
Wi-Fi ダイレクト
IP ネットワークカメラ

ST-W100-FHD
ST-W300-FHD
ST-W200-5M
ST-W400-5M
ST-W500-PT
ITS-1080P36TF
ITS-WF200DM
ITS-WF500WP
ITS-WF500AVFWP
ITS-WF200PTZ
ITS-WF500PTZ



●ご検討の前に

※本製品は、スマートフォン用無料アプリでのみご使用いただけます
※Wifi接続するためには、インターネットにつながっているWi-fi対応ルーター
　が必要です
※暗視撮影時、撮影方向に反射物があると、正常な暗視撮影ができません
※本製品設置環境によって、本書記載事項がご使用になれない場合があります

水平画角図
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２．２メガピクセル  赤外線暗視  MicroSDカード録画

Wi-fi対応 AP機能搭載 IPカメラ
ST-W100-FHD

希望小売価格：オープン

□- 高画質映像 フルHD撮影　2.2MP（1920 × 1080）
□- 最長 30日録画　microSDカード録画
□- ケーブル工事が不要に　Wi-fi対応 （LAN接続にも対応）
□- 照明がない場所でも大丈夫！　赤外線暗視
□- 音が聞ける　　　集音マイク内蔵
□- 屋外、屋内どちらもOK！　防塵防水規格　IP66
□- AI検知で人をキャッチし、プッシュ通知やメールでお知らせ

製品特徴

業務用

製品仕様

・音声
・時間補正
・デイナイト機能
・録画方法
・microSDカード
・警報機能
・防水レベル
・動作可能温度
・定格電圧
・外径寸法 / 重量

・イメージセンサー
・映像解像度
・映像圧縮
・最低照度
・赤外線照射距離
・搭載レンズ
・最大同時接続数
・LAN端子
・Wi-fi
・対応プロトコル

有 （照度センサーでの自動切替）

集音マイク内蔵
NTP  タイムサーバー接続による定期補正

動作検知・AI検知後、プッシュ通知 / メール送信
最大 128GB  (Class10以上 別売）
人検知（AI検知）録画 / 動作検知録画 / 常時録画

IP 66
-20～55度 （湿度10～90％）
DC12V - 1A
約 92（高）× 110（直径）    / 約 500ｇ  ※アンテナ別

1920(H) × 1080(V)  1080P  フルHD
H.265
0 LUX（赤外線暗視）

1/2.7”   CMOS  2.2メガピクセル

最大　15～20m（設置場所環境による）　
f=2.8 mm  広角  (水平 110° / 垂直 55°) 
10端末まで （スマートフォン・タブレット）
イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
802.11b/g/n   2.4GHz対応
IPv4 インターネット

工事設計認証取得製品
219-229007

ケーブル工事が不要に !!

※Wi-fi 対応の
　ルーターが必要です

※LANケーブル接続
　にも対応しています

※電源アダプターとの
　接続は必要です

スマホで見ながら聞ける

※暗視撮影中は白黒映像になります

昼間 夜間：暗視撮影時

照明が無い場所では、自動で赤外線暗視モードで撮影

お使いのルーターと Wi-fi 無線接続 でき、ケーブル配線の
工事が不要です

照明が無くても暗視 !!最新 AI 検知機能
撮影画面内で、人の動きだけを検知できる　AI 検知機能
を搭載　より精度の高い録画を行え、長期間録画できます

※イメージ

※話しかけは
　おこなえません

※外出先から
　カメラに繋ぐ為には
　インターネット回線
　との接続が必要です

スマートフォンで映像を見ながら音を聞け、現場の様子が
しっかりと分かります

人物の動きを
キャッチ

Wi-fi

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

※     は赤外線照射範囲（最大 20m）
110°

5m

10m

15m

20m

25m

ｆ=2.8mm（広角レンズ）



●ご検討の前に

※本製品は、スマートフォン用無料アプリでのみご使用いただけます
※Wifi接続するためには、インターネットにつながっているWi-fi対応ルーター
　が必要です
※暗視撮影時、撮影方向に反射物があると、正常な暗視撮影ができません
※本製品設置環境によって、本書記載事項がご使用になれない場合があります

水平画角図

このカメラは近～中距離の撮影に適しています

※     は赤外線照射範囲（最大 15ｍ）
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２．２メガピクセル  赤外線暗視  MicroSDカード録画

Wi-fi対応 AP機能搭載 IPカメラ
ST-W300-FHD

希望小売価格：オープン

□- 高画質映像 フルHD撮影　2.2MP（1920 × 1080）
□- 最長 30日録画　microSDカード録画
□- ケーブル工事が不要に　Wi-fi対応 （LAN接続にも対応）
□- 照明がない場所でも大丈夫！　赤外線暗視
□- 音が聞けて、話せます　集音マイク・スピーカー内蔵
□- 屋外、屋内どちらもOK！　防塵防水規格　IP66
□- AI検知で人をキャッチし、警報音や録音音声を流せます

製品特徴

業務用

製品仕様

・音声通話機能
・時間補正
・デイナイト機能
・録画方法
・microSDカード
・警報機能
・防水レベル
・動作可能温度
・定格電圧
・外径寸法 / 重量

・イメージセンサー
・映像解像度
・映像圧縮
・最低照度
・赤外線照射距離
・搭載レンズ
・最大同時接続数
・LAN端子
・Wi-fi
・対応プロトコル

有 （照度センサーでの自動切替）

マイク・スピーカー搭載（トランシーバー方式）
NTP  タイムサーバー接続による定期補正

検知後、アラーム音 / 犬の咆哮 / 録音音声　発声
最大 128GB  (Class10以上 別売）
人検知（AI検知）録画 / 動作検知録画 / 常時録画

IP 66
-20～55度 （湿度10～90％）
DC12V - 1A
約 68（高）× 69（幅）   × 203（奥）  mm / 約 560ｇ

1920(H) × 1080(V)  1080P  フルHD
H.265
0 LUX（赤外線暗視）

1/2.7”   CMOS  2.2メガピクセル

最大　10～15m（設置場所環境による）　
f=2.8 mm  広角  (水平 110° / 垂直 55°) 
10端末まで （スマートフォン・タブレット）
イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
802.11b/g/n   2.4GHz対応
IPv4 インターネット

工事設計認証取得製品
219-229007

5m

10m

15m

20m

25m

110°

ｆ=2.8mm（広角レンズ）

ケーブル工事が不要に !!

※Wi-fi 対応の
　ルーターが必要です

※LANケーブル接続
　にも対応しています

※電源アダプターとの
　接続は必要です

スマホで聞けて、話せる

※暗視撮影中は白黒映像になります

昼間 夜間：暗視撮影時

照明が無い場所では、自動で赤外線暗視モードで撮影

お使いのルーターと Wi-fi 無線接続 でき、ケーブル配線の
工事が不要です

照明が無くても暗視 !!最新 AI 検知機能
撮影画面内で、人の動きだけを検知できる　AI 検知機能
を搭載　より精度の高い録画を行え、長期間録画できます

※イメージ

※同時通話は
　おこなえません

※外出先から
　カメラに繋ぐ為には
　インターネット回線
　との接続が必要です

スマホで映像を見ながら音を聞けて、さらに現場へ直接、
スマホから呼びかけも行えます

人物の動きを
キャッチ

Wi-fi



●ご検討の前に

※本製品は、スマートフォン用無料アプリでのみご使用いただけます
※Wifi接続するためには、インターネットにつながっているWi-fi対応ルーター
　が必要です
※暗視撮影時、撮影方向に反射物があると、正常な暗視撮影ができません
※本製品設置環境によって、本書記載事項がご使用になれない場合があります

水平画角図
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5メガピクセル  赤外線暗視  MicroSDカード録画

Wi-fi対応 AP機能搭載 IPカメラ
ST-W200-5M

希望小売価格：オープン

□- 超高画質撮影　  5メガピクセル （2560 × 1920）
□- 最長 30日録画　microSDカード録画
□- ケーブル工事が不要に　Wi-fi対応 （LAN接続にも対応）
□- 照明がない場所でも大丈夫！　赤外線暗視
□- 音が聞ける　　　集音マイク内蔵
□- 屋外、屋内どちらもOK！　防塵防水規格　IP66
□- AI検知で人をキャッチし、プッシュ通知やメールでお知らせ

製品特徴

業務用

製品仕様

・音声
・時間補正
・デイナイト機能
・録画方法
・microSDカード
・警報機能
・防水レベル
・動作可能温度
・定格電圧
・外径寸法 / 重量

・イメージセンサー
・映像解像度
・映像圧縮
・最低照度
・赤外線照射距離
・搭載レンズ
・最大同時接続数
・LAN端子
・Wi-fi
・対応プロトコル

有 （照度センサーでの自動切替）

集音マイク内蔵
NTP  タイムサーバー接続による定期補正

動作検知・AI検知後、プッシュ通知 / メール送信
最大 128GB  (Class10以上 別売）
人検知（AI検知）録画 / 動作検知録画 / 常時録画

IP 66
-20～55度 （湿度10～90％）
DC12V - 1A
約 92（高）× 110（直径）    / 約 500ｇ  ※アンテナ別

2560(H) × 1920(V)  5MP
H.265
0 LUX（赤外線暗視）

1/2.9”   CMOS  5メガピクセル

最大　15～20m（設置場所環境による）　
f=2.8 mm  広角  (水平 105° / 垂直 55°) 
10端末まで （スマートフォン・タブレット）
イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
802.11b/g/n   2.4GHz対応
IPv4 インターネット

工事設計認証取得製品
219-229007

ケーブル工事が不要に !!

※Wi-fi 対応の
　ルーターが必要です

※LANケーブル接続
　にも対応しています

※電源アダプターとの
　接続は必要です

スマホで見ながら聞ける

※暗視撮影中は白黒映像になります

昼間 夜間：暗視撮影時

照明が無い場所では、自動で赤外線暗視モードで撮影

お使いのルーターと Wi-fi 無線接続 でき、ケーブル配線の
工事が不要です

照明が無くても暗視 !!最新 AI 検知機能
撮影画面内で、人の動きだけを検知できる　AI 検知機能
を搭載　より精度の高い録画を行え、長期間録画できます

※イメージ

※話しかけは
　おこなえません

※外出先から
　カメラに繋ぐ為には
　インターネット回線
　との接続が必要です

スマートフォンで映像を見ながら音を聞け、現場の様子が
しっかりと分かります

人物の動きを
キャッチ

Wi-fi

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

※     は赤外線照射範囲（最大 20m）
105°

5m

10m

15m

20m

25m

ｆ=2.8mm（広角レンズ）

2K 2560×1920P
5



●ご検討の前に

※本製品は、スマートフォン用無料アプリでのみご使用いただけます
※カメラ映像の録画を行う際には、インターネットにつながっている
　Wi-fi対応ルーターが必要です
※暗視撮影時、撮影方向に反射物があると、正常な暗視撮影ができません
※設置の環境によって、本書記載事項がご使用になれない場合があります

水平画角図

このカメラは近～中距離の撮影に適しています

※     は赤外線照射範囲（最大 15ｍ）
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5メガピクセル  赤外線暗視  MicroSDカード録画

Wi-fi対応 AP機能搭載 IPカメラ
ST-W400-5M

希望小売価格：オープン

□- 超高画質撮影　5メガピクセル （2560 × 1920）
□- 最長 30日録画　microSDカード録画
□- ケーブル工事が不要に　Wi-fi対応 （LAN接続にも対応）
□- 照明がない場所でも大丈夫！　赤外線暗視
□- 音が聞けて、話せます　集音マイク・スピーカー内蔵
□- 屋外、屋内どちらもOK！　防塵防水規格　IP66
□- AI検知で人をキャッチし、警報音や録音音声を流せます

製品特徴

業務用

製品仕様

・音声通話機能
・時間補正
・デイナイト機能
・録画方法
・microSDカード
・警報機能
・防水レベル
・動作可能温度
・定格電圧
・外径寸法 / 重量

・イメージセンサー
・映像解像度
・映像圧縮
・最低照度
・赤外線照射距離
・搭載レンズ
・最大同時接続数
・LAN端子
・Wi-fi
・対応プロトコル

有 （照度センサーでの自動切替）

マイク・スピーカー搭載（トランシーバー方式）
NTP  タイムサーバー接続による定期補正

検知後、アラーム音 / 犬の咆哮 / 録音音声　発声
最大 128GB  (Class10以上 別売）
人検知（AI検知）録画 / 動作検知録画 / 常時録画

IP 66
-20～55度 （湿度10～90％）
DC12V - 1A
約 68（高）× 69（幅）   × 203（奥）  mm / 約 560ｇ

2560(H) × 1920(V)  5MP
H.265
0 LUX（赤外線暗視）

1/2.9”   CMOS  5メガピクセル

最大　10～15m（設置場所環境による）　
f=2.8 mm  広角  (水平 110° / 垂直 55°) 
10端末まで （スマートフォン・タブレット）
イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
802.11b/g/n   2.4GHz対応
IPv4 インターネット

工事設計認証取得製品
219-229007

5m

10m

15m

20m

25m

110°

ｆ=2.8mm（広角レンズ）

ケーブル工事が不要に !!

※Wi-fi 対応の
　ルーターが必要です

※LANケーブル接続
　にも対応しています

※電源アダプターとの
　接続は必要です

スマホで聞けて、話せる

※暗視撮影中は白黒映像になります

昼間 夜間：暗視撮影時

照明が無い場所では、自動で赤外線暗視モードで撮影

お使いのルーターと Wi-fi 無線接続 でき、ケーブル配線の
工事が不要です

照明が無くても暗視 !!最新 AI 検知機能
撮影画面内で、人の動きだけを検知できる　AI 検知機能
を搭載　より精度の高い録画を行え、長期間録画できます

※イメージ

※同時通話は
　おこなえません

※外出先から
　カメラに繋ぐ為には
　インターネット回線
　との接続が必要です

スマホで映像を見ながら音を聞けて、さらに現場へ直接、
スマホから呼びかけも行えます

人物の動きを
キャッチ

Wi-fi

2K 2560×1920P
5



●ご検討の前に

※本製品は、スマートフォン用無料アプリでのみご使用いただけます
※Wifi接続するためには、インターネットにつながっているWi-fi対応ルーター
　が必要です　また、録画を行う場合もインターネットに接続が必要です
※暗視撮影時、撮影方向に反射物があると、正常な暗視撮影ができません
※本製品設置環境によって、本書記載事項がご使用になれない場合があります

水平画角図

メ
ガ
ピ
ク
セ
ル　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
カ
メ
ラ

２．２メガピクセル  赤外線暗視  MicroSDカード録画

AI自動追尾 左右・上下操作 IPカメラ
ST-W500-PT

希望小売価格：オープン

□- 高画質映像 フルHD撮影　2.2MP（1920 × 1080）
□- 最長 30日録画　microSDカード録画
□- ケーブル工事が不要に　Wi-fi対応 （LAN接続にも対応）
□- 照明がない場所でも大丈夫！　赤外線暗視 / 防犯灯可視光
□- 音が聞け、話かけれる　　集音マイク ＋ スピーカー内蔵
 
□- スマホの画面で向きを操作、さらにプリセット登録もできる
□- AI検知で人をキャッチし、自動で追尾撮影可能

製品特徴

業務用

製品仕様

・音声
・時間補正
・デイナイト機能
・録画方法
・microSDカード
・警報機能
・パンチルト角
・動作温度 / 防水
・定格電圧
・外径寸法 / 重量

・イメージセンサー
・映像解像度
・搭載レンズ
・最低照度
・赤外線照射距離
・Wi-fi
・最大同時接続数
・LAN端子
・プリセット登録
・対応プロトコル

有 （照度センサーでの自動切替）

集音マイク / スピーカー内蔵
NTP  タイムサーバー接続による定期補正

検知後、アラーム音 / 犬の咆哮 / 録音音声　発声
最大 128GB  (Class10以上 別売）
人検知（AI検知）録画 / 動作検知録画 / 常時録画

水平旋回︓355度 / 垂直旋回︓105度
-10～50度 （湿度10～90％）内 / IP66
DC12V - 3A
約 260(高)× 100(幅)× 140(奥行） / 約 480ｇ

H.265  1920(H) × 1080(V)  1080P  フルHD
f=4 mm    (水平 80° / 垂直 45°) 
0 LUX（赤外線LED 6灯 / 可視光LED 6灯）

1/2.7”   CMOS  2.2メガピクセル

最大　15～20m（設置場所環境による）　
802.11b/g/n   2.4GHz対応
10端末まで （スマートフォン・タブレット）
イーサネット（10/100Base-T）、RJ45
1～64　箇所まで
IPv4 インターネット

工事設計認証取得製品
219-229007

ケーブル工事が不要に !!

※Wi-fi 対応の
　ルーターが必要です

※LANケーブル接続
　にも対応しています

※電源アダプターとの
　接続は必要です

スマホで見ながら聞ける

※デュアル LED : 赤外線暗視時は白黒、スマート検知時はカラーで撮影

昼間 夜間：暗視撮影時

照明が無い場所では、自動で赤外線暗視モードで撮影

お使いのルーターと Wi-fi 無線接続 でき、ケーブル配線の
工事が不要です

照明が無くても暗視 !!最新 AI 検知機能
撮影画面内で、人の動きだけを検知できる　AI 検知機能
を搭載 より精度の高い録画を行え、自動追尾撮影も可能に

※イメージ

※音声は片側通話

※外出先から
　カメラに繋ぐ為には
　インターネット回線
　との接続が必要です

スマートフォンで映像を見ながら音を聞け、カメラを通して
話しかける事ができ、現場の様子がしっかりと分かります

人物の動きを
キャッチ

Wi-fi

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

※     は赤外線照射範囲（最大 20m）
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ｆ=4mm   レンズ
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