
インターネット環境不要で監視が可能 録画機内蔵モニター・カメラ４台

354万画素

最新カメラは高画質の 354 万画素
モニターは録画機が内蔵されているので別途揃える必要がございません。

【録画装置】
・使いやすい画面構成
・12.5 インチ液晶ディスプレイ搭載
・デュアルアンテナ搭載
・壁掛け用フック穴、モニタースタンド
・１TB ～ 6TB の HDD が搭載可能
・選べる録画設定（連続録画・動体検知録画・スケジュール録画）
・専用遠隔監視ソフト、アプリ
・デジタルズーム対応
・録画圧縮方式 H.265 対応

【カメラ】
・防水・防塵（IP67）
・リピーター機能
・暗視モード対応
・広角レンズ
・明暗センサー
・動体検知

6TB最大

屋外対応 スマホ対応 動体検知

3MP
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モニター（録画機）とカメラ間は
完全ワイヤレスで運用が可能

専用回線が搭載されているため、インターネッ
ト環境が不要です。カメラは最大約 300ｍ先
まで無線通信が可能。
※リピーター機能使用時

デジタルズーム

製品仕様

付属品

関連ソフト・アプリ

１．   録画機内蔵モニター用電源 AC アダプター

２．   カメラ用電源 AC アダプター×4

３．   マウス

４．   LAN ケーブル

５．   ネジ・ビス

６．   取扱説明書

７．   防犯ステッカー

※付属品は、セット内容等により多少異なります。

※製品の外観、仕様等は予告なく変更される場合がございます。

リピーター
機能

スケジュール
録画

暗視モード
対応録画圧縮方式

H.265
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Wi-Fi カメラ

録画機内蔵
モニター

227mm

70mm

300mm

183mm

60mm

93mm

135mm

63mm

最大距離約 300ｍ

映 像

型番 SC-DN43 NVR(モニター)
画面サイズ 12.5インチIPSフルビューHDスクリーン
音声入力／出力 3.5mmフォンジャック×1 (イヤフォンや外部スピーカーに接続可能)
外部映像出力解像度 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
USBポート 2個（USB2.0）
映像圧縮 H.264,H.265,H265+
無線LAN IEEE802.11 b/g/n
有線LAN RJ45 10/100M
ストレージ 3.5インチHDD×1 最大6TB
ONVIF -
動作環境 -10℃～60℃　湿度95%以下 (結露がないこと)
防塵／防水 IP 55
電源 DC12V/2A
寸法 300mm×225mm×50mm　1.32kg (HDD含まず)

型番 SC-DN43 カメラ
画素数 300万
画角 水平74°垂直45°対角90°
撮影照度 カラー：0.01Lux，白黒：0.001Lux
赤外線照射距離 Max.10m
音声入力／出力 -
防塵／防水 IP 67
デイナイト機能 対応
DNR 2D/3D DNR
WDR DWDR
映像圧縮 H.264,H.265,H265+
最大解像度 メインストリーム：2304x1296@15fps，サブストリーム：640x360@15fps
ストレージ -
無線LAN IEEE 802.11 b/g/n
動作環境 -10℃～50℃　30%～80% (結露がないこと)
電源 DC 12V/1A
寸法 177mm×60mm×60mm　0.32kg

高性能 LED
採用「IP Pro」

iPhone 用アプリ
「Esse Cloud」
Android 用アプリ

+

※弊社取扱HDDは 4TB までとなります。
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当社のカメラなら設置場所から約 15ｍ
離れた車のナンバーも確認することが
できます。

高画質 354 万画素 接続方法 録画時間の目安（HDD容量・録画日数）

Ｈ265+ 約46 日 約92 日 約184 日 約368 日

1TB 2TB 4TB 6TB

リピーター機能によってカメラを電波中継
機器として使用可能。最大約 300ｍの長
距離通信が可能になりました。

最大約 300ｍ先まで無線通信可能

録画機内蔵モニターをインターネットに接
続すれば、遠隔地のスマートフォン・タブ
レットから監視することができます。

遠隔地から監視が可能

3.5 インチのハードディスク (HDD) 対応。
別途ご注文にて、世界的に実績のある監視専
用 HDD SEAGATE の搭載が可能です。

防犯カメラ用高耐久性 HDD 搭載可能

高い防水防塵性を誇り、安心して屋外での
使用ができます。

※Wi-Fi カメラのみ対応

防水防塵対応 IP67

＜参考値＞
カメラの台数：1台　解像度：1,080P
※あくまで目安ですので、設定や周辺環境によっては上記と異なる場合がございます。

※画像はイメージです

お好みに合わせてビットレートを変換いただき
ますと、ＨＤＤへの保存時間をより長くすること
も可能です。

録画状況をパソコンで確認が可能です
様々な画面表示で確認ができます

・4 画面 ・ループ設定

※画面表示は 8ch、4ch により異なります。

・カメラ登録方法が簡単 ・アプリQRコード（PC用/スマホ用）
登録画面でワンタッチでカメラが登録できます。「簡単登録」

「IP Pro」
iPhone 用アプリ

「Esse Cloud」
Android 用アプリ

STEP.1 カメラとモニターをコンセントに接続

STEP.2 モニターの電源を付ける

防塵防水

SET UP
電源をつなぐだけで
自動で双方向通信

容量をたくさん消費してしまい
録画時間が少ない

画像品質をそのままに
容量を約 80% も圧縮できる

容量：9800 Kbps 容量：1960Kbps

H.264 の場合 最新録画圧縮方式 H.265+ の場合

H.264 と比較すると

約５倍以上もの

録画が可能に

USB/SD カード出力で
バックアップが可能

・USB メモリ ・SD カード

※SDカードの接続には
　カードリーダーが必要です

※弊社取扱HDDは 4TB までとなります。


