
NETWORK CAMERA

2 メガピクセル WDR  IR
ネットワーク ドーム型カメラ

特長

外形寸法図（mm）

■ 1/2.7″2 メガピクセル プログレッシブ CMOS
■ H.264 + & H.264  デュアルストリームエンコーディング
■ 30fps@2M(1920×1080）
■ WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
■ マルチネットワーク監視：WEB ビューア , CMS(DSS/PSS)&DMSS
■ 2.7mm～ 12mm バリフォーカルレンズ
■ IR LED 照射距離 最大 30m
■ マイクロ SDカード , IP67, IK10, PoE

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

DH-IPC-HDBW2221RN-ZS
Lite Series

アクセサリー（オプション）

PFA137 PFB203W PFA152 PFB200C

PFB203W PFB203W + PFA152

Inceiling Mount
PFA137 PFB200C

Wall Mount Pole Mount

Junction Mount



技術仕様

NETWORK CAMERA
DH-IPC-HDBW2221RN-ZS
Lite Series

SZ-NR1222WBDH-CPI-HD式型
カメラ パン/チルト/回転

°57～°0：トルチ ,°553～°0：ンパ囲範 転回/トルチ/ンパルセクピM2″7.2/1ーサンセジーメイ
°553～°0：転回SOMC ンャキス ブシッレグロプ

有効画素数 1920(H)х1080(V) ビデオ
BM61/BM652MOR/MAR 462.H/+462.H式方縮圧

ムーリトス2力能グンミーリトスブシッレグロプ式方査走
(P0801度像解秒000,001/1～秒)4(3/1 ,ルアュニマ/トーオドーピス－タッャシ子電 1920x1080)/720P(1280×720)
×407(1D)no RI(4.1F/xuL0：no RI ,4.1F/xuL1.0：ーラカ度照体写被低最 480)/CIF(352×240)

)spf03～1(M2ムーリトスンイメトーレムーレフ上以Bd05比N/S
)spf03～1(1Dムーリトスブサ上以m03離距射照大最DEL RI

RBV/RBC御制トーレトッビルアュニマ/トーオ御制 ffo/no RI
～K42462.Hトーレトッビ個2数個載搭RI 8192Kbps

レンズ 黒白 / ーラカ / )RCI( トーオthgiN/yaD
( RDW / CLH / CLBドーモ CLBズイラターモプイタズンレ 120dB)

ルアュニマ/外屋/灯街/ルラュチナ/トーオスンラバ トイワホンイドーボプイタトンウマ
ルアュニマ / トーオルーロトンコ ンイゲmm21～mm7.2離距点焦

RND D3ンョシクダリ ズイノ4.1F径口開大最
)形方長 ,ンーゾ4( ンオ / フオ出検き動°12～°25：直垂°73～°99：平水角野視

)ンーゾ4( ンオ / フオ域領像画目注ズイラターモ御制スカーォフ
載搭非能機定安像画式子電ｍ3.0離距影撮接近

撮影距離の目安 応対RIトーマス
x61ムーズ ルタジデをラメカいし正たっ合にズーニ、りあで」度接近な的般一「の離距はIROD：注*

簡単に特定できます。DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に 画像回転 (フリップ) 0°/90°/180°/270°
ンオ / フオーラミ。すまれさ算計ていづ基に果結トステボラびよお様仕ーサンセ、たいづ基

プライバシー マスク オフ / オン (4ゾーン, 長方形)
認証

1-05906LU : LU ,)0002:05906 NE( EC証認
オーディオ FCC : FCC Part 15 Subpart B

載搭非式方縮圧 インターフェース
ネットワーク ビデオ インターフェース 非搭載

/01( 54-JRトッネサーイ 100Base-T) オーディオ インターフェース 非搭載
載搭非584SR;PTMS ;PDU ;PTR ;PSTR ;PRA ;PCT ;sPTTH ;PTTHルコトロプ
載搭非ムーラア;SoQ ;6v/4vPI ;EOPPP ;SNDD ;SND ;PCHD ;PTF

UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; 電源
)0 ssalC()fa3.208( EoP ,V21CD圧電給供 ;PMGI ;PMCI ;tsacitluM

下以W57.9力電費消IGC ,AISP ,FIVNO性換互
ストリーミング方式 Unicast / Multicast 環境

下以％59/℃06+～℃03-囲範度湿・度温作動ーザーユ 01：tsacinU数スセクア ーザーユ大最
下以％59/℃06+～℃03-囲範度湿・度温存保ーザーユ 02：tsacitluM

76PI能性塵防水防SAN能機ジーレトスジッエ
01KI能性撃衝耐CPルカーロ用録記トンタスンイ

Mirco SD カード 128GB 構造
属金質材体筺irafaS ,xoferiF ,emorhC ,EIーワーュビ beW

mm9.88×mm221Φ法寸形外pi4ysaE ,SSD ,SSP tramS数スセクアーザーユ大最
gk4.0量重味正diordnA ,SOIンォフトーマス応対
gk45.0量重総

レンズ 　　　　　  検知 　　　 　　   観察 　　　　　   認識　　　　　　   識別
   W　　　　　　    47m 　　　　　　19m 　　　　　     9m 　　　　 　   　 5m
   T 　　　　　 　   120m 　　　　   　51m 　　　　        26m 　　　　　    13m

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

公益社団法人日本防犯設備協会準会員

お問い合わせ

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

営業時間　10:00～19:00 月～金

営業時間　10:00～19:00 年中無休（年末年始を除く）

本 社

秋葉原店（直営）

TEL
Mail

03-5816-1001（代表）
info@altaclasse.co.jp

FAX
URL

03-3253-2232
http://www.altaclasse-store.jp/

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232


