
周辺機器

電源

GPS 5.0A
DC12V カメラ電源

本体希望小売価格 ¥27,000-（税別）
DJ-80-24
AC24V カメラ電源

本体希望小売価格 ¥9,600- （税別）

SYS1308-2412-W2
AC アダプター

本体希望小売価格 ¥5,000-（税別）
GEO1010-1210
AC アダプター

本体希望小売価格 ¥4,000-（税別）

定格 DC12V 1.5A
ケーブル長 1.5m
寸法 / 質量 34×43×75mm / 160g

定格 DC12V 1.0A
ケーブル長 1.8m
寸法 / 質量 33×24×46mm / 85g

定格 DC12V 5A
その他 サービスコンセント 2 口
寸法 / 質量 167×54×157mm / 1.2kg

定格 AC24V 3.3A
寸法 144×82.5×81mm
質量 1.750g

ハウジング

TH-GL205N
本体希望小売価格 ¥6,000-（税別）

壁付ブラケット

TH-GL215
本体希望小売価格 ¥8,000-（税別）

天吊ブラケット

TH-GL605
本体希望小売価格 ¥20,000-（税別）

カメラハウジング

FH-5100S
本体希望小売価格 ¥26,000-（税別）

カメラハウジング ( 取付金具付 )

材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
最大搭載荷重 約 10kg
寸法 / 質量 82(W)×108(H)×370(D)mm / 約 460g

材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
最大搭載荷重 約 10kg
寸法 / 質量 250(W)×370(H)mm / 約 1kg

最大許容質量 4kg
外形寸法 φ 120×310

　　〜 470(H)mm
質量 約 395g

最大許容質量 4kg
外形寸法 φ 120×625

 　　〜 1020(H)mm
質量 約 620g

最大許容質量 4kg
外形寸法 φ 120×210×242(H)mm
質量 約 350g

最大許容質量 4kg
外形寸法 φ 120×130(H)mm
質量 約 265g

最大許容質量 4kg
外形寸法 φ 120×200(H)mm
質量 約 285g

材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
寸法 / 質量 140(W)×108(H)×370(D)mm / 約 1kg
適合ブラケット TH-GL205N / TH-GL215

材質 / 色 アルミニウム / アイボリー
寸法 / 質量 144(W)×100(H)×368.5(D)mm / 約 1.5kg
適合ブラケット KBR060

ブラケット

TB-110
本体希望小売価格
¥13,000-（税別）

ブラケット

TB-109
本体希望小売価格
¥7,000-（税別）

ブラケット

TB-111
本体希望小売価格
¥7,000-（税別）

ブラケット

TB-107
本体希望小売価格
¥3,800-（税別）

ブラケット

TB-108
本体希望小売価格
¥4,200-（税別）

ブラケット

取付径 φ 80mm 〜

TH-WOP004
本体希望小売価格
¥20,000-（税別）

ポール取付け金具



周辺機器

コネクタ

TC-35CA
本体希望小売価格 ¥18,700-（税別）

コネクタ圧着工具

TH-CN4
RCA-P/F-J
本体希望小売価格

TH-CN5
BNC-J/BNC-J
本体希望小売価格

TH-CN6
BNC-P/BNC-J(L 型 )
本体希望小売価格

適合コネクタ　BCP-A3/A3F/A5/A5F

TH-CN1
BNC-P/RCA-J
本体希望小売価格

TH-CN2
RCA-P/BNC-J
本体希望小売価格

TH-CN3
BNC-P/F-J
本体希望小売価格

BCP-A3

適合ケーブル
3C-2V/L-3C-2V/L-3C-2VS

(20 個入 )
本体希望小売価格 ¥4,400-（税別）

BCP-A5F

適合ケーブル
S-5C-FB/L-5CFB/LS-5CFB

(20 個入 )
本体希望小売価格 ¥4,400-（税別）

BNC 圧着コネクタ

カナレ社製

カナレ社製カナレ社製

¥900-（税別）

¥900-（税別）

¥900-（税別）

¥900-（税別）

¥900-（税別）

¥1,200-（税別）

モニター

KHP-102LCT
天吊金具

HF-10C
壁掛け金具

適合サイズ 13 〜 26 インチ 液晶モニター
角度調整幅 垂直 :0 〜 -15°､ 水平 : 左右 130°
VESA 100×100mm､ 75×75mm
取付最大荷重 15kg ※連結パイブは含まない
寸法 / 質量 160(W)×135(H)×63(D)mm / 3.5kg
備考 連結パイプは別売になります。

LCD-MF223EBR
本体希望小売価格 オープン

21.5 ワイド型液晶モニター

最大解像度 1920×1080
最大輝度 250cd/㎡
入力端子 VGA×1､ DVI×1､ HDMI×1､ PC-Audio×1
その他 スピーカー内蔵､ VESA100×100
電源 / 消費電力 AC100V､ 27W( 最大 )
寸法 / 質量 507(W)×390(H)×178(D)mm/ 約 3.2kg ※スタンド含む

LCD-AD172SEB
本体希望小売価格 オープン

17 型スクエア液晶モニター

最大解像度 1280×1024
最大輝度 250cd/㎡
入力端子 HDMI×1､ DVI×1､ VGA×1､ PC-Audio×1
その他 スピーカー内蔵､ VESA100×100
電源 / 消費電力 AC100V､ 17W( 最大 )
寸法 / 質量 370(W)×380(H)×178(D)mm / 約 2.8kg ※スタンド含む

LCD-MF243EBR
本体希望小売価格 オープン

23.6 ワイド型液晶モニター

最大解像度 1920×1080
最大輝度 300cd/㎡
入力端子 VGA×1､ DVI×1､ HDMI×1､ PC-Audio×1
その他 スピーカー内蔵､ VESA100×100
電源 / 消費電力 AC100V､ 31W( 最大 )
寸法 / 質量 556(W)×418(H)×218(D)mm/ 約 4.5kg ※スタンド含む

適合サイズ 13 〜 26 インチ 液晶モニター
角度調整幅 垂直 :0 〜 -15°
VESA 100×100mm､ 75×75mm
取付最大荷重 10kg
寸法 / 質量 160(W)×135(H)×63(D)mm / 600g

IO DATA社製

IO DATA社製

IO DATA社製

本体希望小売価格 ¥39,000- （税別）

本体希望小売価格 ¥20,000- （税別）

ケーブル

BNC-01 1m(BNC-P/BNC-P)
HD-1.5M1.5m

HD-3M 3m

HD-5M5m

HD-10M10m

HD-15M15m

BNC ケーブル HDMI ケーブル

本体希望小売価格 ¥3,000- （税別）

本体希望小売価格 オープン

ステッカー
防犯ステッカー
本体希望小売価格 ¥2,000-（税別）

背景 赤
文字 シルバー
サイズ 100×320mm




