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ワイドな画角 96 度！クリア画質なペン型モデル 
◎クリアな画質◎アナログ映像出力対応◎外部電源駆動

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・映像出力 ( アナログコンポジット )・外部電源駆動

【動画解像度】1920x1080px(30FPS)・AVI
【写真解像度】4032×3024px JPG
【メモリ】microSDHC/XC カード ( 別売 )※最大 64GB 対応　【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ『EZ-Cam』（イージーカム）

NCP04150262-A0

ペン型　スマートな外見に機能満載！いざという時に役立つ、常時携帯可能なペン型カメラ

ジャーナリスト 2.3K サイズ対応版！動体検知録画も追加。
◎2560×1440px◎動体検知録画モード◎HD720p で約 60FPS 録画可能。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・写真・ボイスレコーダー・外部電源動作

【動画解像度】■2304×1296px(30FPS)■1920×1080px(30FPS)■1280×720px(60/30FPS)・
MOV

【写真解像度】4352×3264px JPG
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド）『Journalist-2.3K』( ジャーナリスト2.3K)

NCP04140251-A0

スマホでカメラ視野を確認、撮影操作、再生、設定も可能。
◎Wi-Fi で最大 15ｍ先から操作できる。◎水平 110°超広角レンズ搭載。◎不可視赤外線ライト搭載。
◎HDMI 出力でテレビで再生できる。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー・赤外線ライト・映像出力 (HDMI)

【動画解像度】■1920×1080px(30FPS)/1280×720/848×480/640×480px  60FPS・MOV　
【写真解像度】■12M/10M/8M/5M/3M/2Mpx
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

WiFi ペン型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『Final Cam』( ファイナルカム ) シルバー

NCP03840223-A0

スマホでカメラ視野を確認、撮影操作、再生、設定も可能。
◎Wi-Fi で最大 15ｍ先から操作できる。◎水平 110°超広角レンズ搭載。◎不可視赤外線ライト搭載。
◎HDMI 出力でテレビで再生できる。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー・赤外線ライト・映像出力 (HDMI)

【動画解像度】■1920×1080px(30FPS)/1280×720/848×480/640×480px  60FPS・MOV　
【写真解像度】■12M/10M/8M/5M/3M/2Mpx
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

WiFi ペン型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『Final Cam』( ファイナルカム )

NCP03830223-A0

NCP02470139-A0

あの大ヒット 防犯ビデオカメラ「ジャーナリスト 2」からパワーアップ !!
◎匠ブランド初の内蔵 32GB メモリ、ステレオ録音◎高精細 H.264 動画◎720ｐ時は驚異の 60FPS
◎詳細設定ツール

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・詳細設定機能

【動画解像度】1920×1080px■1280×720px( 選択式 )30 ～ 60FPS・MOV
【写真解像度】2048×1536px　【メモリ】32GB 内蔵【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド）『JournalistIII』（ジャーナリスト３）

32GBメモリ内蔵32GBメモリ内蔵
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NCP02550139-A0

大ヒット定番機種「ジャーナリスト3」のメモリ8GB版
◎メモリは8GBでも機能は同じ！◎高精細H.264動画◎ステレオ録音◎720ｐ時は驚異の60FPS
◎詳細設定ツール
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・詳細設定機能
【動画解像度】1920×1080px■1280×720px( 選択式 )30～ 60FPS・MOV
【写真解像度】2048×1536px　【メモリ】8B内蔵【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド）『JournalistIII』8GB（ジャーナリスト３-8GB）

8GBメモリ内蔵8GBメモリ内蔵

メタル素材の心地よい質感。1080p 録画のペン型カメラ。
◎スライドカバー付◎動画は FHD、動体検知録画もできる。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・写真

【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI
【写真解像度】　 2560×1440px JPG
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 ) 最大 32GB 対応 【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ (匠ブランド )『Scriba-Black』( スクリーバ　ブラック )

NCP0484-A0

メタル素材の心地よい質感。1080p 録画のペン型カメラ。
◎スライドカバー付◎動画は FHD、動体検知録画もできる。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・写真

【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI
【写真解像度】　 2560×1440px JPG
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 ) 最大 32GB 対応【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ (匠ブランド )『Scriba-White』( スクリーバ　ホワイト )

NCP0485-W0
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暗闇でも撮影できる 10 個の不可視赤外線ライトを搭載
◎点灯が目に見えない不可視タイプの赤外線ライト搭載　◎AC アダプタ接続で常時動作が可能！

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー・WEB カメラ・時計 / アラーム機能・
AC 動作

【動画解像度】■1920×1080px       24FPS・AVI
【写真解像度】2592×1944px【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　
【防水機能】なし【リモコン】あり

置時計型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『Black Knight』( ブラックナイト )

NCC02180122-A0

5m 級赤外線ライト内蔵！ WiFi 操作専用のシンプルデザイン置時計型カメラ 
◎可視赤外線ライト◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地
でもプレビュー可能◎スマホ本体にも録画保存できる　◎置時計機能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・時計機能

【動画解像度】■1280×720px  / ～ 24FPS・AVI
【写真解像度】■1280×720px 
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

Wi-Fi 置時計型ビデオカメラ (匠ブランド )『IR-Clock09』（アイアールクロック０９）

NCC04240266-A0

WiFi 操作専用。外出先でもスマホでカメラプレビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎置時計機能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・時計機能

【動画解像度】■1280×720px  / ～ 24FPS・ASF
【写真解像度】■1280×720px 
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

Wi-Fi 置時計型ビデオカメラ (匠ブランド )『Cubo』（クーボ）

NCC03930232-A0

置時計型　お部屋・オフィスの防犯に。置時計タイプならではの長時間録画もポイント。

強力赤外線ライト搭載のスマホ操作専用置時計型ビデオカメラ
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎不可視赤外線ライト付　◎モバイルバッテリー機能付

【製品機能】動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・給電機能
【動画解像度】■1920×1080px ( スマホ録画 ) ～ 12FPS・mp4 ※本体 microSD 録画は
640x360px 限定

【写真解像度】■1920×1080px  
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

Wi-Fi 置時計型ビデオカメラ (匠ブランド )『iRound』( アイ・ラウンド )

NCC0494-A0
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フルハイビジョン 1080P の 64GB 仕様 ! メガネタイプの決定版！
◎64GB の microSDXC カード使用可能。・高画質で録画時間が約 1 時間◎使いやすいボタン位置で
自然な撮影姿勢が可能に！◎AC 電源で充電しながらの録画が可能。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真

【動画解像度】1920×1080px  30FPS・AVI
【メモリ】microSDHC/XC( 別売 ) 最大 64GB　【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『SPEye Nine』（エスピーアイナイン）

NCG04050162-A0

エスピーアイコマンドーがブラックモデルで復活！
◎隠蔽性・視野再現性に優れたセンターカメラレンズ◎上面操作ボタンで自然な撮影ができる
◎メモリ内蔵タイプなのですぐに使える！

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真

【動画解像度】1280×720px  29FPS・AVI
【メモリ】8GB 内蔵　【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『SPEye Black-Commando』（エスピーアイ ブラックコマンドー）

NCG04080245-A0

メガネ型　視線に近い風景を録画できる、自然な姿勢で撮影できるなど、メガネ型ならではの活用ができます。

レンズ完全内蔵のメガネ型ウェアラブル防犯カメラ
◎カメラ用ピンホールレンズが見えない !◎さらに磨きの掛かったスクエアフレーム
◎不自然な装飾のない、超シンプルデザイン。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影

【動画解像度】1920×1080px  30FPS・AVI
【写真解像度】4032×3024px 【メモリ】microSDHC カード 8GB 装着済　※最大 32GB 対応　
【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『SPEye Insight』( エスピーアイ インサイト )

NCG02890152-A0

匠ブランド初のサングラス型ビデオカメラ
◎自然な操作が可能な上面操作ボタン◎センター配置レンズだから、ほぼ見たままの撮影が可能
◎SPF20、PA++　UV カット加工レンズを採用◎目立たない高隠蔽性カメラレンズ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影

【動画解像度】1920×1080px  30FPS・AVI
【写真解像度】4032×3024px 【メモリ】8GB 内蔵
【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『SPEye Agent』( エスピーアイ エージェント )

NCG02900153-A0
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◎強力な不可視赤外線ライトを搭載！光学技術者プロデュースモデル
◎2000mAhバッテリー◎連続16時間以上の録音可能◎ラバーコーティングボディ◎強化された赤外線ライト
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知録画・ボイスレコーダー
【動画解像度】■1920×1080■1280×720■640×480px■320×280px( 選択式 )
30FPS(※1080pのみ10FPS)・AVI
【写真解像度】■4032×3024px【メモリ】microSDHCカード (別売 )※最大32GB対応
【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ ( 匠ブランド )『POWER BANK IR-PRO』( パワーバンク IR プロ）

NCB02200120-A0

WiFi 操作専用。外出先でもスマホでカメラプレビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎LED ライト付　◎モバイルバッテリー機能付

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・給電機能

【動画解像度】■1280×720px  / ～ 24FPS・ASF
【写真解像度】■1280×720px 
【メモリ】microSDHC/XC カード ( 別売 )※最大 64GB 対応　【防水機能】なし

Wi-Fi モバイル充電器型ビデオカメラ (匠ブランド )『PowerSlate』( パワースレート )

NCB03960235-A0

◎モニター付きバッテリー型！最長18時間動作モデル
◎2インチ液晶モニター内蔵◎赤外線ライト内蔵◎画像サイズ変更機能◎ACアダプター動作◎給電機能
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・映像出力・給電機能・赤外線ライト
【動画解像度】1920×1080px■1280×720px( 選択式 )/30FPS・AVI

【メモリ】microSDHCカード (別売 )　※最大32GB対応　【防水機能】なし

モニタ付モバイル充電器型ビデオカメラ（匠ブランド）『Black Seeker』（ブラックシー カー）

NCB04280259-A0

モバイルバッテリー型　長時間駆動や付加機能が多いモバイル充電器タイプ。

◎赤外線ライトがパワーアップ！映像出力付の長時間動作モデル 
◎最長 3ｍの不可視赤外線ライト搭載◎汚れの目立たないサンドブラック仕上げ筐体。◎アナログ映像出力機
能◎最長 20 時間動作 (※録画時間とは異なります )◎給電機能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・映像出力・給電機能・赤外線ライト

【動画解像度】1280×720px/30FPS・AVI
【写真解像度】　4032×3024px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )　※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ『IR-PRO 2』（アイアールプロ２）

NCB04160263-A0

◎60FPS 録画対応！多機能充電器型カメラ。
◎ハイパワー画像エンジン搭載◎高質感のつや消しアルミ筐体。LED ライト搭載◎最長 30 時間録音
◎給電機能◎外部電源対応 + 上書き録画機能 　　　　　　※動体検知機能はありません

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・ボイスレコーダー・給電機能・手元用 LED ライト

【動画解像度】■1920×1080px/30FPS■1280×720px/60FPS■640×480px/60FPS・MOV
【写真解像度】■4032×3024px■2048×1536px■1920×1080px■1280×960px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )　※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ (匠ブランド )『Infix』( インフィックス )

NCB04100247-A0
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薄型スリムタイプの赤外線ライト付モバイル充電器型ビデオカメラ
◎64GB 対応◎動画は最大 FHD、動体検知録画もできる。◎不可視赤外線ライト内蔵

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・不可視赤外線ライト (1.5m)

【動画解像度】 1920×1080px/1280×720px/640×480px(29FPS)・AVI

【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 64GB 対応　【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ (匠ブランド )『Thin-Power』（シンパワー）

NCB0476-A0

スティックタイプのモバイル充電器型ビデオカメラ
◎動画は最大 FHD、ボイスレコーダー付き。◎実際にスマホに給電可能。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真・ボイスレコーダー

【動画解像度】 1920×1080px/(30FPS)・AVI
【写真解像度】 1920×1080px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ (匠ブランド )『Power-Stick』（パワースティック）

NCB0486-A0

強力赤外線ライト搭載のスマホ操作専用ビデオカメラ
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎不可視赤外線ライト付　◎モバイルバッテリー機能付

【製品機能】動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・給電機能
【動画解像度】■1920×1080px ( スマホ録画 ) ～ 12FPS・mp4 ※本体 microSD 録画は
640x360px 限定

【写真解像度】■1920×1080px  
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

Wi-Fi モバイル充電器型ビデオカメラ (匠ブランド )『Supertrump』（スーパートランプ）

NCB0489-A0
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WiFi 操作専用。外出先でもスマホでカメラ映像のライブビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎赤外線ライト内蔵

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付※microSDHC 録画のみ、スマホ録画は音声無し )・上書き録画・外部電源動作

【動画解像度】■1280×720px  / ～ 15FPS・AVI

【メモリ】microSDHC32GB 対応 ( 別売 )　【防水機能】なし

Wi-Fi 水筒型ビデオカメラ (匠ブランド )『Black-Bottle』（ブラックボトル）

NCB04360264-A0

どこから見てもミネラルウォーター風ペットボトル！匠オリジナル日本語ラベル入り
◎実際に飲料を入れられる実用性　◎完全分離できる小型カメラユニット
◎WEB カメラ機能付

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )

【動画解像度】■1920×1080px  / ～ 30FPS・AVI

【メモリ】microSDHC32GB 対応 ( 別売 )　【防水機能】なし

ペットボトル型カメラ (匠ブランド )『KOOL』（クール）

PET0100

WiFi 操作専用。外出先でもスマホでカメラ映像のライブビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎赤外線ライト内蔵

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・時計機能

【動画解像度】■1920×1080px  / ～ 24FPS・AVI
【写真解像度】■1920×1080px 
【メモリ】8GB 内蔵　【防水機能】なし

Wi-Fi 火災報知器型ビデオカメラ (匠ブランド )『Ceiling-Eye2』（シーリングアイ２）

NCA04180265-A0

カバーを交換すれば、あのミントタブのケースにそっくりな HD ビデオカメラ！
◎市販のミントケースとカバーが交換できる！　◎専用ツールを使いパソコンで細かな設定が可能！

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・動体検知録画・ボイスレコーダー・本体設定機能

【動画解像度】■1280×720■848×480■640×480px( 選択式 )  30FPS・AVI
【写真解像度】■2048×1536px■1600×1200■1280×960( 選択式 )
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　　【防水機能】なし

ミントケース型ビデオカメラ (匠ブランド )『FREEYE』( フリーアイ )

NCF01770090-A0

WiFi 操作でカメラレンズが 180°動く！外出先でもカメラ映像のライブビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN+ インターネットで遠隔地でもプレビュー可能
◎スマホ本体にも録画保存できる

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・時計機能

【動画解像度】■1280×720px・640×480px・320×240px( 選択式 ) / ～ 27FPS・AVI
【写真解像度】■11280×720px・640×480px・320×240px( 選択式 )
【メモリ】microSDHC カード 32GB まで対応　【防水機能】なし

Wi-Fi ボックス型ビデオカメラ (匠ブランド )『Mono-Eye180』（モノアイ180）

NCB0487-A0

その他　様々な○○型カメラが続々登場！
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回転式 USB メモリ型カメラ。赤外線ライト付のコンパクトモデル
◎回転式カバー式◎オールインワン機能◎赤外線ライト搭載◎AC アダプター動作

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー・不可視赤外線ライト

【動画解像度】■1920×1080px  / ～ 29FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px 
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 ) 最大 32GB 対応　【防水機能】なし

USB メモリ型カメラ ( 匠ブランド )『High roller』（ハイローラー）

NCU04290260-A0

わずか 10g。親指サイズの USB メモリ型軽量ミニカメラ
◎実際に USB メモリースティックとして使える高い実用性！◎動体検知録画対応

【製品機能】
・動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・WEB カメラ・動体検知録画 ( 通電中の USB 端子に接続して使用 )
【動画解像度】1280×960px  ～ 25FPS・AVI
【写真解像度】1600×1200px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ミニUSBメモリ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Beans』( ビーンズ )

NCU03910230-A0

スタイリッシュデザインの USB メモリ型カメラ。
◎フル HD 撮影◎ボイスレコーダー◎WEB カメラ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・ボイスレコーダー・WEB カメラ

【動画解像度】■1920×1080px  / ～ 30FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px 
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 ) 最大 32GB 対応　【防水機能】なし

USBメモリ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Interceptor』（インターセプター）

NCU0470-A0

カメラレンズが180°回転！大きめクリップでポケットからブックエンドまで装着！
◎フルHD動画撮影◎128GBメモリ対応◎WEBカメラ
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・動体検知録画・ボイスレコーダー・外部電源動作・WEBカメラ
【動画解像度】■1920×1080px■1280×720px/ ～ 30FPS・AVI

【メモリ】microSDHC/XCカード (別売 )最大128GB対応　【防水機能】なし

クリップ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Clip-Master』（クリップマスター）

NCL0469-A0

超省電力チップ内蔵！録画動作 9 時間可能のミニ DV カメラ
◎長時間動作　◎壁面・クリップ・ヘルメット用マウント付◎外部電源動作

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・外部電源動作・WEB カメラ 

【動画解像度】■1280×960px  /30FPS・AVI
【写真解像度】■1280×1024px
【メモリ】最大 32GB まで対応・Class10 推奨　【防水機能】なし

ミニ DV カメラ ( 匠ブランド )『Mini-DV9』（ミニ DV9）

 NCM0459-A0
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強力赤外線で最大４m 先まで照らします。
◎手のひらサイズ・軽量◎不可視赤外線ライト◎スライドスイッチ◎外部電源動作

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・ボイスレコーダー・不可視赤外線ライト・外部電源動作

【動画解像度】■1920×1080px  /30FPS・AVI

【メモリ】最大 32GB まで対応・Class10 推奨　【防水機能】なし

ミニ DV カメラ ( 匠ブランド )『Magic-Box』（マジックボックス）

 NCB0462-A0

赤外線飛距離の 6 メートル級！付属アダプターで水中もイケるアクションカメラ！
◎豊富なマウントパーツ◎赤外線飛距離 6 メートル◎10 メートル防水ケース付

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・動体検知録画・音声検知録画・AC 電源動作

【動画解像度】    1920×1080px /AVI ～ 30FPS
【静止画解像度】4032×3024px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 64GB 対応　【防水機能】10M( 防水ケース使用 )　

赤外線ミニDVカメラ (匠ブランド )『MiniDV-IR』（ミニDVアイアール）

NCS04250257-A0

ハンズフリーでらくらく録画クリップ型カメラ。
◎軽量コンパクト◎クリップ付なのでウェアラブル可能◎ボイスレコーダー機能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・ボイスレコーダー

【動画解像度】    1920×1080px /AVI ～ 30FPS
【静止画解像度】2560×1920px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし　

クリップ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Snapper』( スナッパー )

NCC03950234-A0

暗闇の撮影も可能！本格仕様のトレイルカメラが匠ブランドから登場。
◎不可視赤外線ライトを40個搭載◎高精度PIRセンサー (動体検知 )内蔵
◎様々な記録パターンを選べます◎パソコン不要 !? 液晶モニタ＆AV出力◎単三乾電池駆動 (８本 )
【製品機能】
動体検知撮影 (動画・写真 )( 音声付 )・詳細設定・AC電源動作・アナログAV出力・WEBカメラ
【動画解像度】　■1280×720■640×480■320×240px( 選択式 )
【静止画解像度】■4000×3000px■3264×2448px■2592×1944px( 選択式 )
【メモリ】SDHCカード対応 (別売　※32GB対応 )　【防水機能】IP54防塵防沫

トレイルカメラ（匠ブランド）『Radiant40』（ラディアント40）

NCT02480140-A9

どこから見てもただのサイコロ！実は赤外線ライト付ビデオカメラ！
◎スライドカバー付◎動画は FHD、動体検知録画もできる。◎簡易赤外線ライト内蔵
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・動体検知録画・不可視赤外線ライト (近距離簡易タイプ )
【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI

【メモリ】microSDHCカード (別売 )※最大32GB対応　【防水機能】なし

サイコロ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Dados』（ダードス）

NCT0483-A0
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どこから見てもフタ付紙コップ！実は赤外線ライト付ビデオカメラ！
◎バイブレーション付◎動画は FHD、HDから選択できる◎不可視赤外線ライト内蔵
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・不可視赤外線ライト
【動画解像度】1920×1080px/1280×720px(29FPS)・AVI

【メモリ】microSDHCカード (別売 )※最大32GB対応　【防水機能】なし

紙コップ型ビデオカメラ（匠ブランド）『The-Cup』（ザ・カップ）

NCC0488-A0

カメラレンズが180°回転！音楽プレイヤー機能はボイスレコーダーも聞ける！
◎フルHD動画撮影◎ボイスレコーダー◎音楽プレイヤー機能
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・動体検知録画・ボイスレコーダー・音楽プレイヤー (mp3,wav)
【動画解像度】■1920×1080px■1280×720px/ ～ 30FPS・AVI

【メモリ】microSDHC( 別売 )最大32GB対応　【防水機能】なし

クリップ型ビデオカメラ (匠ブランド )『Sound-explorer』（サウンドエクスプローラー）

NCC0490-A0

軽量 26g ！バイブレーター通知機能で誤操作防止も！ 
◎バイブレーションで誤操作防止！◎100 円ライターデザイン ( 着火機能なし )◎上書き録画

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )

【動画解像度】1920×1080px(25FPS)・AVI

【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ライター型ビデオカメラ (匠ブランド )『Sober』( ソーバー )

NCL04130250-A0

機能別に独立ボタンが配置されているから、初心者でも使いやすい！
◎フルHD動画撮影◎小型軽量◎WEBカメラ
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・ボイスレコーダー・外部電源動作・WEBカメラ
【動画解像度】■1920×1080px/30FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px
【メモリ】microSDHCカード (別売 )最大32GB対応　【防水機能】なし

キーレス型ビデオカメラ (匠ブランド )『prossimo』（プロッシモ）

NCK0471-A0
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フル HD 最長 6 時間 30 分録画、録音だけなら 49 時間もの記録ができる！
◎大容量増設バッテリーで長時間録画可能　◎２つのボタンでシンプル操作。

【製品機能】動画撮影 ( 音声付 )・静止画撮影・ボイスレコーダー
【動画解像度】■1920×1080px  ～ 30FPS・AVI　
【写真解像度】■2560×1900px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　
【防水機能】なし

小型カメラ基板ユニット（匠MANIAC）TMC-P700

NCM03810221-A0

WiFi 操作専用。スマホでカメラプレビューが可能！
◎全ての動作をスマートフォンだけで可能　◎無線 LAN で完全ワイヤレス撮影
◎スマホ本体にも録画保存できる　◎モバイル充電器機能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・詳細設定・可視赤外線 LED ライト

【動画解像度】■1280×720px  / ～ 24FPS・ASF
【写真解像度】■1280×720px 
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

WiFi モバイル充電器型カメラ（匠MANIAC）TMC-WPB01

NCB03600216-A0

匠Maniac　小型カメラの自作ユニットをはじめ、チャレンジ欲をかきたてるアイテムを揃えました。

DIY でオリジナル防犯 WiFi カメラが作れる！
◎大好評のカメラ基板ユニットのWi-Fi版。TMC-P200の(ノーマル/ワイド)交換用レンズが使えます。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・無線 LAN 操作

【動画解像度】■1280ｘ720px 640ｘ480px 320ｘ240px( 選択式 )
【写真解像度】■1280ｘ720px 640ｘ480px 320ｘ240px( 選択式 )
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

小型カメラ基板ユニット（匠MANIAC）TMC-P900

NCM04010239-A0
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匠ブランド　ゾンビシリーズ (あのカメラが遂に蘇る！）

◎モバイル充電器型カメラの名機がついに蘇る！！
◎1080Pの高画質◎選べる４つの動画解像度◎長時間ボイスレコーダー
◎給電機能◎外部電源動作
【製品機能】
・動画撮影・動体検知録画・ボイスレコーダー・静止画撮影・簡易給電
【動画解像度】最大1920×1080px/10FPS　720p/480p/240p/30FPS・AVI
【写真解像度】　4032×3024px
【メモリ】microSDHカード (別売 )　※最大32GB対応　【防水機能】なし

モバイル充電器型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-B018』

ZMB0430-0

◎トイデジ型カメラの名機がついに蘇る！！
◎超小型キューブ型カメラ◎簡単操作◎サイズ変更が可能◎簡易赤外線ライト搭載
◎マウント付属◎外部電源動作

【製品機能】
・動画撮影 ( 音声付 )・録音・不可視赤外線ライト 
【動画解像度】最大 1920×1080px/1280x720px/25FPS・AVI

【メモリ】microSDH カード ( 別売 )　※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

トイカメラ トイデジ ( 匠ブランド ゾンビシリーズ )『Z-TD001』

ZMB0430-0

シンプルで確実操作のできるペン型カメラ！
◎スイッチオンで簡単即記録！◎動画は FHD、写真もキレイ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真・ボイスレコーダー

【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI
【写真解像度】　 2560×1440px JPG
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-P019』

ZMB0440-0

スペアバッテリ付の新発想メガネ型カメラ！ 
◎隠蔽性・視野再現性に優れたセンターカメラレンズ◎動作時間を延長するスペアバッテリー付属
◎メモリ内蔵タイプなのですぐに使える！

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )

【動画解像度】1920×1080px  ～ 30PS・AVI
【メモリ】16GB 内蔵　【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-G011』

ZMB0434-0

クリップ型カメラの名機がついに蘇る！
◎５段階の可動式レンズ◎ボイスレコーダー◎動体検知機能 

【製品機能】
・動画撮影・動体検知録画・可動式レンズ・ボイスレコーダー
【動画解像度】1920×1080px  ～ 30PS・AVI
【メモリ】microSDHC カード 32GB 対応　【防水機能】なし

クリップ型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-L011』

ZMB0437-0
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ボタン型レンズカバーの小さくて軽いカメラ
◎オート録画◎動体検知録画モード◎外部電源動作専用◎microSD カードリーダー付

【製品機能】
・動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・外部電源動作・上書き録画 
【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI

【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ボタン型カメラ ( 匠ブランド ゾンビシリーズ )『Z-BT002』

ZMB0447-0

安定のペングリップ、シンプルで確実操作のできるペン型カメラ！
レンズプロテクター付！◎スイッチオンで簡単即記録！◎動画は FHD、写真もキレイ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真・ボイスレコーダー

【動画解像度】1920×1080px(30FPS)・AVI
【写真解像度】　 2560×1440px JPG
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ペン型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-P018』

ZMB0430-0

スマホで完全ワイヤレス操作！自在に動くスコープカメラ映像を手元で確認！
Wi-Fi 操作対応◎スイッチオンで簡単即記録！◎動画は FHD、写真もキレイ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声なし )・写真・LED ライト・外部電源動作

【動画解像度】640×480px(24FPS)・AVI
【写真解像度】　 640×480px JPG
【メモリ】なし※スマホのメモリー使用　【防水機能】IP67( グリップ部は非防水 )

Wi-Fi フレキシブルスコープカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-F001』

ZMB0442-0

Wi-Fi 対応！スマホでカメラ視野を確認、撮影操作、再生、設定も可能。
◎Wi-Fi で最大 15ｍ先から操作できる。◎HDMI 出力でテレビで再生できる。

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー・映像出力 (HDMI)

【動画解像度】■1920×1080px(30FPS)/1280×720/848×480/640×480px  60FPS・MOV　
【写真解像度】■12M/10M/8M/5M/3M/2Mpx
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

ボタン型カメラ ( 匠ブランド ゾンビシリーズ )『Z-BT001』

ZMB0453-0
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大容量バッテリー付属！ロングケーブルの小型カメラ基板セット
◎最大 13 動作時間！使いやすいレンズ用ロングケーブル◎そのまま使えるプラスチックハードケース
で取扱いが楽◎付属リモコンで操作できる

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真撮影・ボイスレコーダー・リモコン操作・外部電源動作 

【動画解像度】■1920×1080px  23FPS・AVI　
【写真解像度】■2560×1440px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

小型カメラ基板ユニット（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-UT111』

ZMB0458-0

シンプルなブラックボックスデザインのティッシュボックスケース型
◎最大 6 動作時間！◎カメラ視野が確認できる映像出力ケーブル付属◎付属リモコンで操作できる◎モ
バイルバッテリーを収納可能で持続時間を延長可能

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・写真・動体検知録画・外部電源動作・上書き録画・リモコン操作  

【動画解像度】■1280×720px  27FPS・AVI　
【写真解像度】■4032×3024px
【メモリ】16GB 内蔵　【防水機能】なし

ティッシュボックス型カメラ ( 匠ブランド ゾンビシリーズ )『Z-X001』

ZMB0449-0

スマホで外出先からカメラ映像が見える！ Wi-Fi 接続対応！
スマホ対応！インターネット接続対応◎シンプルな外部電源専用ユニット！使いやすいレンズ用ロング
ケーブル◎そのまま使えるプラスチックハードケースで取扱いが楽

【製品機能】
動画撮影 ( 本体 / スマホ / 音声付 )・静止画撮影 ( スマホ保存のみ )・無線 LAN 機能・外部電源動作 

【動画解像度】1280×720px/640×360px  25FPS・AVI　
【写真解像度】1280×720px/640×360px
【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

小型カメラ基板ユニット（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-UT115』

ZMB0455-0

外部電源操作専用！動体検知録画専用の小型カメラ基板セット
◎シンプルな外部電源専用ユニット！使いやすいレンズ用ロングケーブル◎そのまま使えるプラスチッ
クハードケースで取扱いが楽

【製品機能】
動体検知録画 ( 音声付 )・外部電源動作 

【動画解像度】■640×480px  30FPS・AVI　

【メモリ】microSDHC カード ( 別売 )※最大 32GB 対応　【防水機能】なし

小型カメラ基板ユニット（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-UT116』

ZMB0456-9

実物の金型を使用した長時間動作が可能な火災報知器型カメラ！
◎天井から見下ろす、リアルな火災報知器型◎完全リモコン操作◎動きをキャッチ！動体検知録画

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー

【動画解像度】■1920×1080■1280×720■640×480■320×240px  30FPS・AVI　
【写真解像度】4032×3024px
【メモリ】16GB 内蔵　【防水機能】なし

火災報知器型カメラ (匠ブランド　ゾンビシリーズ )『Z-FA003』

ZMB0460-0
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フル HD を超えた 2.3K 解像度！ 60FPS 対応
◎超高解像度 2.3K◎60FPS のなめらかな動き◎スタイリッシュボディ

【製品機能】
動画撮影 ( 音声付 )・動体検知録画・静止画撮影・ボイスレコーダー

【動画解像度】■2304×1296■1920×1080■1280×720px  30/60FPS・MOV
※60FPS は 720p のみ

【写真解像度】4352×3264px
【メモリ】32GB 内蔵　【防水機能】なし

腕時計型カメラ (匠ブランド　ゾンビシリーズ )『Z-W016』

ZMB0461-0

メタルボディの心地よい質感。1080p録画、赤外線ライト機能付のキーレス型
◎フルHD動画撮影◎不可視赤外線ライト◎WEBカメラ
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知録画・WEBカメラ
【動画解像度】■1920×1080px/30FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px
【メモリ】microSDHCカード (別売 )最大32GB対応　【防水機能】なし

キーレス型ビデオカメラ (匠ブランド　ゾンビシリーズ )『Z-K008』

ZMB0472-0

スリムメタルボディの心地よい質感。1080p録画、赤外線ライト機能付のキーレス型
◎フルHD動画撮影◎不可視赤外線ライト
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知録画
【動画解像度】■1920×1080px/30FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px
【メモリ】microSDHCカード (別売 )最大32GB対応　【防水機能】なし

キーレス型ビデオカメラ (匠ブランド　ゾンビシリーズ )『Z-K009』

ZMB0473-0

センターカメラレンズ、操作性抜群の上面操作ボタン。ハーフリム＆シンプルデザイン
◎フルHD動画撮影◎センターカメラレンズ内蔵
【製品機能】
動画撮影 (音声付 )・静止画撮影
【動画解像度】■1920×1080px/30FPS・AVI
【写真解像度】■4032×3024px
【メモリ】microSDHCカード (別売 )※最大32GB対応　【防水機能】なし

メガネ型ビデオカメラ（匠ブランド　ゾンビシリーズ）『Z-G013』

ZMB0475-0
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完全スマホ対応！全方位360°が見渡せる電球型Wi-Fi カメラ
◎WiFi 対応で外出先からもスマホで確認、撮影、声かけもできる　◎動体検知で写真撮影、プッシュ通
知が届く！◎映像シェア可能　◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知撮影・カメラ共有・スピーカー・詳細設定機能
【動画解像度】最大1280×1024px　最大25FPS・mp4
【写真解像度】最大1280×1024px　【メモリ】microSDHC/XC( 別売 )※最大128GB対応　

Glanshield（グランシールド）Dive-y360（ダイビー360)

GS360-LED

完全スマホ対応！超広角180°が見渡せる電球型Wi-Fi カメラ
◎WiFi 対応で外出先からもスマホで確認、撮影、声かけもできる　◎動体検知で写真撮影、プッシュ通
知が届く！◎可視赤外線ライト搭載◎映像シェア可能　◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知撮影・カメラ共有・スピーカー・詳細設定機能
【動画解像度】最大1280×720px　最大25FPS・mp4
【写真解像度】最大1280×720px　【メモリ】microSDHC/XC( 別売 )※最大128GB対応　

Glanshield（グランシールド）Dive-y180（ダイビー180)

GS180-IR

Glanshield　1年間の長期製品保証付き。プロ用から、個人用ホームセキュリティカメラまで揃っています。

自動で点灯、自動で録画。人の動きを察知する LED センサーライト
◎モーションセンサーが動きを感知して作動　◎WEB カメラモードにすると監視カメラのようにパソコ
ンでの映像確認が可能　◎取付金具・ビス , コンクリート用プラグアンカー付

【製品機能】
モーションセンサー動画撮影 ( 音声付 )・WEB カメラ機能

【動画解像度】640×480px  30FPS・AVI
【メモリ】8GB 付属　【防水機能】なし　

録画機能付き LEDモーションセンサーライト　防犯カメラ（8GB付属）

ECL00480032-A0

匠ブランド以外の小型カメラ

SP-IRDTK

スマートデザインの赤外線ライト搭載ホームセキュリティカメラ。
◎WiFi 対応で外出先からもスマホで確認、撮影、声かけもできる　◎動体検知、音検知録画で欲しいシーン
だけ撮る　◎赤外線ライト搭載　◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体＆音検知録画・カメラ共有・スピーカー・詳細設定機能
【動画解像度】最大1280×720px　最大25FPS・AVI
【写真解像度】最大1280×720px　【メモリ】microSDHCカード (別売 )※最大32GB対応　
【防水機能】なし

WiFi ホームカメラ『Smart Pole IR』( スマートポールアイアール ) 
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全方位360°が見渡せるネットワークカメラ
◎PCとは有線接続、無線 LANを使えば外出先からもスマホで確認できる
◎赤外線ライト搭載　◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知撮影・詳細設定機能
【動画・写真解像度】最大1280×1024px　25FPS・h264( 拡張子 )
【メモリ】microSDHC/XC( 別売 )※最大128GB対応

Glanshield（グランシールド）360°全方位ネットワークカメラGS360-IP

GS360-IP

※本製品はネットワ
ークカメラの知識が
必要です。

完全スマホ対応！屋外対応防水Wi-Fi カメラ
◎IP66防水機能◎動体検知でプッシュ通知が届く！◎最大20M照射する赤外線ライト搭載
◎合計３人まで映像シェア可能◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知撮影・カメラ共有・詳細設定機能
【動画解像度】最大1280×720px　最大25FPS・mp4
【写真解像度】最大1280×720px　【メモリ】microSDHC/XC( 別売 )※最大128GB対応

Glanshield（グランシールド）スマ見え CAM 

GS-SMC010

完全スマホ対応！スマホ操作で首フリ！ホームWi-Fi カメラ
◎スマホ操作でレンズ部分が上下90°左右335°旋回！◎動体検知でプッシュ通知が届く！
◎合計３人まで映像シェア可能　◎赤外線ライト搭載◎上書き録画で常時記録動作　◎１年保証付

動画撮影 (音声付 )・静止画撮影・動体検知撮影・カメラ共有・詳細設定機能
【動画解像度】最大1280×720px　最大25FPS・mp4
【写真解像度】最大1280×720px　【メモリ】microSDHC/XC( 別売 )※最大128GB対応

Glanshield（グランシールド）スマ見え CAM Robo Wi-Fi ホームカメラ

GS-SMC021

水平視野角は最大90°小型カメラ基板ユニット用交換ワイドレンズ

【仕様・サイズ】
長さ：10cmフレキシブルケーブル・レンズ開口部：約6mm
最大水平視野角：動画 (約 90°)　静止画 (約 70°)
※視野角は実測による。※視野角は装着する製品により変動します。

小型カメラ基板ユニット（匠MANIAC）TMC-P200/P900用広角交換レンズ

NCM02580139-B0

※TMC-P200、
　TMC-P900専用

水平視野角は最大50°小型カメラ基板ユニット用交換レンズ
◎TMC-P700専用交換レンズ

【仕様・サイズ】
長さ：13.5cmフレキシブルケーブル・レンズ開口部：約2mm
最大水平視野角：動画 (約 53°)　静止画 (約 43°)
※視野角は実測による。※視野角は装着する製品により変動します。

小型カメラ基板ユニット（匠MANIAC）TMC-P700用　交換レンズ

NCM03890228-B0

※TMC-P700
　専用

周辺機器
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メガネ型ビデオカメラZ-G011専用バッテリー
◎テンプル部分の取り換え用バッテリー

【仕様・サイズ】
約130×20×15mm（幅×奥行×高さ）
バッテリー容量：260mAh

メガネ型ビデオカメラ『Z-G011』取り換えバッテリー

ZMB0434-B

※Z-G011
　専用

TL-BOX-DTK

トレイルカメラ　ラディアント 40 用　セキュリティボックス 
◎トレイルカメラ「Radiant40 用」を守る金属製保護ボックス
◎盗難を防ぐ錠を取付けることができます。

【素材】鉄

トレイルカメラ　ラディアント４０用　セキュリティボックス

TL-AC12V-WF

トレイルカメラ「ラディアント 40」用 DC12V AC アダプター
◎コード長さ 1.8ｍ
◎日本国内で安心して使える PSE 認証マーク付き。
◎AC240V 対応で海外でも使えます。

【定格入力】AC100-240V 　50/60Hz 
【定格出力】DC12V 1000mA
防水機能】なし

トレイルカメラ　ラディアント４０用　ＡＣアダプタ

NEA01790019-B0

大幅にコンパクトになった匠ブランドの小型カメラ純正品。
◎収納式プラグで持ち運びに便利。
◎日本国内で安心して使える PSE 認証マーク付き。　◎過電流・過電圧保護回路搭載。

【定格入力】AC100-240V 50/60Hz 10-20VA
【定格出力】DC5V 1000mA
防水機能】なし

USB AC アダプターミニ 5V 1000mA（匠ブランド）小型カメラ用 

※トレイルカメラ「Radiant40」には
　使用できません。

※製品外観は変わる場合があります。

水平視野角は最大50°小型カメラ基板ユニット用交換レンズ

【仕様・サイズ】
長さ：10cmフレキシブルケーブル・レンズ開口部：約2mm
最大水平視野角：動画 (約 50°)　静止画 (約 40°)
※視野角は実測による。※視野角は装着する製品により変動します。

小型カメラ基板ユニット（匠MANIAC）TMC-P200/P900用　交換レンズ

NCM02570139-B0

※本製品はネットワ
ークカメラの知識が
必要です。


