2018年10月価格表
No. 型番
75
TS‐MR310VFP

IP68

76

TD‐MR310VFP

株式会社スリーディー

商品名

製品写真

フルHDマルチフォーマット 耐塩塗装シリンダーカメ
ラ
赤外線LED搭載

フルHDマルチフォーマット 耐塩塗装ドームカメラ
赤外線LED搭載

IP68

77

TS‐AC310VP

アナログHDワンケーブルカメラ
（AHD/TVI/CVI/CVBS）
4 in 1

78

TD‐AR310EVP

赤外線LED搭載ドーム型
アナログHDワンケーブルカメラ
（AHD/TVI/CVI/CVBS）
4 in 1

79

TD‐AR310VFVP

IP66
80

TS‐ARC310VFVP

IP66

81

TY‐A1VP

One cable/DC12V

One cable/DC12V

屋外対応 赤外線LED搭載ドーム型
アナログHDワンケーブルカメラ
（AHD/TVI/CVI/CVBS）
4 in 1

One cable/DC12V

屋外対応 赤外線LED搭載シリンダー型
アナログHDワンケーブルカメラ
（AHD/TVI/CVI/CVBS）
4 in 1

One cable/DC12V

仕様
撮像素子：1/3" 2MP CMOS
信号方式：AHD/TVI/CVI
最低照度：0.04lux@F1.4(IR On) 赤外線照射距離：90m
S/N比：55dB以上
レンズ：2.8-12mm（オプション7-22mm）電動ズーム CoC制
御
電源：DC12V 1A ヒーター内蔵
上記に同じ。ただし、
赤外線照射距離：50m
レンズ：2.8-12mm 電動ズームレンズCoC（UTC）制御

価格(税抜)

OPEN

OPEN

撮像素子：1/2.8" 2MP CMOS
解像度：AHD 1920x1080@30
最低照度：0.01lux(IR On) 赤外線照射距離：30m
S/N比：60dB以上
電源：DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳
※レンズf2.7-13.5mm付属

OPEN

撮像素子：1/2.8" 2MP CMOS
信号方式：AHD/TVI/CVI/CVBS
最低照度：0.01lux(IR On) 赤外線照射距離：20m
S/N比：60dB以上
レンズ：固定焦点3.6mm
電源：DC12V 700mA

OPEN

撮像素子：1/2.8" 2MP CMOS
解像度：AHD 1920x1080@30
最低照度：0.01lux(IR On) 赤外線照射距離：30m
S/N比：60dB以上
レンズ：2.8-12mm
電源：DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳

OPEN

撮像素子：1/2.8" 2MP CMOS
解像度：AHD 1920x1080@30
最低照度：0.01lux(IR On) 赤外線照射距離：30m
S/N比：60dB以上
レンズ：2.8-12mm
電源：DC12V 700mA ※受信ユニットより同軸電源重畳

OPEN

AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット
（1ch）

カメラ1台用送信・受信セット

¥38,000

※受信だけの場合、定価21,800円
※送信だけの場合、定価18,800円

82

TY‐A4VP

AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット
（4ch）

カメラ4台用電源供給ユニット

¥68,000

83

TY‐A8VP

AHDワンケーブルカメラ用電源同軸重畳ユニット
（8ch）

カメラ8台用電源供給ユニット

¥98,000

84

TS‐C436PZ(Rev.2) 光学36倍自動焦点ズームカメラ

推奨モデル

85

TS‐C436ZVP

光学36倍自動焦点ズーム ワンケーブルカメラ
One cable

86

TD‐CH365VFW

IP65
87

TS‐CRC360SV

HDR ドームカメラ
在庫限り 後継機種 TD-AR310EVP

ハイブリッド赤外線LEDシリンダーカメラ
(Super HAD)

IP66
在庫限り 4IN1モデルへ統合

88

TS‐AR380P

IP69K

89

TS‐VR360F

耐振動AHDパノラマカメラ 120°～180°
水平画角CoC制御
AHD2.0

耐振動カメラ 車載用（IP68）

IP68

90

TS‐C356TTF

IP69

2019/1/21

耐振動カメラ 車載用（IP69）

撮像素子：1/3"Super HAD II 1020(H)x508(V)
水平解像度：650本(カラー)/750本(白黒)
最低照度：カラー 0.5lux、白黒 0.2lux（30IRE）/
カラーDSS 0.001lux、白黒DSS 0.0004lux
レンズ：3.4～122.4mm 光学36倍ズームレンズ
寸法：71x52x128mm 約230g
電源：DC12V 500mA
上記に同じ。ただし、電源同軸重畳
※受信器は、TMR-211、TMR-2114、TMR-2118（別売）
撮像素子：1/3"Super HAD II 1020(H)x508(V)
水平解像度：650本 白黒700本
最低照度：0.08lux(50IRE)
レンズ：2.8-12.0mm
電源：DC12V 1.2W
撮像素子：1/3"SuperHAD IP66
水平解像度：600本、最低照度：0.15lux、S/N比：50dB以上
白色LED：36個 赤外線LED：36個
赤外線照射距離：35m 白色LED照射距離：20m
レンズ：2.8-12.0mm
電源：DC12V 白色LED：3.6W 赤外線LED：5.36W
撮像素子：1/2.8"、HD-AHD 1080p30
レンズ：1.85mm（F2.0） 水平画角：120-180°垂直最大
110°
赤外線LED：6個、照射距離：3m
寸法：W65.5xH44xD48.8mm
電源：DC12V 1A
車載振動規格 ISO16750-3適合
撮像素子：1/3"
水平解像度：600本、最低照度：0lux(LED ON)
レンズ：2.27mm（F2.0） 水平画角：122°
赤外線LED：6個、照射距離：3m
寸法：W90.6xH74xD73mm 約320g
電源：DC12V 120mA
撮像素子：1/3"
水平解像度：560本、最低照度：0.1lux(F2.0)
レンズ：2.27mm（F2.0） 水平画角：114°
標準ケーブル5m
寸法：W21xH21xD22.5mm 約40g（ケーブル含まず）
電源：DC12V 40mA

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

¥188,000

¥198,000

¥58,000

¥118,000

¥98,000

¥58,000

OPEN

1

2018年10月価格表
No. 型番
91
TPD‐HDL212N
(INDOOR)

株式会社スリーディー

商品名

製品写真

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

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：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。

価格(税抜)

¥548,000

92

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

93

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

94

TPD‐HD330

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

95

THC‐400

スピードドームカメラ用天井埋め込みブラケット

天井埋め込み金具
材質：スチール
重量：0.4kg

¥19,800

スピードドームカメラ用屋内シーリングブラケット
(300mm)

天吊り金具（屋内用）
長さ：300mm
本体：アルミニウム、スチール
重量：1.6kg
色：

¥29,800

スピードドームカメラ用屋内ウォールブラケット

壁掛け金具（屋内用）
本体：アルミニウム
重量：1.5kg
色：グレー/黒

¥19,800

IP＋HD-SDI 両用

屋内用
96

THC‐D400ST30

屋内用

97

THW‐D400T

屋内用

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。

¥498,000

¥498,000

¥498,000

98

THC‐D400HB

TPDシリーズ用屋外ハウジング
ファン・ヒーター内蔵、サンシェード付

材質：アルミニウム
寸法：
重量：本体 3.1kg、サンシェード 0.6kg
電源：
色：グレー

¥98,000

99

THW‐400T

ウォールマウントブラケット
屋外用スピードドームカメラハウジング用

材質：スチール
寸法：仕様書参照
重量：1.5kg
色：グレー

¥24,800

100 THW‐400JB

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10倍ズーム
5.1-55mmメガピクセルズームレンズ

材質：アルミニウム
寸法：
重量：5kg
色：グレー

¥29,800

101 THW‐400CP

コーナーマウントプレート
屋外用スピードドームカメラハウジング用

材質：スチール
寸法：
重量：1.4kg
色：グレー

¥9,800

102 THW‐400P1

ポールマウントアダプター
屋外用スピードドームカメラ用

材質：スチール
寸法：
重量：0.8kg
※ステンバンド付属しません

¥9,800

103 THC‐400ST30

シーリングブラケット
屋外用スピードドームカメラハウジング用

耐荷重：38kg
材質：
寸法：仕様書参照
長さ：300mm

104 THC‐400PW

パラペットウォールマウント金具
屋外用スピードドームカメラハウジング用

耐荷重：20kg
材質：SUS
寸法：890x650mm（アームサイズ）
重量：5.2kg

105 TPD‐400E‐SCT

CCTVマルチファンクションカメラコントローラー
RS485 エコノミーモデル

RS-485/RS422
最大255台カメラ制御可能
電源：DC12V 140mA
寸法：280x174x92 mm 700g

106 TPD‐400T‐SCT

CCTVマルチファンクションカメラコントローラー
RS485 タッチパッドモデル

107 TCC‐400D

ジョイスティックカメラコントローラー RS485

108 TCC‐100D

マルチファンクションカメラコントローラー
ズームカメラ専用

RS-485/RS422
最大255台カメラ制御可能、255台デジタルレコーダー制御
対応デジタルレコーダー：TRD-シリーズ
電源：DC12V 150mA
寸法：310x185x100mm 785g
RS-485
※カメラと1対1で使用
プリセット4ポジション
電源：DC12V
寸法：130x145x125 mm 800g
寸法：41x11x79 mm
重量：約59g

2019/1/21

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

¥24,800

¥98,000

¥128,000

¥98,000

¥24,800

2

