防犯カメラシステムのご提案
IPネットワーク映像監視システム

高画質・ＩＰネットワークで、映像監視システムは新時代へ

テレビ放送、ムービー、デジタルカメラ……。あらゆる映像分野で高画質・デジタル化が進む今。
パナソニックは、ハイビジョン画質が当たり前の時代にふさわしい映像監視システムとして
アイプロスマート HD シリーズをご提案します。
高画質・高圧縮映像、多彩なインテリジェント機能のほか、直感的な設定や簡明な操作を実現し
よりハイレベルな映像監視はもちろんのこと、業務効率を向上し貴社の経営に貢献いたします。

「 監 視 」が変わる

高画質を追求し、よりハイレベルな

高画質が実現する、インテリジェント機能
■ リアルタイム顔照合

高画質のアイプロだからこそ実現できた、顔照合機能。
あらかじめ登録した人物の顔を検知して、アラームで知らせるので、
重要なお客様の来訪も瞬時にわかります。迅速なお出迎えで貴社のホ
スピタリティが向上します。
登録した顔画像

■ 性別・年齢判定

ネットワークディスクレコーダー DGNV200 シリーズの新機能として監視
箇所を通過した人数を性別、年齢別
にカウントするインテリジェント機能
を順次ご提供して参ります。
時間帯ごとの男女比や年齢層のデータ
を抽出し様々な業務にご活用いただけ
ます。

年齢・性別の統計データ表示

※画面写真はイメージです

顔の照合結果
※インテリジェント機能を利用する場合、カメラ設置場所等の条件があります

「 経 営」に貢献

ＩＰネットワークと徹底した効率設計により
※ Variable Image Quality on Specified area

集中モニタリングで生産性向上
ネットワークで複数の拠点を結び、
一括監視するシステムを構築できるので、
移動の費用や時間を削減でき、生産性が
向上します。
ネットワーク

新機能 VIQS で HDDを効率運用
※

指定したエリアだけを高
画質で録画できるので、
全てのエリアを高画質で
録画するよりも録画容量
を低減できます。
そのため HDD ユニット
を少なく抑え、設備投資
削 減とスペ ースの 有 効
活用が可能です。

高画質エリア

低画質エリア

例えば、駐車場で車両だけを高画質で録画し、録画
容量を低減できます。

映像監視へ。

高い識別性

自然な映像

従来のアナログカメラでは画像が不鮮明で
判別できなかった人物の表情や、衣服の柄な
どの鮮明度が大幅に向上。万が一の場合に
も識別性の高い証拠映像を残すことができ
ます。
当社従来型アナログ記録

かんたん操作

夕方西日が差すエントランスなどでも、顔位
置をカメラが検出して見やすく補正し、来訪
者の判別が可能です。
アイプロは、自動的に
顔の部分を判別して見
やすく補正します。

録画装置本体につながったマウスで簡単に
操作ができます。カレンダーをクリックする
だけで映像の検索・再生ができ、日々の運
用 は も ち ろ ん、
緊 急 時にも迅 速
に対応できます。

アイプロスマート HD

アナログは、顔が暗く
なりわかりにくい。
※一部この機能に対応していないカメラもあります。

り 監視が経営に貢献。
クラウドサービスで遠隔監視や異常通知。

既設の同軸ケーブルも有効活用
アナログ監視カメラで使用されている同軸ケーブルをそのまま活用し、
ネットワーク（IP）カメラを接続することがきます。初期投資や工事期
間を考慮して最適なシステムのご提案が可能です。
ＰｏＥ給電機能付同軸−ＬＡＮコンバーター

BY-HPE11KT

（カメラ側／センター側、アダプターセット）

カメラ側
アダプター

センター側
アダプター

インターネットを利用して
パソコンや 携 帯 端 末で
外出先からリアルタイム
なカメラ画像を確認でき
ます。
また、機器の異常を感知
してメールで知らせるこ
とができ、素早いトラブ
ル対応が可能となります。

※本サービスは 2011 年 10 月より
開始予定

インターネットでカメラ画像を確認

カメラのＩＰアドレスは
XXX.XXX.XXX.XXX

アイプロスマートHD は、高画質・高効率・高信頼で多様なニーズに対応します。
アイプロは監視のためのＩＰネットワーク映像監視カメラです。高画質、高効率、高信頼を徹底追及し、さらなる進化を遂げました。
アイプロスマートＨＤが充実したラインナップで多様なセキュリティニーズにお応えします。
アイプロスマートＨＤシリーズネットワークディスクレコーダー
最大 16 台のカメラ映像と音声を記録。
ＨＤ水準の画質と動画記録を身近に。

■ DG-NV200 シリーズラインナップ
商品品番

顔照合
本体希望小売価格
HDD 容量
−
500GB
294,000 円（税別 280,000 円）
1TB（DVDドライブ付） ○ 420,000 円（税別 400,000 円）
○
2TB
472,500 円（税別 450,000 円）
カメラ拡張キット DG-NVE20 −
−
105,000 円（税別 100,000 円）

DG-NV200/1L
DG-NV200V1M
DG-NV200/2M

ネットワークディスクレコーダー
DG-NV200 シリーズ
＜ラックマウント金具別売＞＜マウス付属＞
●カメラ拡張キットにより接続（録画）するカメラ台数を最大 16 台
まで増設可能（標準は 4 台接続）。
●ＳＤＨＣ／ＳＤメモリーカードスロット付き。
●ＤＶＤドライブ内蔵タイプ、顔照合機能付きタイプもラインナップ。

※製品をいつも安定して使っていただくた
めにライセンス（解除キー番号）の取得
をお願いします。
※ RAID5 機能、ミラーリング機能はありま
せん。

■カメラ拡張キット DG-NVE20 とカメラ使用可能チャンネル
商品品番

DG-NV200 シリーズ

標準

4ch

ライセンス数と最大カメラ入力数

1 ライセンス
9ch

2 ライセンス
12ch

3 ライセンス
16ch

アイプロスマートＨＤシリーズネットワークカメラ
高倍率ズーム＆高精度パンチルト機構の
屋外ハウジング一体型カメラ。

HD 対応。 H.264/1.3 メガピクセルカメラ。

18 倍ズームレンズと

スーパーダイナミック方式 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
DG-SW395（PoE+ 受電方式 AC24V）

メガピクセルネットワークカメラ
DG-SW355（PoE+ 受電方式 DC12V）

スーパーダイナミック方式プリセットコンビネーションカメラ
DG-SC385（PoE 受電方式 DC12V）

耐衝撃性に優れ、軒下設置に対応。

2011 年 4 月発売予定

本体希望小売価格 362,250 円
（税別 345,000 円）
＜光学 18 倍ズームレンズ付＞＜取付金具別売＞
※レンズ交換不可

本体希望小売価格 210,000 円
（税別 200,000 円）
＜光学 18 倍ズームレンズ付＞
※レンズ交換不可

＜ 3.6 倍バリフォーカルレンズ付＞
＜取付金具別売＞
※レンズ交換不可

HD 対応
（720p）

HD 対応
（720p）

HD 対応
（720p）

H.264 採用。
55× 122mm のコンパクトなカメラ。

HD 対応。
H.264/1.3 メガピクセルカメラ。

ネットワークカメラ
DG-SP102（PoE 受電方式 DC12V）

メガピクセネットワークカメラ
DG-SP305（PoE 受電方式 DC12V）

本体希望小売価格 44,100 円
（税別 42,000 円）
※レンズ交換不可

高速回転台を一体化。

HD 対応。 H.264/1.3 メガピクセルカメラ。
メガピクセネットワークカメラ
DG-SF335（PoE 受電方式 DC12V）

DG-SF335

本体希望小売価格 141,750 円（税別 135,000 円）

DG-SF334（PoE 受電方式）

本体希望小売価格 98,700 円
（税別 94,000 円）
＜レンズ（CS マウント）
・取付金具別売＞

本体希望小売価格 99,750 円（税別 95,000 円）
＜ 3.6 倍バリフォーカルレンズ付＞
＜クリアドームカバー＞

HD 対応
（720p）

HD 対応
（720p）

DG-SF334

既設の同軸ケーブルをそのまま使って、最新のＩＰカメラシステムが構築できます。
ＰｏＥ給電機能付同軸−ＬＡＮコンバーター

BY-HPE11KT

（カメラ側／センター側、
アダプターセット）

既設のケーブルをそのまま活用できます。

今お使いのシステム（アナログ防犯カメラシステム）
同軸ケーブル

HUB

アイプロ
スマートHDへの
切り換え

レコーダー

そのまま活用

カメラ側アダプター

eco

センター側アダプター

※条件により使用できない場合があります。

日々ご利用いただく機器だから、
「エコ」
を追求し製造しています。

パナソニックでは、CO 2 削減、資源の有効活用、
ゼロ・エミッションといった 3 つのエコテーマを設け、環境に配慮したものづくりを推進しています。

CO 2 削減

資源の有効活用

ゼロ・エミッション

新技術の採用によりシステムの低消費電力化を推進します。

既存の設備を活用しながら、最新のシステムが構築可能です。

排出ゼロを目指すエコ工場で自然保護、化学物質に配慮して作られています。

パ ナ ハ

ヨ イ ワ

受付：9 時〜17 時 30 分
0120-878-410 （土・日・祝祭日は受付のみ）
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

ホームページからのお問い合わせは

https://sec.panasonic.biz/solution/info/

2011・03・010・日1

●このカタログの記載内容は2011年3月現在のものです。●画面・機能説明写真はイメージです。実際の製品の見え方と異なる場合があります。
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