで使用用途、ご予算により選択して装着することが出来ます。

納入実績：官公庁、大手ゼネコン企業、太陽光発電所等々これまで１０００台以上となります。
弊社会社概要内納入実績ご参照

PL･PX・PW-MNCシリーズ特徴



動体検知又は遠隔ＯＮ・OFF可能
10ＷLEDライト １灯 8,000円

WV-SC385やELMO 170°画角カメラ等の
赤外線暗視撮影機能付きカメラは
赤外線ＬＥＤライトを取り付けることにより
真っ暗闇の中で撮影が可能になります。
３Ｗ赤外線ＬＥＤライト １灯 3,000円
10Ｗ赤外線ＬＥＤライト １灯 15,000円

赤色回転灯取付 12,000円
動体検知又は遠隔リモート回転

音声威嚇用
10Ｗアンプ組込
スピーカー取付 20,000円
動体検知又は遠隔ＯＮ・OFF可能
10ＷLEDライト １灯 8,000円

カメラ本体販売価格は御見積となります。

パトカム仕様カスタマイズMNC180°シリーズ MNC360°シリーズ

オプション ＬＥＤライト取付
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RBX-MNC311･631･781他

赤外線 ３Ｇ/ＬＴＥ モバイルネットワークカメラ

モバイルルーターＢＯＸ・カメラ一体型システムで簡単設置

ＲＢＸサイズ：縦180 横135奥行100ミリ重量約2,1kg

Iobb.net無料DDNS構築済又は固定ＩＰＳＩＭ
DDNS取得のランニングコストがかかりません
。

ＢＯＸ内標準組込ルーターRX110・130・160
・180・MR-GM2・MR-GM3 標準組込
※MB-A110・RX210・IR-700Bルーター組込
時は販売価格に+30,000円となります。

PBX-MNC781LJ 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/sfv781_spv781/
PBX-MNC631LJ 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/spw631/ 
PBX-MNC631LTJ 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/spw631/
PBX-MNC611LJ 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/spw611/
PBX-MNC611J 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/spw611/ 
PBX-MNC311AL 内蔵カメラ詳細 http://sol.panasonic.biz/security/camera/ipro_hd/spw311al/
※クラウド録画用GATEWAY組込は＋10,000円となります。

販売価格は御見積となります。お問い合わせください。
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ＤＢ－MNC382

２層アルミハウジング

３６０°３Ｇ/ＬＴＥ モバイルネットワークカメラ

サイズ：縦横175ミリ高さ125ミリ（ドーム部含む225ミリ) 重量約２kg

組込ルーター 業務用高信頼ルーター搭載
内蔵カメラ 高耐久高信頼 BB-SC382
光学18倍ズーム デジタル42倍 広角側55°
PL-MNC382 オープン価格

ＡＣ100V＆ＤＣ12Ｖ交直両用給電仕様

Iobb.net無料DDNS構築済
DDNS取得のランニングコストがかかりません。

組み込み可能カメラ：
BB-HCM581・BBSC384
BB-SC384B・WV-SC385 他多数

組込可能ルーターRX110・MR-GM2/GM3
RX210・MB-A110・IR-700B等組込みは御見積

実用外気温度-20℃～40℃対応ファンヒーター内蔵ハウジング
ハウジング図面仕様
http://ace-web.co.jp/pdf/db-rgh581d.pdf

11台以上同時ご購入は御見積

①長時間カメラ画像をご覧になりたい方は
接続時間制限無 クラウド録画１週間保存サービス付き 高速LTE SIM
②接続時間制限無 全国エリアFOMA網 ３Ｇ SIM
月額4,000円～6,200円
③１日３０分程度しかカメラ画像をご覧になられない方は
全国エリアFOMA網 OCNモバイルOneＳＩＭ 業界最安！
月額９００円
※クラウド録画用ゲートウエィ組込 +10,000

※カメラご購入の方は①のクラウド録画サービス付きdocomoエリアＳＩＭカード月額７，５００円や
イーモバイル３Ｇ帯域制限無ＳＩＭ月額６，０００円のレンタルも行っております。（期間縛、解約金無）



ＬＮＣシリーズカメラとポール金具に背中合わせ又は同一ポール上に設置可能
１台のルーター配下に子機カメラを３～４台位まで増設可能です。
通信ＳＩＭ１枚のみで接続できますので経済的です。
※ＬＮＣとはＬＡＮネットワークカメラの略でハウジングの中にカメラと
冷却ファンが組込まれています。

オプションでＢＯＸ下部にカメラ盗難防止用赤外線カメラをセットが可能です。
隠しカメラを取り外して別売りの小型ハウジングに収納してパワコン
メーターモニター用等としても使用可能です。
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サイズ：縦２１０㍉横１６０㍉ 奥行１０～１３０㍉

MRB―200
３Ｇ／ＬＴＥモバイルルーター収納

ＢＯＸ

対応ルーター RX110・ MR-GM２・ IRB700
MB-A110他 無料ＤＤＮＳ付

内蔵可能ルーター：業務用高信頼 RX110 RX130 RX160 RX180
MB‐A100 MRGM2/FS030U MRGM3他

対応カメラ：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸＷＶシリーズなども組み合わせ可能です。
メーカー希望小売価格は４４ページをご参照ください。
※カメラ取付ブラケット金具は別売り
※クラウド録画用ゲートウエィ組込 +２0,000
内蔵ルーターをMB-A110・IRB700に変更時は販売価格に+30000円となりま
す。

オプションのカメラ盗難防止用下向きカメラ装着時は＋20,000円
※１台のＲＢ２００配下に２～4台の複数のＬＮＣシリーズ子機が接続できます。
※マルチカメラ構築によるＨＵＢ等の組み込みは別途御見積となります。
※ＡＣ１００Ｖ・ＤＣ１２ｖ交直両用給電システム
※100㍉角大型冷却ファンでルーターを熱から保護します。

PL-LNC382

PS-LNC162
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道路監視カメラ ＲＢＸ５００＆カメラＳＥＴ（価格・御見積）

設置状況

ＡＣ電源が容易に引けない場所で、夜間、街路灯電源からＢＯＸ内のバッテリーに充電して24時間カメラ画像を遠隔監視しま
す。（ソーラーパネルにて充電することも可能）

ＮＶＲを内蔵することにより高画質の録画が可能となります。カメラサーバーに直接アクセスして光学ズームレンズ操作で最大
３６倍の拡大撮影や約360°の左右パン操作を行うことが出来ます。

また、1週間録画保存で1,500円というリーズナブル価格でクラウドサーバーに録画も可能です。
通信はカメラハウジング内に内蔵したＭＢ－Ａ１１０高耐久業務用ルーターにＮＴＴドコモ全国エリア対応の帯域容量制限なし
のＳＩＭカードを装着して行います。
※高速道路にて交通渋滞調査用カメラとして４０台納入・稼働中です。
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冷却ファン・結露防止ファン付きハウジン
グ内にＮＶＲ・ＤＶＲ・ＬＡＮＤＩＳＫ・
ＷＩＦＩルーター組込

ＭＮＣ・ＭＲＣ・ＬＮＣ・ＷＮＣカメラ
シリーズの直下に設置して長期間の録画
保存が出来ます。ＨＤＤを取り出さなく
ても直近からＷＩＦＩファイル転送可能。

３Ｇ・ＬＴＥ通信ＳＩＭカードを装着す
ればインターネット経由でデータ転送が
可能です。

ＲＥＣＤＡＳ

屋外ハウジング収納レコーダー＆ルーター
NVR・ＤＶＲ・ＬＡＮＤＩＳＫ

サイズ：縦300㍉～横250㍉～奥行150㍉～
重量約 ３ｋｇ～

内蔵ＮＶＲ・ＤＶＲ・ＬＡＮＤＩＳＫ
内蔵ルーター 各種

販売価格は内蔵レコーダー容量、ルーターの
種類により御見積となります。

販売価格
（ＷＩＦＩルーター内蔵 ３Ｇルーター無）
ＮＶＲタイプ： 御見積
ＬＡＮＤＩＳＫタイプ： 御見積
＊LANDISIKタイプはIodata PLANEX等
のコンシューマカメラのみの対応です。

ＬＡＮＤＩＳＫレコーダータイプは比較的
安価に構築が可能です。
（対応カメラはコンシューマ製品限定）

大型冷却ファン内蔵で安定動作保証
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据置きソーラー設置事例

バッテリー収納ＢＯＸ・チャージコントロールＢＯＸ地上設置タイプ
パネルサイズ縦1580 横808 厚45 単位㍉
地上設置用バッテリーBOX縦300横400高300
チャージコントロールBOX縦400横300奥200

12v200ｗパネル 115Ａﾊﾞｯﾃﾘｰ 据え置き設置金具
20A充放電コントローラー トレーサー製
３Ｇカメラ2台、365日２４時間駆動可能です。

設置価格：御見積

ソーラーシステム
全体図

バッテリーコントローラー
収納部

ＰL－ＭＮＣ５８１

ＲＢ－２００

電源供給部



23

簡易ソーラー設置事例

バッテリー収納ＢＯＸは地上設置タイプとポール取り付け
タイプの2種類から設置状況でご選択下さい
パネル縦1200 横550 厚35 単位㍉
地上設置用バッテリーBOX縦250横400高300
ポール取付バッテリーBOX縦400横300奥200

※100ｗパネル 115Ａﾊﾞｯﾃﾘｰ ﾌﾞﾗｹｯﾄ金具
10A充放電コントローラー
３Ｇカメラ1台が365日２４時間駆動可能です
オープン価格（ポールは別売）
※５０Ｗソーラーパネル４５Ａバッテリーシステム
10A充放電コントローラー
オープン価格
PK-MRC1701台が365日 24時間駆動可能です。
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デジタル定点撮影カメラ ＰＺ－ＤＮＣ１８００～５０６０

１８００万画素～５０６０万画素 定点撮影カメラ

主な納入先：ＪＳＣ様、国立競技場 解体～建設まで
設置場所：代々木ドコモビル３８Ｆ 原宿セコムビルＲＦ インテスビルＲＦ
ＮＨＫ熊本放送局様 新社屋建築 早稲田大学様 新体育館建築
納入実績：清水建設様、鹿島建設様、株式会社シェルター様

撮影データはご指定のメールサーバーに毎日～１週間に一度ファイル転送
内蔵小型ＰＣ制御により、長期間安定した連続撮影が可能です。
内蔵カメラ：Canon・Nikon デジタル一眼レフカメラ
内蔵ルーター：MB-A110 NTT全国エリア帯域制限なしＳＩＭカード

本税品はレンタルのみの対応となります。お問い合わせください。

セコムビル設置状況 ドコモビル設置状況
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別売品：カメラ取付ブラケット ウオールＢＯＸ・ＡＣアダプターＤＣ延長ケーブル５ｍ

CLB

クリップ型

130φブラケット
セット

set130 set350

350φブラケット
セット

TKB

50φ単管用
ブラケット

WB-1J

ウォールＢＯＸ

ACアダプター＆ＤＣ延長ケーブル5ｍ
ＷＢ－１Ｊセット
ＡＣコンセントタップは付属しません
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無線LAN接続 RX110W MB-A110 MR-ＧＭ２/GM3等内蔵ルーター仕様に依存

有線ＬＡＮ接続端子
増設外部ＬＡＮポート×1 センターＰＦ菅ソケットから取り出し
※オプション（ＲＸ１１０Ｗシリーズ・ＩＲ－７００Ｂ時）

三脚取付ネジ ケース下面×２ 上向きハウジング時は内1個センター取り付け

動作温度 -20℃～60℃（業務用ルーター時）（内部温度約40℃にて冷却ファン作動）

湿度条件
20％～80％
（内部温度約10℃以下にて結露防止ファン作動、約15℃で停止）

消費電流

12ｖ最大約０，８Ａ（カメラ・ルーター・ファン動作時）
内蔵ＡＣアダプター単相１００～２００ｖ １５Ｗ ＤＣ１２Ｖ ５Ａ（IO連動LED用含む）
（ＬＥＤ４灯点灯時の合計最大消費電流は１２ｖ約４Ａ）

100～200VＡＣアダプター使用時：１００ｖ １，２Ａ （カメラ1台時）
＊太陽光発電所等で電力会社申請時は １００Ｖ２０Ｗで申請してください。
＊単相２００ｖ時は１０Ｗで申請してください。

ＡＣアダプターはカメラハウジング内収納となります。給電は付属の防水コネクター付５ｍＡＣ
ケーブルを使用します。ＤＣ１２Ｖ給電の場合は別売りの専用ＤＣケーブル５ｍを使用します。

仕様
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内蔵可能ルーター
ROOSTER RX110 130 160 180 IR-700B MB‐A110 ←業務用高信頼
MR-GM2・GM3 DCRG54U

アンテナ方式
ハウジング内蔵フイルムアンテナ ＦＭＭ８００ＷＡ
ＳＡＮＴー８００＿２Ｇ＿ＤＡ他

ダイナミックＤＮＳ

通常パナソニックカメラ使用時は月額1,500円の「みえますネット」に加入する必要があ
りますが、弊社ＭＮＣシリーズは無料ＤＤＮＳが組込み済みです。
※ｉｏｂｂ．ｎｅｔ無料ＤＤＮＳ構築（弊社秘技、変動ＩＰ管理ＯＰ組込済）
無料ＤＤＮＳ構築でランニングコストが10年間で約180,000円節約出来ます。
※国内外の個人経営の無料DDNSサービスは接続が不安定でお勧めできません。

ＳＩＭモジュール
標準サイズ ＳＩＭカード
ＦＯＭＡ3G・iijITE（帯域制限なし）又はｏｃｎモバイルｏｎｅ（帯域制限有）
ＩＲ－７００Ｂ＝京セラ ＷＩＭＡＸ（固定ｉｐ ＶＰＮ対応）

ＳＩＭ 契約方法
各社初回事務手数料
３，０００円が必要です

帯域制限無ＦＯＭＡ３Ｇ：月額約4,000円～6,200円
帯域制限無iij高速LTE：月額7,500円、１週間保存クラウド録画サービス付
帯域制限有りｏｃｎモバイルｏｎｅ：月額900円～1,800円（7ＧＢ制限）
帯域制限なしWIMAX2＋：月額 可変IP約4,290～5,850円 固定IP＋800円
※お申込み方法はカメラご購入確定後ご案内いたします。

ＶＰＮｉＰＳＥＣ設定 ＶＰＮでセキュアなネットワーク構築が可能となります。

クラウド録画サービス
録画7日～90日間保存 月額1,500円（税別）～ 画像サイズにより変動
インターネット経由で録画画像確認 必要シーンのＤＬが可能です。

保証 機器ご購入後１年間無料保証・無料サポート

年間保守サポート
＊オプション

カメラ1台に付、年間50,000円（税別）
故障機器お預かり期間、同等品代替え機送付貸出によるシームレスサポート付

内蔵可能ルーター・ＳＩＭ契約方法他

※プライベートＩＰ契約では接続できませんご注意下さい。
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弊社業務用ルーターに内蔵は標準サイズminiＳＩＭカードとなります。

業務用ルーター対応標準サイズＳＩＭカードについて（税別）

業務用ルーター対応 標準サイズＳＩＭカードについて（税抜）

⑴ ocnモバイルone （業界最安）３Ｇ＆ＬＴＥ対応 帯域容量制限有
①月額： 900円プラン 1日110Mbpsまで ②月額：1,380円プラン 1日170Mbpsまで
③月額：1,100円プラン 1月 3Gbpsまで ④月額：1,450円プラン 1月 5Gbpsまで
⑤月額：2,300円プラン 1月 10Gbpsまで
LTE時の速度が下り150Mbps上り37,50Mbps 3G時下り14Mbps上り5,7Mbpsとなります。
⑥月額：1,800円プラン 1月 15Gbpsまで 3GLTE時上り下り500Kbps
ネットワークカメラは上りが500Kbpsあれば1秒に1コマ程度の動画となります。
※初回事務手数料3,000円、6ヶ月以内の解約は8,000円の違約金が発生、6ヶ月以上違約金なし。
ocnモバイルone お客様ご自身でご契約下さい。 契約先0120-506506

⑵ so-net 高速LTE 帯域容量制限無 ＮＴＴドコモ網でエリアはほぼ全国
初回事務手数料3000円、契約期間縛り無、解約違約金なし、月額7,500円
safiePro１週間保存クラウド録画サービス月額1,500円を含みます。
クラウドサービス同時ご加入の必要があります。
（クラウドお申し込みの場合は初回事務手数料をサービスとさせていただきます）
※２年契約前払いの場合 １５６，０００円、初回事務手数料なし、クラウド録画サービス付き
弊社とご契約になります。

⑶ ace@mvno.net ＮＴＴ全国エリア 帯域容量制限無、ほぼ全国カバー
初回事務手数料3,000円 月額6,000円 契約期間縛り無、解約違約金なし
弊社にてレンタルご契約ください。
クラウド録画なしでご契約の方はこちらを推奨いたします。（将来クラウド参加の場合も使用可能）
弊社とご契約になります。

その他お手持ちのＳＩＭカードや他社ＳＩＭカードもご使用になれる場合がございます。
お問い合わせください。

標準サイズminiＳＩＭ
業務用ルーター装着サイズ

MicroサイズＳＩＭ
業務用ルーターに装着
するには標準サイズ用
アダプターが必要とな
ります。


