2018年10月価格表
No. 型番
1
TPS‐HDL230RW

IP66

株式会社スリーディー

商品名

HD-SDI 赤外線LED搭載パンチルトユニット
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm
ワイパー付

1/2"低照
2

TPS‐HD370RW

IP66

製品写真

*IP＋SDIモデルあり

上記に同じ。ただし、
撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
最低照度：0.001lux(白黒/高感度モード)

¥1,580,000

上記に同じ。ただし、ネットワーク対応。
通信：10/100Base-T
受注生産

¥1,628,000

撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
ネットワーク解像度：1920x1080～320ｘ240
最低照度：0.001lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：W350xH402xD250mm 約35kg
電源：AC21V～28V 最大85W
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
アナログ水平解像度：700本
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
赤外線照射距離：200m
寸法：W392xH211xD389.5mm 約12kg
電源：DC11.5V～DC30V（DC24Vアダプタ付属）
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
ネットワーク解像度：1920x1080～320ｘ240、H.265/H.264
赤外線照射距離：最長500m（ズーム照射）
最低照度：0lux(白黒/赤外線照射)
寸法：W293xH655xD524mm 約15kg
電源：AC24V 50W
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
ネットワーク解像度：1920x1080～320x240
最低照度：0.002lux(F1.5)白黒/高感度モード
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：φ231xH385mm（金具含まず） D446mm（金具含）
電源：AC24V 最大6A
上記に同じ。ただし、
撮像素子：1/3"CMOS

¥1,780,000

TPS‐HD370NRW

IP&HD-SDIハイブリッド

4

THW‐B400

TPS-HD370RW用ウォールブラケット

5

TPS‐HD370NXW

IP&HD-SDIハイブリッド
ステンレス製パンチルトユニット
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm
ワイパー付

IP＋HD-SDI 両用

IP＋HD-SDI 両用
6

TPS‐HDL236NRW IP&HD-SDIハイブリッド赤外線LED搭載パンチルトユニット

IP66

2メガピクセルカメラ 光学36倍ズーム f6-216mm
ワイパー付
1/2"低照

7

TPS‐HD368HRW

IP66

IP&HD-SDIハイブリッド
HD-SDI 高出力赤外線LED搭載パンチルトユニット
2メガピクセルカメラ 光学36倍ズーム f6-219mm
ワイパー付
IP＋HD-SDI 両用

1/2"低照
TPD‐HDL230NRW HD-SDI ＆IPハイブリッド

8

IP66
新製品

プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f6-180mm
赤外線LED/ワイパー付
1/2"低照
IP＋HD-SDI 両用

HD-SDI ＆IPハイブリッド
プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm
IP66
赤外線LED/ワイパー付
10 TPD‐HDL212NRW HD-SDI ＆IPハイブリッド
プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学12倍ズームf7-84mm
IP66
赤外線LED/ワイパー付
新製品
9

TPD‐HD330NRW

IP＋HD-SDI 両用

1/2"低照
11

TPD‐HD310N

IP66

HD-SDI ＆IPハイブリッド
プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム
f5.1-51mm
IP＋HD-SDI 両用

12

13

TPD‐HD310N( C ) HD-SDI ＆IPハイブリッド

TS‐HDL236Z

新製品

プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学10倍ズーム
IP＋HD-SDI 両用
f5.1-51mm 屋内天井埋込
1/2"低照度CMOS
NEW
光学36倍自動焦点ズームHD-SDIカメラ f6-216mm
1/2"低照

14

TS‐HDE230ZN

新製品

IP&HD-SDIハイブリッド
1/2"低照度CMOSイメージエンハンストカメラ
光学30倍自動焦点ズーム f4.3-129mm
1/2"低照

15

TS‐HDL230ZN

TS‐HDL230Z

17

TS‐HDL212ZN

TS‐HDL212Z

2018/11/20

IP＋HD-SDI 両用

1/2"低照度CMOS
光学30倍自動焦点ズームカメラ f6-180mm
IP&HD-SDIハイブリッド
1/2"低照度CMOS
光学12倍ズームカメラ f7-84mm
1/2"低照

18

IP＋HD-SDI 両用

IP&HD-SDIハイブリッド
1/2"低照度CMOS
光学30倍自動焦点ズームカメラ f6-180mm
1/2"低照

16

価格(税抜)

¥1,680,000

HD-SDI 赤外線LED搭載パンチルトユニット
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm
ワイパー付

3

IP66

仕様
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
アナログ水平解像度：700本
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
赤外線照射距離：200m
寸法：W392xH211xD389.5mm 約11.8kg
電源：DC11.5V～DC30V（DC24Vアダプタ付属）

IP＋HD-SDI 両用

1/2"低照度CMOS
光学12倍自動焦点ズームカメラ f7-84mm

NEW

¥78,000

¥1,680,000

¥1,980,000

¥848,000

¥768,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
ネットワーク解像度：1920x1080～320x240
最低照度：0.04lux(F1.5)白黒/高感度モード
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：W180xH322xD330mm 4.2kg
電源：AC24V 最大3A

¥648,000

撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
ネットワーク解像度：1920x1080～320x240
最低照度：0.001lux白黒/高感度モード
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：W172xH263xD325mm 2.2kg
電源：DC12V 最大2.5A ※2018年3月電源仕様変更
上記に同じ。ただし、
屋内天井埋込用
電源：DC12V3A もしくは、PoE
※PoE指定可（注文時要指定）

¥398,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI
解像度：1080P30、720P60（切替可）
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
寸法：W80xH73xD193mm
電源：DC12V 500mA
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS、HDMI
解像度：1080P30、720P60（切替可）
最低照度：0.002lux(白黒/高感度モード)
寸法：W72.6xH80xD229mm 約1kg
電源：DC12V 最大800mA

¥388,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI
解像度：1080P30、720P60（切替可）
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
寸法：W80xH73xD193mm
電源：DC12V 500mA
上記に同じ。ただし、HD-SDI 1080p60/30対応。

¥398,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI、HDMI
解像度：1080P30、720P60（切替可）
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
寸法：W67xH74xD165mm 約570g
電源：DC12V 500mA
上記に同じ。ただし、HD-SDI 1080p60/30対応。

¥298,000

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

¥398,000

¥998,000

¥348,000

¥248,000

1

2018年10月価格表
No. 型番
19 TS‐HDL203ZVP

新製品

株式会社スリーディー

商品名

製品写真

1/2"低照度CMOS
光学3倍自動焦点ズームHD-SDI カメラ f3.6-10mm
1/2"低照
同軸多重

20

TS‐HDL200

1/2"低照度CMOS HD-SDIシステムカメラ
付属レンズ f4-13mm
1/2"低照

NEW

仕様
撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、AHD、CVBS
解像度：1080P60/30、720P60/30（切替可）
水平解像度：700本（アナログ）
最低照度：0.0007lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC12V 350mA/電源同軸重畳
寸法：W59xH62xD97mm（BNCコネクタ含） 320g

価格(税抜)

¥128,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
出力：HD-SDI、EX-SDI、CVBS、TVI
解像度：1080P60/30、720P60（切替可）
最低照度：0.007lux(白黒/高感度モード)
寸法：W60xH62.2xD88.6mm
電源：DC12V 250mA

¥198,000

21

TS‐HD370PZ3

光学30倍自動焦点ズームHD-SDI/EX-SDIカメラ
f4.3-129mm

撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.095lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC12V±10％ 500mA
寸法：W68xH74xD121mm 570g

¥248,000

22

TS‐HD370P2VP

光学20倍ズームHD-SDI ワンケーブルカメラ
f4.7-94mm

撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.095lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC12V±10％ 500mA
寸法：W67xH70xD128mm 555g
※受信ユニットTMR-HDP200D(別売)より電源供給
上記に同じ。ただし、DC電源供給モデル。
電源：DC12V±10％ 500mA

¥198,000

撮像素子：1/2"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P60/30、720P/60（切替可）
ネットワーク解像度：最大1920x1080
最低照度：0.002lux(F1.6)白黒/高感度モード
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：φ125xH193.7 mm 約1.5kg
電源：AC24V/DC15-26V 最大11W
上記に同じ。
ただし、IPポート無。

¥548,000

撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.025lux(F1.6)白黒/高感度モード
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：φ125xH193.7 mm 約1.5kg
電源：AC24V/DC15-26V 最大11W
上記に同じ。
ただし、IPポート無。
撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P60/30、720P60/30（切替可）
水平解像度：700本（アナログ）
最低照度：0.025lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
寸法：φ138xH212mm 約2.9kg
電源：DC12-24V 最大40W
撮像素子：1/3"プログレッシブスキャンCMOS
HD-SDI解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.001lux白黒/高感度モード
寸法：φ164xH185 mm
電源：DC12V 1.5A
上記に同じ。ただし、屋内天井埋込用
電源：DC12V 1.5A

¥498,000

同軸多重

23

TS‐HD370PZ2

光学20倍ズームHD-SDI カメラ
f4.7-94mm

24

TPD‐HDL212N
(INDOOR)

HD-SDI ＆IPハイブリッド
プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm
1/2"低照

IP＋HD-SDI 両用

25

TPD‐HDL212

HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学12倍ズーム f7-84mm

26

TPD‐HD330N
(INDOOR)

HD-SDI ＆IPハイブリッド
プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm

27

TPD‐HD330

28

TPD‐HD320R

HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学30倍ズーム f4.3-129mm
HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ
2メガピクセルカメラ 光学20倍ズーム f4.7-94mm

IP＋HD-SDI 両用

IP66

29

TPD‐HD310

HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ
光学10倍ズーム f5.1-55mm

30

TPD‐HD310(C)

HD-SDI プリセット機能付スピードドームカメラ
天井埋込タイプ 光学10倍ズーム f5.1-55mm

31

TS‐HD370Z3

光学3倍自動焦点ズームHD-SDI カメラ
f3.0-9.0mm

32

TS‐HDC370Z3

屋外用光学3倍自動焦点ズームHD-SDI シリンダーカ
メラ
f3.0-9.0mm

IP66

33

TD‐HDR370VF

屋外用赤外線LED搭載HD-SDIドームカメラ
バリフォーカルレンズ f2.8-10mm

IP66

34

THW‐D370

2018/11/20

撮像素子：1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P/720P（切替可）
水平解像度：700本（アナログ）
最低照度：0.001lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC9-12V 500mA
寸法：W59xH63xD95mm（BNCコネクタ含） 320g
撮像素子：1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.001lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC12V 600mA/AC24V 230mA
寸法：W100xH106xD276mm 約1kg
撮像素子：1/2.9"プログレッシブスキャンCMOS
解像度：1080P/720P（切替可）
最低照度：0.001lux(白黒/高感度モード)
同軸伝送距離：フルHD120m、HD200mまで
電源：DC9-12V 500mA
寸法：φ140xH118mm

ウォールブラケット 上記ドームカメラ用

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

¥198,000

¥498,000

¥498,000
¥798,000

¥348,000

¥368,000

¥98,000

¥128,000

¥98,000

¥14,800

2

