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注目の企業・注目の新製品

注目の企業・注目の新製品

株式会社 スリーディー

SECURITY SHOW 2015 : SS3332

■高精度耐久型 PTZ ユニット ULISSE シリーズ
● ULISSE COMPACT シリーズ

業界唯一 画像通信システムプロ製品
「SECURITY SHOW 2015」に主力機器を展示

高速旋回 1 秒 200°
水平 360°
エンドレス回転 垂直 -90°
〜＋ 90°
バックラッシュ 0 プリセット精度 0.02°
動作環境温度 -40℃〜 60℃
ワイパー標準装備 ※オプション： デフロスター新発売
赤外線 LED オプション
入力電源 AC24V

TPS-P07CRW

● ULISSE シリーズ STANDARD

TPS-HD320NW

EXTRA LARGE

■国内認証適合 防爆カメラ
産業安全技術協会による工業用防爆機器の認証を取得した豊富な防爆カメララインナップは国内随一を誇ります。高品質
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で高耐力の製品は化学工場はじめ爆発懸念雰囲気での豊富な実績を有しています。
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● MAXIMUS シリーズ 国内耐圧防爆パンチルトカメラ 防爆構造 Ⅱ C T6 検・第 TC20642 号

THS-EXPT170Z、THS-EXPT170ZT( デュアルカメラモデル )
業界初 可視カメラ 2 種 / サーマルカメラ 8 種より、カメラ指定可
光学 36 倍 /28 倍 NTSC ズームカメラ
2種
サーマルカメラ 解像度 640x480/320 ｘ 240
2種
レンズ焦点距離 35mm/25mm/13mm/9mm
4種
ステンレス AISI316L 製
動作環境温度 -40℃〜 60℃
入力電源 AC24V
外装ケーブル 4m 付属

TPS-P07CW

THS-EXPT170ZT

THS-EXPT170Z

TPS-P07SW + washer

TPS-P07SLW

TPS-P07XLW

■耐熱カメラ

● EXHS シリーズ 国内耐圧防爆固定焦点ズームカメラ 防爆構造 Ⅱ C T6 検・第 TC20701 号

周囲温度 70℃から、製鉄所・セメント工場等高温監視カメラ、炉内に入れて撮影する炉内カメラまで、各用途に適した

オートフォーカスズームカメラ内蔵 制御線の通線により危険区域でのカメラ調整不要
・TS-EXHS-C36P
光学 36 倍ズームカメラ内蔵
・TS-EXHS-H20P 光学 20 倍 HD-SDI ズームカメラ内蔵
・TS-EXHS-H30P 光学 30 倍 HD-SDI ズームカメラ内蔵

耐熱カメラをご用意しています。

●炉内カメラ 耐熱 1800℃まで
1/4”CCD 水平解像度 480TV 本 超高温耐用カメラ
クオーツレンズを耐熱合金製のチューブ内に搭載
エアーチャック、ショックアブソーバー、オートリトラクト機能を装備
* その他、サーマルカメラ、IP カメラモデルもご用意ございます。

※ HD-SDI ズームカメラは、電源・制御同軸重畳のワンケーブルタイプもご用意可能です。

耐食アルミニウム製
動作環境温度 -20℃〜 50℃
入力電源 ハウジングヒーター AC24V、カメラ DC12V
オプション： ケーブルグランド・閉栓、ワンケーブル信号重畳受信ユニット

TS-EXHS-C36P

●空冷・水冷カメラ 耐熱 400℃まで

電波法の規制に準拠し、日本放送協会始め、あらゆるシーンで活用されています。

ステンレス AISI316L 製
前面ガラス 標準強化ガラス、耐赤外線ガラス、クオーガラスより指定注文
前面フランジエアーバリア対応 ※オプション：エアーフィルタリングバルブ
* 内蔵する HD-SDI ズームカメラ、マニュアルアイリスカメラ等ご用意ございます。

安定した画像信号伝送は RS485 制御、音声 LR 送信機能を付帯し、小型で安価な製品として国内無二です。

●強制冷却カメラ 耐熱 70 〜 80℃まで

■総務省技術適合 無線映像信号伝送システム 技術適合 No.142150080/AA/00

● TWX-2400VAD

2.4GHz 無線伝送 送信ユニット

● TWR-2400VAD

2.4GHz 無線伝送 受信ユニット

伝送信号 映像 CVBS、制御 RS485、音声 L/R
伝送距離 見通し 150m 〜 250m * 設置環境による
動作環境温度 -10℃〜 50℃
入力電源 DC12V
適合アンテナ TWA-2500AN5( 無指向性 )、TWA-2400AP8.5( 指向性 )
電源アダプター TY-S12-4000 (DC12V4A)

光学 20 倍 HD-SDI 自動焦点ズームカメラ
ダイキャストアルミニウム製（THS-G モデル）
強制冷却素子 ペルチェ
入力電源 DC12V

水深 50m、水深 30m に対応した水中カメラを海中生物の研究や、養殖生けすの観察、海洋土木の保安管理に活用い

TWA-2400AP8.5

ただいております。
●光学 20 倍ズーム HD-SDI 海中カメラ（5 気圧防水：水深 50m）TS-HSW370PAF

ベゼルわずか 1.9mm の大型モニターが登場。最大 10 枚× 10 枚で 100 台のモニターを連結できます。

46 型シームレスモニター

● TCL-PN55

55 型シームレスモニター

スケジュール機能
商業施設やスタジアムなど、曜日に合わせて運用可能
ヒートコントロール機能
自己温度管理機能を備えており、自動冷却が作動します。
焼き付き防止機能（アンチ・バーン・テクノロジー ®）
表示内容の焼き付きを自動で防止します。
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■水中カメラ

■総合監視システム 大型マルチディスプレイ NEOVO シリーズ
● TCL-PN46

THS-NXW345

●光学 3 倍ズーム HD-SDI 海中カメラ（5 気圧防水：水深 50m）TS-HSW370AF
入力電圧 DC12V
TS-HSW370PAF

各種システムのご提案・設計、特殊カメラの製作など、あらゆるご要望にお応えいたします。

TS-HSW370AF

!nformation
TCL-PN46
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株式会社スリーディー

画像通信システム事業部

TEL：03-5431-5971 FAX：03-5431-5970

〒 154-0004

東京都世田谷区太子堂4-1-1 17F

http://www.3d -inc.co.jp

mail: info@3d-inc.co.jp
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