
多彩な映像配信モードで
360° 全方位監視

ネットワークカメラ／レコーダー等のインターネットへの接続時には第三者による映像の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確認ください。
① ユーザー認証＝ＯＮ　　② 独自のユーザー名／パスワードを設定　　③ 工場出荷時のユーザー名／パスワードを削除

インターネット経由でご使用になる場合のご注意

●お問い合わせは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。
PSS-JJ1D701

2017・06・005・G1

お問い合わせは 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。　
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

WV-SF438

カメラ１台で
360 °全方位監視。

アイプロシリーズ全方位ネットワークカメラは、360 °魚眼レンズと
高感度イメージセンサーを搭載した新しいコンセプトの監視カメラです。

PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格150,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

全方位ネットワークカメラ

屋外対応全方位ネットワークカメラ[　　　　 　 ]

WV-SW458 PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格200,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

[　　　　 　 ]

多彩な配信モード
魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360 °全方位を監視できます。
また、歪み補正機能により広角レンズ特有の歪みを軽減し自然な映像を配信します。

豊富な使い勝手
スマートフォン※1から動きのある
映像をモニタリングできます
無線LANやインターネット※2を利用して、
作業中や外出先でアイプロカメラの映像を
動画で見ることができます。

2モニターモード対応
2種類の補正画像を同時に配信できるので、例えば、録画用と
ライブ表示用で撮影モードを変える運用が可能です。

音声記録※にも対応
画像と同時に収音できるので、現場の様子をより詳細に把握する
ことができます。

スムーズなPTZ操作
モーターなどの駆動部がないため、パン・チルト・ズーム操作が
高速で行えます。

※2：インターネットを利用してモニタリングする場合、カメラ側には

注：撮像モードが3メガピクセル魚眼、4ストリームの場合はスマート
　フォンからの映像モニタリングはできません。

①FTTH、ADSL、CATVインターネットなどの常時接続
インターネット接続サービスの利用
②インターネット接続事業者より固定 IPアドレスの　　　
サービスを受けるか、「みえますねっと」などによる　　　
ダイナミックDNSサービスを利用いただくなど、　　　
カメラを特定するための仕組みが必要です。

同時配信可能な撮影モードの組み合わせ
①パノラマ+ 4画PTZ　　　  ②パノラマ+ 1画PTZ　
③ダブルパノラマ+ 4画PTZ　④ダブルパノラマ+ 1画PTZ

※WV-SF438は内蔵マイク、音声入力端子搭載。WV-SW458は音声入力端子搭載。

※1：H.264で記録の場合
※2：SDカード録画とSDカード
　　 バックアップのいずれかを選択
注）SDカードに保存した動画/画像の補正再生はできません。※IP66：粉塵などに対して「耐塵（6）」、水に対して「暴噴流への保護（6）」がなされていることを

示します。

※VIQS：Variable Image Quality on Speci�ed area
　H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比40 %以下の指定。
　撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。

※3メガピクセル配信は JPEGのみの対応です。

高画質
スーパーダイナミック方式
照度差の激しい環境下でも被写体の
明るさを画素単位で補正し、
自然な画像で
撮影できます。

2エリアVIQS※（指定エリア画質可変）機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを最大2ヶ所まで
高解像度で配信できる2エリアVIQS※機能を搭載。
指定外の領域は低解像度画質となり、全体の配信データ量を
抑制しながら注視したい箇所を見やすくします。

3メガピクセル※、フルHD対応（1920×1080 30枚/秒）
有効画素数約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と、魚眼
レンズの搭載により、高解像度・高画質な全方位の撮影を可能と
しました。

3メガピクセル
MOSセンサー 写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

高解像度エリア

低解像度エリア

録　画

ライブモニタリング

4画PTZ

360 °全方位映像（魚眼モード） 4画面映像（4画PTZモード）

4ストリーム配信（4ストリームモード） 180 °パノラマ映像（パノラマモード） ダブルパノラマ映像（ダブルパノラマモード）

1画面映像（1画PTZモード）
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※4ストリーム配信でのPTZ操作はできません。

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを配慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。
　また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

柔軟な設置性
薄型、コンパクト設計で用途に応じた
柔軟な設置が可能
コンパクトでスタイリッシュな
デザインにより、受付の
天井やエレベーターなど
人目につく場所に設置しても、
威圧感を与えません。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

屋外設置タイプもラインナップ
（WV-SW458）
屋外設置タイプのWV-SW458は
優れた耐衝撃性（50J/IK10）と耐塵・防水性能
IP66※に準拠、屋外設置を可能とします。

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を保存できます。
また、当社WJ-ND400Kで
録画をしている場合には、
ネットワーク障害が発生
するとSDメモリーカードに
バックアップをすることが
できます。※2

SDカードにMP4※1、
JPEG形式で蓄積

WV-SF438
（屋内タイプ）

WV-SW458
（屋外タイプ）

44 mm

150 mm

88 mm

191.5 mm

ダブルパノラマ

■関連商品・システムラインナップ
関連商品 映像監視ソフトウェア

ネットワークディスクレコーダー　ラインアップ

ACアダプター

WV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）
●DC12 Vを使用する場合

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

● WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。
　また、増設ユニットは使用できません。

WV-ASM300
オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104（4ポートモデル）

アップグレードソフトウェア

WV-ASM300UGW
オープン価格
●既設のWV-ASM200に追加登録することで、
　WV-ASM300へアップグレード可能。
　※同一のPCに限ります。
　※PCの使用環境をご確認ください。

モニター 1台で最大4台の全方位カメラの魚眼映像を同時に補正表示が可能

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大24台のカメラ映像を記録・再生可能。

PCにインストールして、カメラ・レコーダーを一括管理
●カメラ最大256台、レコーダー最大100台、エンコーダー最大64台を登録可能。
　（接続台数は使用環境やネットワーク環境、PCのスペックなどの影響を受けます。）
●カメラやレコーダーの操作がPCから可能。また、画面上にはカメラやレコーダーの状態を
　アイコンで一覧表示。
●最大16画をモニターに表示。グループごとのシーケンス表示も可能。
●システムコントローラー：WV-CU950（別売）によるパン・チルト操作なども可能。

さらに機能拡張ソフトウェア追加で
●WV-ASE202W追加→操作モニター：4画面、ライブモニター 64画面の合計68画面表示が
　可能。または最大4つのモニターに16分割画面をそれぞれ表示することが可能。
●WV-ASE203W追加→カメラ：256台、レコーダー：100台、エンコーダー：64台単位で
　増設可能。1台のWV-ASM300に最大４つまで登録可能。

品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格
WJ-NV250/05 500 GB×1 4台 / 24台 280,000円（税抜）
WJ-NV250/2 2 TB（1 TB×2） 4台 / 24台 450,000円（税抜）
WJ-NV250/4 4 TB（2 TB×2） 4台 / 24台 550,000円（税抜）
WJ-NV250V1 1 TB×1 4台 / 24台 400,000円（税抜）
WJ-NV250V2 2 TB×1 4台 / 24台 500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。 100,000円（税抜）

WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、標準 4台→ 24台へ拡張可能 400,000円（税抜）

WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）
顔照合・統計処理 1ch拡張ライセンス 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。カメラ接続台数最大32台。増設ユニット：WJ-HDE400使用でRAID5、6にも対応。
品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格

WJ-NV300/4 4 TB（2 TB×2） 9台 / 32台 750,000円（税抜）
WJ-NV300/6 6 TB（3 TB×2） 9台 / 32台 850,000円（税抜）
WJ-NV300/8 8 TB（4 TB×2） 9台 / 32台 950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※ ― 9台 / 32台 450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、16台、 24台、32台と、カメラを追加することができます。 200,000円（税抜）

WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX400K

HDMIモニター出力でカメラ64台を簡単操作・簡単設定。
カメラ拡張キット（別売）で最大128台までカメラ拡張可能※。

※RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400)が必要です。

増設ユニット

WJ-HDE400 ハードディスクユニット
（別売）

［ AFTタイプ ］
WJ-HDU41M （1 TB）
WJ-HDU41N （2 TB）
WJ-HDU41Q （3 TB）
WJ-HDU41S （4 TB）　　
各オープン価格

オープン価格
＜専用ラックマウント金具、マウス付属＞＜HDMIケーブル別売＞

カメラ拡張キット（32台拡張用）WJ-NXE40JW　オープン価格
カメラ拡張キット（64台拡張用）WJ-NXE41JW　オープン価格
※カメラ拡張キットをご使用の場合、HDMI端子に映像は出力できません。

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
プライバシー・
肖像権について

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
　別売ハードディスクユニットが必要です。

アイプロスマートHDシリーズ

全方位映像監視システムのご提案

WJ-HXE400

WJ-PU108（8ポートモデル）

WJ-PU116（16ポートモデル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
＜WJ-NX400K対応＞

オープン価格
＜WJ-NV300シリーズ、WJ-ND400K対応＞

※1：対応のスマートフォン、タブレット端末の確認は、　　　　　　
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html を
ご覧ください。このサイトで各カメラの最新バージョンのソフト
ウェアもダウンロードできます。音声機能は使用できません。
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※VIQS：Variable Image Quality on Speci�ed area
　H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比40 %以下の指定。
　撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。

※3メガピクセル配信は JPEGのみの対応です。

高画質
スーパーダイナミック方式
照度差の激しい環境下でも被写体の
明るさを画素単位で補正し、
自然な画像で
撮影できます。

2エリアVIQS※（指定エリア画質可変）機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを最大2ヶ所まで
高解像度で配信できる2エリアVIQS※機能を搭載。
指定外の領域は低解像度画質となり、全体の配信データ量を
抑制しながら注視したい箇所を見やすくします。

3メガピクセル※、フルHD対応（1920×1080 30枚/秒）
有効画素数約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と、魚眼
レンズの搭載により、高解像度・高画質な全方位の撮影を可能と
しました。

3メガピクセル
MOSセンサー 写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

高解像度エリア

低解像度エリア

録　画

ライブモニタリング

4画PTZ

360 °全方位映像（魚眼モード） 4画面映像（4画PTZモード）

4ストリーム配信（4ストリームモード） 180 °パノラマ映像（パノラマモード） ダブルパノラマ映像（ダブルパノラマモード）

1画面映像（1画PTZモード）
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※4ストリーム配信でのPTZ操作はできません。

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを配慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。
　また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

柔軟な設置性
薄型、コンパクト設計で用途に応じた
柔軟な設置が可能
コンパクトでスタイリッシュな
デザインにより、受付の
天井やエレベーターなど
人目につく場所に設置しても、
威圧感を与えません。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

屋外設置タイプもラインナップ
（WV-SW458）
屋外設置タイプのWV-SW458は
優れた耐衝撃性（50J/IK10）と耐塵・防水性能
IP66※に準拠、屋外設置を可能とします。

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を保存できます。
また、当社WJ-ND400Kで
録画をしている場合には、
ネットワーク障害が発生
するとSDメモリーカードに
バックアップをすることが
できます。※2

SDカードにMP4※1、
JPEG形式で蓄積

WV-SF438
（屋内タイプ）

WV-SW458
（屋外タイプ）

44 mm

150 mm

88 mm

191.5 mm

ダブルパノラマ

■関連商品・システムラインナップ
関連商品 映像監視ソフトウェア

ネットワークディスクレコーダー　ラインアップ

ACアダプター

WV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）
●DC12 Vを使用する場合

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

● WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。
　また、増設ユニットは使用できません。

WV-ASM300
オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104（4ポートモデル）

アップグレードソフトウェア

WV-ASM300UGW
オープン価格
●既設のWV-ASM200に追加登録することで、
　WV-ASM300へアップグレード可能。
　※同一のPCに限ります。
　※PCの使用環境をご確認ください。

モニター 1台で最大4台の全方位カメラの魚眼映像を同時に補正表示が可能

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大24台のカメラ映像を記録・再生可能。

PCにインストールして、カメラ・レコーダーを一括管理
●カメラ最大256台、レコーダー最大100台、エンコーダー最大64台を登録可能。
　（接続台数は使用環境やネットワーク環境、PCのスペックなどの影響を受けます。）
●カメラやレコーダーの操作がPCから可能。また、画面上にはカメラやレコーダーの状態を
　アイコンで一覧表示。
●最大16画をモニターに表示。グループごとのシーケンス表示も可能。
●システムコントローラー：WV-CU950（別売）によるパン・チルト操作なども可能。

さらに機能拡張ソフトウェア追加で
●WV-ASE202W追加→操作モニター：4画面、ライブモニター 64画面の合計68画面表示が
　可能。または最大4つのモニターに16分割画面をそれぞれ表示することが可能。
●WV-ASE203W追加→カメラ：256台、レコーダー：100台、エンコーダー：64台単位で
　増設可能。1台のWV-ASM300に最大４つまで登録可能。

品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格
WJ-NV250/05 500 GB×1 4台 / 24台 280,000円（税抜）
WJ-NV250/2 2 TB（1 TB×2） 4台 / 24台 450,000円（税抜）
WJ-NV250/4 4 TB（2 TB×2） 4台 / 24台 550,000円（税抜）
WJ-NV250V1 1 TB×1 4台 / 24台 400,000円（税抜）
WJ-NV250V2 2 TB×1 4台 / 24台 500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。 100,000円（税抜）

WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、標準 4台→ 24台へ拡張可能 400,000円（税抜）

WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）
顔照合・統計処理 1ch拡張ライセンス 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。カメラ接続台数最大32台。増設ユニット：WJ-HDE400使用でRAID5、6にも対応。
品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格

WJ-NV300/4 4 TB（2 TB×2） 9台 / 32台 750,000円（税抜）
WJ-NV300/6 6 TB（3 TB×2） 9台 / 32台 850,000円（税抜）
WJ-NV300/8 8 TB（4 TB×2） 9台 / 32台 950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※ ― 9台 / 32台 450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、16台、 24台、32台と、カメラを追加することができます。 200,000円（税抜）

WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX400K

HDMIモニター出力でカメラ64台を簡単操作・簡単設定。
カメラ拡張キット（別売）で最大128台までカメラ拡張可能※。

※RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400)が必要です。

増設ユニット

WJ-HDE400 ハードディスクユニット
（別売）

［ AFTタイプ ］
WJ-HDU41M （1 TB）
WJ-HDU41N （2 TB）
WJ-HDU41Q （3 TB）
WJ-HDU41S （4 TB）　　
各オープン価格

オープン価格
＜専用ラックマウント金具、マウス付属＞＜HDMIケーブル別売＞

カメラ拡張キット（32台拡張用）WJ-NXE40JW　オープン価格
カメラ拡張キット（64台拡張用）WJ-NXE41JW　オープン価格
※カメラ拡張キットをご使用の場合、HDMI端子に映像は出力できません。

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
プライバシー・
肖像権について

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
　別売ハードディスクユニットが必要です。

アイプロスマートHDシリーズ

全方位映像監視システムのご提案

WJ-HXE400

WJ-PU108（8ポートモデル）

WJ-PU116（16ポートモデル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
＜WJ-NX400K対応＞

オープン価格
＜WJ-NV300シリーズ、WJ-ND400K対応＞

※1：対応のスマートフォン、タブレット端末の確認は、　　　　　　
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html を
ご覧ください。このサイトで各カメラの最新バージョンのソフト
ウェアもダウンロードできます。音声機能は使用できません。



多彩な映像配信モードで
360° 全方位監視

ネットワークカメラ／レコーダー等のインターネットへの接続時には第三者による映像の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確認ください。
① ユーザー認証＝ＯＮ　　② 独自のユーザー名／パスワードを設定　　③ 工場出荷時のユーザー名／パスワードを削除

インターネット経由でご使用になる場合のご注意

●お問い合わせは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。
PSS-JJ1D701

2017・06・005・G1

お問い合わせは 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。　
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

WV-SF438

カメラ１台で
360 °全方位監視。

アイプロシリーズ全方位ネットワークカメラは、360 °魚眼レンズと
高感度イメージセンサーを搭載した新しいコンセプトの監視カメラです。

PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格150,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

全方位ネットワークカメラ

屋外対応全方位ネットワークカメラ[　　　　 　 ]

WV-SW458 PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格200,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

[　　　　 　 ]

多彩な配信モード
魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360 °全方位を監視できます。
また、歪み補正機能により広角レンズ特有の歪みを軽減し自然な映像を配信します。

豊富な使い勝手
スマートフォン※1から動きのある
映像をモニタリングできます
無線LANやインターネット※2を利用して、
作業中や外出先でアイプロカメラの映像を
動画で見ることができます。

2モニターモード対応
2種類の補正画像を同時に配信できるので、例えば、録画用と
ライブ表示用で撮影モードを変える運用が可能です。

音声記録※にも対応
画像と同時に収音できるので、現場の様子をより詳細に把握する
ことができます。

スムーズなPTZ操作
モーターなどの駆動部がないため、パン・チルト・ズーム操作が
高速で行えます。

※2：インターネットを利用してモニタリングする場合、カメラ側には

注：撮像モードが3メガピクセル魚眼、4ストリームの場合はスマート
　フォンからの映像モニタリングはできません。

①FTTH、ADSL、CATVインターネットなどの常時接続
インターネット接続サービスの利用
②インターネット接続事業者より固定 IPアドレスの　　　
サービスを受けるか、「みえますねっと」などによる　　　
ダイナミックDNSサービスを利用いただくなど、　　　
カメラを特定するための仕組みが必要です。

同時配信可能な撮影モードの組み合わせ
①パノラマ+ 4画PTZ　　　  ②パノラマ+ 1画PTZ　
③ダブルパノラマ+ 4画PTZ　④ダブルパノラマ+ 1画PTZ

※WV-SF438は内蔵マイク、音声入力端子搭載。WV-SW458は音声入力端子搭載。

※1：H.264で記録の場合
※2：SDカード録画とSDカード
　　 バックアップのいずれかを選択
注）SDカードに保存した動画/画像の補正再生はできません。※IP66：粉塵などに対して「耐塵（6）」、水に対して「暴噴流への保護（6）」がなされていることを

示します。

※VIQS：Variable Image Quality on Speci�ed area
　H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比40 %以下の指定。
　撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。

※3メガピクセル配信は JPEGのみの対応です。

高画質
スーパーダイナミック方式
照度差の激しい環境下でも被写体の
明るさを画素単位で補正し、
自然な画像で
撮影できます。

2エリアVIQS※（指定エリア画質可変）機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを最大2ヶ所まで
高解像度で配信できる2エリアVIQS※機能を搭載。
指定外の領域は低解像度画質となり、全体の配信データ量を
抑制しながら注視したい箇所を見やすくします。

3メガピクセル※、フルHD対応（1920×1080 30枚/秒）
有効画素数約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と、魚眼
レンズの搭載により、高解像度・高画質な全方位の撮影を可能と
しました。

3メガピクセル
MOSセンサー 写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

高解像度エリア

低解像度エリア

録　画

ライブモニタリング

4画PTZ

360 °全方位映像（魚眼モード） 4画面映像（4画PTZモード）

4ストリーム配信（4ストリームモード） 180 °パノラマ映像（パノラマモード） ダブルパノラマ映像（ダブルパノラマモード）

1画面映像（1画PTZモード）
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※4ストリーム配信でのPTZ操作はできません。

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを配慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。
　また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

柔軟な設置性
薄型、コンパクト設計で用途に応じた
柔軟な設置が可能
コンパクトでスタイリッシュな
デザインにより、受付の
天井やエレベーターなど
人目につく場所に設置しても、
威圧感を与えません。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

屋外設置タイプもラインナップ
（WV-SW458）
屋外設置タイプのWV-SW458は
優れた耐衝撃性（50J/IK10）と耐塵・防水性能
IP66※に準拠、屋外設置を可能とします。

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を保存できます。
また、当社WJ-ND400Kで
録画をしている場合には、
ネットワーク障害が発生
するとSDメモリーカードに
バックアップをすることが
できます。※2

SDカードにMP4※1、
JPEG形式で蓄積

WV-SF438
（屋内タイプ）

WV-SW458
（屋外タイプ）

44 mm

150 mm

88 mm

191.5 mm

ダブルパノラマ

■関連商品・システムラインナップ
関連商品 映像監視ソフトウェア

ネットワークディスクレコーダー　ラインアップ

ACアダプター

WV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）
●DC12 Vを使用する場合

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

● WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。
　また、増設ユニットは使用できません。

WV-ASM300
オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104（4ポートモデル）

アップグレードソフトウェア

WV-ASM300UGW
オープン価格
●既設のWV-ASM200に追加登録することで、
　WV-ASM300へアップグレード可能。
　※同一のPCに限ります。
　※PCの使用環境をご確認ください。

モニター 1台で最大4台の全方位カメラの魚眼映像を同時に補正表示が可能

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大24台のカメラ映像を記録・再生可能。

PCにインストールして、カメラ・レコーダーを一括管理
●カメラ最大256台、レコーダー最大100台、エンコーダー最大64台を登録可能。
　（接続台数は使用環境やネットワーク環境、PCのスペックなどの影響を受けます。）
●カメラやレコーダーの操作がPCから可能。また、画面上にはカメラやレコーダーの状態を
　アイコンで一覧表示。
●最大16画をモニターに表示。グループごとのシーケンス表示も可能。
●システムコントローラー：WV-CU950（別売）によるパン・チルト操作なども可能。

さらに機能拡張ソフトウェア追加で
●WV-ASE202W追加→操作モニター：4画面、ライブモニター 64画面の合計68画面表示が
　可能。または最大4つのモニターに16分割画面をそれぞれ表示することが可能。
●WV-ASE203W追加→カメラ：256台、レコーダー：100台、エンコーダー：64台単位で
　増設可能。1台のWV-ASM300に最大４つまで登録可能。

品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格
WJ-NV250/05 500 GB×1 4台 / 24台 280,000円（税抜）
WJ-NV250/2 2 TB（1 TB×2） 4台 / 24台 450,000円（税抜）
WJ-NV250/4 4 TB（2 TB×2） 4台 / 24台 550,000円（税抜）
WJ-NV250V1 1 TB×1 4台 / 24台 400,000円（税抜）
WJ-NV250V2 2 TB×1 4台 / 24台 500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。 100,000円（税抜）

WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、標準 4台→ 24台へ拡張可能 400,000円（税抜）

WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）
顔照合・統計処理 1ch拡張ライセンス 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。カメラ接続台数最大32台。増設ユニット：WJ-HDE400使用でRAID5、6にも対応。
品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格

WJ-NV300/4 4 TB（2 TB×2） 9台 / 32台 750,000円（税抜）
WJ-NV300/6 6 TB（3 TB×2） 9台 / 32台 850,000円（税抜）
WJ-NV300/8 8 TB（4 TB×2） 9台 / 32台 950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※ ― 9台 / 32台 450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、16台、 24台、32台と、カメラを追加することができます。 200,000円（税抜）

WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX400K

HDMIモニター出力でカメラ64台を簡単操作・簡単設定。
カメラ拡張キット（別売）で最大128台までカメラ拡張可能※。

※RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400)が必要です。

増設ユニット

WJ-HDE400 ハードディスクユニット
（別売）

［ AFTタイプ ］
WJ-HDU41M （1 TB）
WJ-HDU41N （2 TB）
WJ-HDU41Q （3 TB）
WJ-HDU41S （4 TB）　　
各オープン価格

オープン価格
＜専用ラックマウント金具、マウス付属＞＜HDMIケーブル別売＞

カメラ拡張キット（32台拡張用）WJ-NXE40JW　オープン価格
カメラ拡張キット（64台拡張用）WJ-NXE41JW　オープン価格
※カメラ拡張キットをご使用の場合、HDMI端子に映像は出力できません。

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
プライバシー・
肖像権について

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
　別売ハードディスクユニットが必要です。

アイプロスマートHDシリーズ

全方位映像監視システムのご提案

WJ-HXE400

WJ-PU108（8ポートモデル）

WJ-PU116（16ポートモデル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
＜WJ-NX400K対応＞

オープン価格
＜WJ-NV300シリーズ、WJ-ND400K対応＞

※1：対応のスマートフォン、タブレット端末の確認は、　　　　　　
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html を
ご覧ください。このサイトで各カメラの最新バージョンのソフト
ウェアもダウンロードできます。音声機能は使用できません。

多彩な映像配信モードで
360° 全方位監視

ネットワークカメラ／レコーダー等のインターネットへの接続時には第三者による映像の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確認ください。
① ユーザー認証＝ＯＮ　　② 独自のユーザー名／パスワードを設定　　③ 工場出荷時のユーザー名／パスワードを削除

インターネット経由でご使用になる場合のご注意

●お問い合わせは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。
PSS-JJ1D701

2017・06・005・G1

お問い合わせは 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。　
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

WV-SF438

カメラ１台で
360 °全方位監視。

アイプロシリーズ全方位ネットワークカメラは、360 °魚眼レンズと
高感度イメージセンサーを搭載した新しいコンセプトの監視カメラです。

PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格150,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

全方位ネットワークカメラ

屋外対応全方位ネットワークカメラ[　　　　 　 ]

WV-SW458 PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格200,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

[　　　　 　 ]

多彩な配信モード
魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360 °全方位を監視できます。
また、歪み補正機能により広角レンズ特有の歪みを軽減し自然な映像を配信します。

豊富な使い勝手
スマートフォン※1から動きのある
映像をモニタリングできます
無線LANやインターネット※2を利用して、
作業中や外出先でアイプロカメラの映像を
動画で見ることができます。

2モニターモード対応
2種類の補正画像を同時に配信できるので、例えば、録画用と
ライブ表示用で撮影モードを変える運用が可能です。

音声記録※にも対応
画像と同時に収音できるので、現場の様子をより詳細に把握する
ことができます。

スムーズなPTZ操作
モーターなどの駆動部がないため、パン・チルト・ズーム操作が
高速で行えます。

※2：インターネットを利用してモニタリングする場合、カメラ側には

注：撮像モードが3メガピクセル魚眼、4ストリームの場合はスマート
　フォンからの映像モニタリングはできません。

①FTTH、ADSL、CATVインターネットなどの常時接続
インターネット接続サービスの利用
②インターネット接続事業者より固定 IPアドレスの　　　
サービスを受けるか、「みえますねっと」などによる　　　
ダイナミックDNSサービスを利用いただくなど、　　　
カメラを特定するための仕組みが必要です。

同時配信可能な撮影モードの組み合わせ
①パノラマ+ 4画PTZ　　　  ②パノラマ+ 1画PTZ　
③ダブルパノラマ+ 4画PTZ　④ダブルパノラマ+ 1画PTZ

※WV-SF438は内蔵マイク、音声入力端子搭載。WV-SW458は音声入力端子搭載。

※1：H.264で記録の場合
※2：SDカード録画とSDカード
　　 バックアップのいずれかを選択
注）SDカードに保存した動画/画像の補正再生はできません。※IP66：粉塵などに対して「耐塵（6）」、水に対して「暴噴流への保護（6）」がなされていることを

示します。

※VIQS：Variable Image Quality on Speci�ed area
　H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比40 %以下の指定。
　撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。

※3メガピクセル配信は JPEGのみの対応です。

高画質
スーパーダイナミック方式
照度差の激しい環境下でも被写体の
明るさを画素単位で補正し、
自然な画像で
撮影できます。

2エリアVIQS※（指定エリア画質可変）機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを最大2ヶ所まで
高解像度で配信できる2エリアVIQS※機能を搭載。
指定外の領域は低解像度画質となり、全体の配信データ量を
抑制しながら注視したい箇所を見やすくします。

3メガピクセル※、フルHD対応（1920×1080 30枚/秒）
有効画素数約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と、魚眼
レンズの搭載により、高解像度・高画質な全方位の撮影を可能と
しました。

3メガピクセル
MOSセンサー 写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

高解像度エリア

低解像度エリア

録　画

ライブモニタリング

4画PTZ

360 °全方位映像（魚眼モード） 4画面映像（4画PTZモード）

4ストリーム配信（4ストリームモード） 180 °パノラマ映像（パノラマモード） ダブルパノラマ映像（ダブルパノラマモード）

1画面映像（1画PTZモード）

3

1

1
2

3

4

1 2

3 4

4
2

※4ストリーム配信でのPTZ操作はできません。

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを配慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。
　また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

柔軟な設置性
薄型、コンパクト設計で用途に応じた
柔軟な設置が可能
コンパクトでスタイリッシュな
デザインにより、受付の
天井やエレベーターなど
人目につく場所に設置しても、
威圧感を与えません。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

屋外設置タイプもラインナップ
（WV-SW458）
屋外設置タイプのWV-SW458は
優れた耐衝撃性（50J/IK10）と耐塵・防水性能
IP66※に準拠、屋外設置を可能とします。

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を保存できます。
また、当社WJ-ND400Kで
録画をしている場合には、
ネットワーク障害が発生
するとSDメモリーカードに
バックアップをすることが
できます。※2

SDカードにMP4※1、
JPEG形式で蓄積

WV-SF438
（屋内タイプ）

WV-SW458
（屋外タイプ）

44 mm

150 mm

88 mm

191.5 mm

ダブルパノラマ

■関連商品・システムラインナップ
関連商品 映像監視ソフトウェア

ネットワークディスクレコーダー　ラインアップ

ACアダプター

WV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）
●DC12 Vを使用する場合

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

● WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。
　また、増設ユニットは使用できません。

WV-ASM300
オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104（4ポートモデル）

アップグレードソフトウェア

WV-ASM300UGW
オープン価格
●既設のWV-ASM200に追加登録することで、
　WV-ASM300へアップグレード可能。
　※同一のPCに限ります。
　※PCの使用環境をご確認ください。

モニター 1台で最大4台の全方位カメラの魚眼映像を同時に補正表示が可能

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大24台のカメラ映像を記録・再生可能。

PCにインストールして、カメラ・レコーダーを一括管理
●カメラ最大256台、レコーダー最大100台、エンコーダー最大64台を登録可能。
　（接続台数は使用環境やネットワーク環境、PCのスペックなどの影響を受けます。）
●カメラやレコーダーの操作がPCから可能。また、画面上にはカメラやレコーダーの状態を
　アイコンで一覧表示。
●最大16画をモニターに表示。グループごとのシーケンス表示も可能。
●システムコントローラー：WV-CU950（別売）によるパン・チルト操作なども可能。

さらに機能拡張ソフトウェア追加で
●WV-ASE202W追加→操作モニター：4画面、ライブモニター 64画面の合計68画面表示が
　可能。または最大4つのモニターに16分割画面をそれぞれ表示することが可能。
●WV-ASE203W追加→カメラ：256台、レコーダー：100台、エンコーダー：64台単位で
　増設可能。1台のWV-ASM300に最大４つまで登録可能。

品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格
WJ-NV250/05 500 GB×1 4台 / 24台 280,000円（税抜）
WJ-NV250/2 2 TB（1 TB×2） 4台 / 24台 450,000円（税抜）
WJ-NV250/4 4 TB（2 TB×2） 4台 / 24台 550,000円（税抜）
WJ-NV250V1 1 TB×1 4台 / 24台 400,000円（税抜）
WJ-NV250V2 2 TB×1 4台 / 24台 500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。 100,000円（税抜）

WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、標準 4台→ 24台へ拡張可能 400,000円（税抜）

WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）
顔照合・統計処理 1ch拡張ライセンス 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。カメラ接続台数最大32台。増設ユニット：WJ-HDE400使用でRAID5、6にも対応。
品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格

WJ-NV300/4 4 TB（2 TB×2） 9台 / 32台 750,000円（税抜）
WJ-NV300/6 6 TB（3 TB×2） 9台 / 32台 850,000円（税抜）
WJ-NV300/8 8 TB（4 TB×2） 9台 / 32台 950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※ ― 9台 / 32台 450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、16台、 24台、32台と、カメラを追加することができます。 200,000円（税抜）

WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX400K

HDMIモニター出力でカメラ64台を簡単操作・簡単設定。
カメラ拡張キット（別売）で最大128台までカメラ拡張可能※。

※RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400)が必要です。

増設ユニット

WJ-HDE400 ハードディスクユニット
（別売）

［ AFTタイプ ］
WJ-HDU41M （1 TB）
WJ-HDU41N （2 TB）
WJ-HDU41Q （3 TB）
WJ-HDU41S （4 TB）　　
各オープン価格

オープン価格
＜専用ラックマウント金具、マウス付属＞＜HDMIケーブル別売＞

カメラ拡張キット（32台拡張用）WJ-NXE40JW　オープン価格
カメラ拡張キット（64台拡張用）WJ-NXE41JW　オープン価格
※カメラ拡張キットをご使用の場合、HDMI端子に映像は出力できません。

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
プライバシー・
肖像権について

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
　別売ハードディスクユニットが必要です。

アイプロスマートHDシリーズ

全方位映像監視システムのご提案

WJ-HXE400

WJ-PU108（8ポートモデル）

WJ-PU116（16ポートモデル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
＜WJ-NX400K対応＞

オープン価格
＜WJ-NV300シリーズ、WJ-ND400K対応＞

※1：対応のスマートフォン、タブレット端末の確認は、　　　　　　
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html を
ご覧ください。このサイトで各カメラの最新バージョンのソフト
ウェアもダウンロードできます。音声機能は使用できません。



◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 4 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー（4 TB）WJ-NV250/4 550,000円 1 550,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE20JW 100,000円 1 100,000円
PoEカメラ電源ユニット（8ポート） WJ-PU108 オープン価格 1 －

◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 2 300,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 2 400,000円
ネットワークディスクレコーダー（6 TB）WJ-NV300/6 850,000円 1 850,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE30JW 200,000円 1 200,000円
PoEカメラ電源ユニット（16ポート） WJ-PU116 オープン価格 1 －

（注）パナソニック ESネットワークス株式会社製
◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、制御用 PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、
カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K オープン価格 1 －
WJ-NX400K用ハードディスクユニット（1 TB）WJ-HDU41M オープン価格 5 －
PoE対応スイッチングハブ PN232499（注） 198,000円 1 198,000円
映像監視ソフトウェア WV-ASM300 オープン価格 1 －

魚眼映像を4画PTZ、1画PTZ映像に補正再生・表示ができます。
切り出して
補正

切り出して
補正

録　画

360 °の広角な視野で死角を低減し、効率的な監視を実現する新しいネットワークカメラです。 ■システム構成例
運輸物流業の例

小売業の例

金融機関の例

設置場所、運用目的にあわせ撮影モードを選択することができます。 アイプロレコーダーで

魚眼モード

駐車場全体を見渡せるため、
利用状況が一目でわかります。
また、トラブルが発生しても一部始終を
とらえられます。

お客様が行き交う広場などでも、動線を
把握でき、安全対策からマーケティング
まで幅広く活用が可能です。

映像を補正することで見やすい画像で
監視ができます。
それぞれPTZ操作が可能なため
広範囲の撮影が可能です。

入口やレジ、商品棚などを1台のカメラ
で同時に撮影が可能で、効率的な
運用を実現します。

奥行のせまい受付コーナーの様な場所
でもすみずみまで撮影でき、お客様と　
スタッフ両方の様子が確認できます。

細長い鉄道車両も中央部の天井に設置
することで前から後まで全体を俯瞰する
ことが可能です。

前方に受付カウンター、後方にATM
コーナーがある場合でも1台でお客様の
動線を確認できます。

死角になりがちな通路部分でも、商品棚
を一望でき、購買行動の一部始終も
確認が可能です。

360 °全方位表示が可能です。
天井設置で部屋の四隅を含め全体を撮影できます。

●駐車場
こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。

●ショッピングモール

4画PTZモード
魚眼映像から任意の4方向を歪補正し、分割表示が可能です。
さらに、パン／チルト／ズーム操作が行えます。

●ショッピングモール ●コンビニエンスストア

パノラマモード
魚眼映像の中央部分を補正し、水平180 °のパノラマ撮影が
可能です。

●受付コーナー ●鉄道車両内

ダブルパノラマモード
魚眼映像の外周を１８０ °ずつ補正し上下に表示します。

アイプロシリーズのネットワークディスクレコーダーを使用すれば、
カメラに設定した各撮影モードの映像でそのまま録画・再生できます。
もちろん、他のアイプロシリーズネットワークカメラとの混在も可能です。

※本システム構成では、配管・配線等の工事部材は含まれません。　※本システム構成では、配管・配線・電源・機器取付/調整・結線・ラック据付・ボックス取付・ラックチャンネルベース・
機器収納架現場組配・耐震施工・建築補強・天井開口等の工事費は含まれません。　※本システム構成では、事前検証費・事前設定費は含まれません。また、これらのシステム構成、
モニタリング条件、録画条件に変更がある場合、構成機器の変更が必要です。

見積作成上の
注意事項について

●金融機関 ●コンビニエンスストア

■小規模店舗のフロア全体を俯瞰 ■金融機関の重要箇所にフォーカス ■壁面に設置して横方向に広いエレベーターホールを監視 ■駐車場の通路を隔てた両サイドを監視

アイプロスマートHD特設サイトにて実際の動画をご覧いただけます。
https://sol.panasonic.biz/press/ipro/ipro6.html アイプロ紹介映像 検索

金融機関

ショッピングモール

ショップ オフィス ホテル 大学 病院

屋外駐輪場店舗屋外

製造業金融機関

ショッピングモール

製造業

物流

ショップ オフィス

店舗屋外物流

屋外駐車場

約1カ月間録画 カメラ8台 SXVGA 5コマ/秒録画

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 2台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 2台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU116

PoE給電スイッチ
Switch-M24PWR
PN232499

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX400K

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.265で使用）

PC

1

1

2

2

3

3

4

4

天井設置・
魚眼モード
作業員の動線を記録

壁面設置・
パノラマモード
荷捌き場を安全確認

天井設置・
パノラマモード
出荷作業状況を
確認

天井設置・魚眼モード
一時保管スペースの
出入りを記録

壁面設置・パノラマモード
駐車場の安全確認

天井設置・
魚眼モード
行員の動線、
書類のやり取りを
記録

天井設置・魚眼モード
ATMコーナーの一括監視

壁面設置・
パノラマモード
入口、
駐車スペースの
監視

天井設置・
魚眼モード
待合スペースの
混雑状況確認

壁面設置・パノラマモード
出入口を監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認お客様の動線や

レジでの購入の様子など
入店から、退店までの
一部始終を撮影できます。

接客応対の様子や
書類のやり取りを記録して
業務効率の向上やトラブル
防止にお役立ちします。

正面のエレベーターと
横方向のエスカレーターや
通路までを一望できます。

駐車場の両サイドを
一つの画面で監視でき
利用状況の確認や車上荒らしの
記録を効率的に行えます。

レジカウンター

店舗入口
事務所スペース

接客カウンター

エスカレーター

エレベーター

通用口

待合席

切り出して
補正

ATMコーナー

WV-SW458：欧州鉄道規格（EN50155）に準拠

カメラ撮影モード 録画・再生映像

魚眼 魚眼

4画 PTZ 4画

1画 PTZ 1画

パノラマ パノラマ

ダブル
パノラマ

ダブル
パノラマ

ためるためる

アイプロレコーダー WJ-NV250、WJ-NV300シリーズ、
WJ-NX400K※本体および
映像監視ソフトウェアWV-ASM300で

魚眼モードで撮影しているカメラの映像をレコーダーや
WV-ASM300側で4画PTZ、1画PTZ映像に補正でき、
より高度な運用が可能となります。

とるとる
撮影モードと録画・再生映像

1魚眼モードの録画映像の
任意の箇所をあとから
4画PTZ、1画PTZ映像に
補正して再生できます。

4画PTZ

1画PTZ

PC1

WV-ASM300

補正表示

ライブ表示

ライブ表示
2魚眼モードで録画中の映像に影響なく

補正してライブモニタリングができます。
WV-ASM300の場合は、
複数のPCからそれぞれ違う箇所を
モニタリングできます。

補正
再生/表示

3WV-ASM300では、全方位カメラ
4台の魚眼映像を同時に補正表示/
再生が可能です。
レコーダーでは、全方位カメラ
１台の１画PTZ/４画PTZのみ
補正再生/表示が可能です。

魚眼モードの録画映像

魚眼モードで撮影

1

4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2
1

4

3
2

4台分の魚眼映像を
それぞれ
4画PTZ映像に
補正し、一括表示

画面操作で見たいポイントを
補正再生が可能

録画には影響なし

ホテル 大学 病院

屋外駐輪場

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300

映像監視
ソフトウェア

WV-ASM300

1

4

3
2

WJ-NV250、WJ-NV300、WV-ASM300で
魚眼映像を補正再生/表示

垂直方向50 °

垂直方向99 °

32台※
カメラ最大

128台※
カメラ最大

WJ-NV300シリーズ

24台※
カメラ最大

WJ-NV250シリーズ WJ-NX400K

最大４台まで同時に補正

ライブ映像を補正表示

録画映像を補正再生

PC

4

3

2

1

補正表示

1 2

3 4 PC24 3

2
1

1 2

3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

●再生映像の　
モード変更は　
できません。
●4 画 PTZ/1 画

PTZモードで
録画中にカメラ
操作をすると、
録画映像に反
映されます。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV300/6※

HDMIケーブル

ワイドモニター

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 4台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU108

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV250/4※

HDMIケーブル

ワイドモニター

※：別売のカメラ拡張キットが必要です。

※：WJ-NX400Kでは、カメラ64台までの場合、レコーダー本体で
　  補正再生ができます。カメラ拡張キットを使用した場合は、
　　別売りのWV-ASM300が必要です。

補正再生

補正再生

各モードの映像が録画・再生できます。

みるみる
インストール

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。



◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 4 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー（4 TB）WJ-NV250/4 550,000円 1 550,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE20JW 100,000円 1 100,000円
PoEカメラ電源ユニット（8ポート） WJ-PU108 オープン価格 1 －

◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 2 300,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 2 400,000円
ネットワークディスクレコーダー（6 TB）WJ-NV300/6 850,000円 1 850,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE30JW 200,000円 1 200,000円
PoEカメラ電源ユニット（16ポート） WJ-PU116 オープン価格 1 －

（注）パナソニック ESネットワークス株式会社製
◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、制御用 PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、
カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K オープン価格 1 －
WJ-NX400K用ハードディスクユニット（1 TB）WJ-HDU41M オープン価格 5 －
PoE対応スイッチングハブ PN232499（注） 198,000円 1 198,000円
映像監視ソフトウェア WV-ASM300 オープン価格 1 －

魚眼映像を4画PTZ、1画PTZ映像に補正再生・表示ができます。
切り出して
補正

切り出して
補正

録　画

360 °の広角な視野で死角を低減し、効率的な監視を実現する新しいネットワークカメラです。 ■システム構成例
運輸物流業の例

小売業の例

金融機関の例

設置場所、運用目的にあわせ撮影モードを選択することができます。 アイプロレコーダーで

魚眼モード

駐車場全体を見渡せるため、
利用状況が一目でわかります。
また、トラブルが発生しても一部始終を
とらえられます。

お客様が行き交う広場などでも、動線を
把握でき、安全対策からマーケティング
まで幅広く活用が可能です。

映像を補正することで見やすい画像で
監視ができます。
それぞれPTZ操作が可能なため
広範囲の撮影が可能です。

入口やレジ、商品棚などを1台のカメラ
で同時に撮影が可能で、効率的な
運用を実現します。

奥行のせまい受付コーナーの様な場所
でもすみずみまで撮影でき、お客様と　
スタッフ両方の様子が確認できます。

細長い鉄道車両も中央部の天井に設置
することで前から後まで全体を俯瞰する
ことが可能です。

前方に受付カウンター、後方にATM
コーナーがある場合でも1台でお客様の
動線を確認できます。

死角になりがちな通路部分でも、商品棚
を一望でき、購買行動の一部始終も
確認が可能です。

360 °全方位表示が可能です。
天井設置で部屋の四隅を含め全体を撮影できます。

●駐車場
こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。

●ショッピングモール

4画PTZモード
魚眼映像から任意の4方向を歪補正し、分割表示が可能です。
さらに、パン／チルト／ズーム操作が行えます。

●ショッピングモール ●コンビニエンスストア

パノラマモード
魚眼映像の中央部分を補正し、水平180 °のパノラマ撮影が
可能です。

●受付コーナー ●鉄道車両内

ダブルパノラマモード
魚眼映像の外周を１８０ °ずつ補正し上下に表示します。

アイプロシリーズのネットワークディスクレコーダーを使用すれば、
カメラに設定した各撮影モードの映像でそのまま録画・再生できます。
もちろん、他のアイプロシリーズネットワークカメラとの混在も可能です。

※本システム構成では、配管・配線等の工事部材は含まれません。　※本システム構成では、配管・配線・電源・機器取付/調整・結線・ラック据付・ボックス取付・ラックチャンネルベース・
機器収納架現場組配・耐震施工・建築補強・天井開口等の工事費は含まれません。　※本システム構成では、事前検証費・事前設定費は含まれません。また、これらのシステム構成、
モニタリング条件、録画条件に変更がある場合、構成機器の変更が必要です。

見積作成上の
注意事項について

●金融機関 ●コンビニエンスストア

■小規模店舗のフロア全体を俯瞰 ■金融機関の重要箇所にフォーカス ■壁面に設置して横方向に広いエレベーターホールを監視 ■駐車場の通路を隔てた両サイドを監視

アイプロスマートHD特設サイトにて実際の動画をご覧いただけます。
https://sol.panasonic.biz/press/ipro/ipro6.html アイプロ紹介映像 検索

金融機関

ショッピングモール

ショップ オフィス ホテル 大学 病院

屋外駐輪場店舗屋外

製造業金融機関

ショッピングモール

製造業

物流

ショップ オフィス

店舗屋外物流

屋外駐車場

約1カ月間録画 カメラ8台 SXVGA 5コマ/秒録画

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 2台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 2台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU116

PoE給電スイッチ
Switch-M24PWR
PN232499

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX400K

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.265で使用）

PC

1

1

2

2

3

3

4

4

天井設置・
魚眼モード
作業員の動線を記録

壁面設置・
パノラマモード
荷捌き場を安全確認

天井設置・
パノラマモード
出荷作業状況を
確認

天井設置・魚眼モード
一時保管スペースの
出入りを記録

壁面設置・パノラマモード
駐車場の安全確認

天井設置・
魚眼モード
行員の動線、
書類のやり取りを
記録

天井設置・魚眼モード
ATMコーナーの一括監視

壁面設置・
パノラマモード
入口、
駐車スペースの
監視

天井設置・
魚眼モード
待合スペースの
混雑状況確認

壁面設置・パノラマモード
出入口を監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認お客様の動線や

レジでの購入の様子など
入店から、退店までの
一部始終を撮影できます。

接客応対の様子や
書類のやり取りを記録して
業務効率の向上やトラブル
防止にお役立ちします。

正面のエレベーターと
横方向のエスカレーターや
通路までを一望できます。

駐車場の両サイドを
一つの画面で監視でき
利用状況の確認や車上荒らしの
記録を効率的に行えます。

レジカウンター

店舗入口
事務所スペース

接客カウンター

エスカレーター

エレベーター

通用口

待合席

切り出して
補正

ATMコーナー

WV-SW458：欧州鉄道規格（EN50155）に準拠

カメラ撮影モード 録画・再生映像

魚眼 魚眼

4画 PTZ 4画

1画 PTZ 1画

パノラマ パノラマ

ダブル
パノラマ

ダブル
パノラマ

ためるためる

アイプロレコーダー WJ-NV250、WJ-NV300シリーズ、
WJ-NX400K※本体および
映像監視ソフトウェアWV-ASM300で

魚眼モードで撮影しているカメラの映像をレコーダーや
WV-ASM300側で4画PTZ、1画PTZ映像に補正でき、
より高度な運用が可能となります。

とるとる
撮影モードと録画・再生映像

1魚眼モードの録画映像の
任意の箇所をあとから
4画PTZ、1画PTZ映像に
補正して再生できます。

4画PTZ

1画PTZ

PC1

WV-ASM300

補正表示

ライブ表示

ライブ表示
2魚眼モードで録画中の映像に影響なく

補正してライブモニタリングができます。
WV-ASM300の場合は、
複数のPCからそれぞれ違う箇所を
モニタリングできます。

補正
再生/表示

3WV-ASM300では、全方位カメラ
4台の魚眼映像を同時に補正表示/
再生が可能です。
レコーダーでは、全方位カメラ
１台の１画PTZ/４画PTZのみ
補正再生/表示が可能です。

魚眼モードの録画映像

魚眼モードで撮影

1

4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2
1

4

3
2

4台分の魚眼映像を
それぞれ
4画PTZ映像に
補正し、一括表示

画面操作で見たいポイントを
補正再生が可能

録画には影響なし

ホテル 大学 病院

屋外駐輪場

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300

映像監視
ソフトウェア

WV-ASM300

1

4

3
2

WJ-NV250、WJ-NV300、WV-ASM300で
魚眼映像を補正再生/表示

垂直方向50 °

垂直方向99 °

32台※
カメラ最大

128台※
カメラ最大

WJ-NV300シリーズ

24台※
カメラ最大

WJ-NV250シリーズ WJ-NX400K

最大４台まで同時に補正

ライブ映像を補正表示

録画映像を補正再生

PC

4

3

2

1

補正表示

1 2

3 4 PC24 3

2
1

1 2

3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

●再生映像の　
モード変更は　
できません。
●4 画 PTZ/1 画

PTZモードで
録画中にカメラ
操作をすると、
録画映像に反
映されます。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV300/6※

HDMIケーブル

ワイドモニター

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 4台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU108

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV250/4※

HDMIケーブル

ワイドモニター

※：別売のカメラ拡張キットが必要です。

※：WJ-NX400Kでは、カメラ64台までの場合、レコーダー本体で
　  補正再生ができます。カメラ拡張キットを使用した場合は、
　　別売りのWV-ASM300が必要です。

補正再生

補正再生

各モードの映像が録画・再生できます。

みるみる
インストール

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。



◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 4 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー（4 TB）WJ-NV250/4 550,000円 1 550,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE20JW 100,000円 1 100,000円
PoEカメラ電源ユニット（8ポート） WJ-PU108 オープン価格 1 －

◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 2 300,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 2 400,000円
ネットワークディスクレコーダー（6 TB）WJ-NV300/6 850,000円 1 850,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE30JW 200,000円 1 200,000円
PoEカメラ電源ユニット（16ポート） WJ-PU116 オープン価格 1 －

（注）パナソニック ESネットワークス株式会社製
◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、制御用 PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、
カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K オープン価格 1 －
WJ-NX400K用ハードディスクユニット（1 TB）WJ-HDU41M オープン価格 5 －
PoE対応スイッチングハブ PN232499（注） 198,000円 1 198,000円
映像監視ソフトウェア WV-ASM300 オープン価格 1 －

魚眼映像を4画PTZ、1画PTZ映像に補正再生・表示ができます。
切り出して
補正

切り出して
補正

録　画

360 °の広角な視野で死角を低減し、効率的な監視を実現する新しいネットワークカメラです。 ■システム構成例
運輸物流業の例

小売業の例

金融機関の例

設置場所、運用目的にあわせ撮影モードを選択することができます。 アイプロレコーダーで

魚眼モード

駐車場全体を見渡せるため、
利用状況が一目でわかります。
また、トラブルが発生しても一部始終を
とらえられます。

お客様が行き交う広場などでも、動線を
把握でき、安全対策からマーケティング
まで幅広く活用が可能です。

映像を補正することで見やすい画像で
監視ができます。
それぞれPTZ操作が可能なため
広範囲の撮影が可能です。

入口やレジ、商品棚などを1台のカメラ
で同時に撮影が可能で、効率的な
運用を実現します。

奥行のせまい受付コーナーの様な場所
でもすみずみまで撮影でき、お客様と　
スタッフ両方の様子が確認できます。

細長い鉄道車両も中央部の天井に設置
することで前から後まで全体を俯瞰する
ことが可能です。

前方に受付カウンター、後方にATM
コーナーがある場合でも1台でお客様の
動線を確認できます。

死角になりがちな通路部分でも、商品棚
を一望でき、購買行動の一部始終も
確認が可能です。

360 °全方位表示が可能です。
天井設置で部屋の四隅を含め全体を撮影できます。

●駐車場
こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。

●ショッピングモール

4画PTZモード
魚眼映像から任意の4方向を歪補正し、分割表示が可能です。
さらに、パン／チルト／ズーム操作が行えます。

●ショッピングモール ●コンビニエンスストア

パノラマモード
魚眼映像の中央部分を補正し、水平180 °のパノラマ撮影が
可能です。

●受付コーナー ●鉄道車両内

ダブルパノラマモード
魚眼映像の外周を１８０ °ずつ補正し上下に表示します。

アイプロシリーズのネットワークディスクレコーダーを使用すれば、
カメラに設定した各撮影モードの映像でそのまま録画・再生できます。
もちろん、他のアイプロシリーズネットワークカメラとの混在も可能です。

※本システム構成では、配管・配線等の工事部材は含まれません。　※本システム構成では、配管・配線・電源・機器取付/調整・結線・ラック据付・ボックス取付・ラックチャンネルベース・
機器収納架現場組配・耐震施工・建築補強・天井開口等の工事費は含まれません。　※本システム構成では、事前検証費・事前設定費は含まれません。また、これらのシステム構成、
モニタリング条件、録画条件に変更がある場合、構成機器の変更が必要です。

見積作成上の
注意事項について

●金融機関 ●コンビニエンスストア

■小規模店舗のフロア全体を俯瞰 ■金融機関の重要箇所にフォーカス ■壁面に設置して横方向に広いエレベーターホールを監視 ■駐車場の通路を隔てた両サイドを監視

アイプロスマートHD特設サイトにて実際の動画をご覧いただけます。
https://sol.panasonic.biz/press/ipro/ipro6.html アイプロ紹介映像 検索

金融機関

ショッピングモール

ショップ オフィス ホテル 大学 病院

屋外駐輪場店舗屋外

製造業金融機関

ショッピングモール

製造業

物流

ショップ オフィス

店舗屋外物流

屋外駐車場

約1カ月間録画 カメラ8台 SXVGA 5コマ/秒録画

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 2台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 2台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU116

PoE給電スイッチ
Switch-M24PWR
PN232499

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX400K

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.265で使用）

PC

1

1

2

2

3

3

4

4

天井設置・
魚眼モード
作業員の動線を記録

壁面設置・
パノラマモード
荷捌き場を安全確認

天井設置・
パノラマモード
出荷作業状況を
確認

天井設置・魚眼モード
一時保管スペースの
出入りを記録

壁面設置・パノラマモード
駐車場の安全確認

天井設置・
魚眼モード
行員の動線、
書類のやり取りを
記録

天井設置・魚眼モード
ATMコーナーの一括監視

壁面設置・
パノラマモード
入口、
駐車スペースの
監視

天井設置・
魚眼モード
待合スペースの
混雑状況確認

壁面設置・パノラマモード
出入口を監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認お客様の動線や

レジでの購入の様子など
入店から、退店までの
一部始終を撮影できます。

接客応対の様子や
書類のやり取りを記録して
業務効率の向上やトラブル
防止にお役立ちします。

正面のエレベーターと
横方向のエスカレーターや
通路までを一望できます。

駐車場の両サイドを
一つの画面で監視でき
利用状況の確認や車上荒らしの
記録を効率的に行えます。

レジカウンター

店舗入口
事務所スペース

接客カウンター

エスカレーター

エレベーター

通用口

待合席

切り出して
補正

ATMコーナー

WV-SW458：欧州鉄道規格（EN50155）に準拠

カメラ撮影モード 録画・再生映像

魚眼 魚眼

4画 PTZ 4画

1画 PTZ 1画

パノラマ パノラマ

ダブル
パノラマ

ダブル
パノラマ

ためるためる

アイプロレコーダー WJ-NV250、WJ-NV300シリーズ、
WJ-NX400K※本体および
映像監視ソフトウェアWV-ASM300で

魚眼モードで撮影しているカメラの映像をレコーダーや
WV-ASM300側で4画PTZ、1画PTZ映像に補正でき、
より高度な運用が可能となります。

とるとる
撮影モードと録画・再生映像

1魚眼モードの録画映像の
任意の箇所をあとから
4画PTZ、1画PTZ映像に
補正して再生できます。

4画PTZ

1画PTZ

PC1

WV-ASM300

補正表示

ライブ表示

ライブ表示
2魚眼モードで録画中の映像に影響なく

補正してライブモニタリングができます。
WV-ASM300の場合は、
複数のPCからそれぞれ違う箇所を
モニタリングできます。

補正
再生/表示

3WV-ASM300では、全方位カメラ
4台の魚眼映像を同時に補正表示/
再生が可能です。
レコーダーでは、全方位カメラ
１台の１画PTZ/４画PTZのみ
補正再生/表示が可能です。

魚眼モードの録画映像

魚眼モードで撮影

1

4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2
1

4

3
2

4台分の魚眼映像を
それぞれ
4画PTZ映像に
補正し、一括表示

画面操作で見たいポイントを
補正再生が可能

録画には影響なし

ホテル 大学 病院

屋外駐輪場

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300

映像監視
ソフトウェア

WV-ASM300

1

4

3
2

WJ-NV250、WJ-NV300、WV-ASM300で
魚眼映像を補正再生/表示

垂直方向50 °

垂直方向99 °

32台※
カメラ最大

128台※
カメラ最大

WJ-NV300シリーズ

24台※
カメラ最大

WJ-NV250シリーズ WJ-NX400K

最大４台まで同時に補正

ライブ映像を補正表示

録画映像を補正再生

PC

4

3

2

1

補正表示

1 2

3 4 PC24 3

2
1

1 2

3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

●再生映像の　
モード変更は　
できません。
●4 画 PTZ/1 画

PTZモードで
録画中にカメラ
操作をすると、
録画映像に反
映されます。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV300/6※

HDMIケーブル

ワイドモニター

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 4台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU108

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV250/4※

HDMIケーブル

ワイドモニター

※：別売のカメラ拡張キットが必要です。

※：WJ-NX400Kでは、カメラ64台までの場合、レコーダー本体で
　  補正再生ができます。カメラ拡張キットを使用した場合は、
　　別売りのWV-ASM300が必要です。

補正再生

補正再生

各モードの映像が録画・再生できます。

みるみる
インストール

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。



◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 4 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー（4 TB）WJ-NV250/4 550,000円 1 550,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE20JW 100,000円 1 100,000円
PoEカメラ電源ユニット（8ポート） WJ-PU108 オープン価格 1 －

◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・
レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。

◎WV-SF438、WV-SW458の設定には別途 PCを使用します。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 2 300,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 2 400,000円
ネットワークディスクレコーダー（6 TB）WJ-NV300/6 850,000円 1 850,000円
カメラ拡張キット WJ-NVE30JW 200,000円 1 200,000円
PoEカメラ電源ユニット（16ポート） WJ-PU116 オープン価格 1 －

（注）パナソニック ESネットワークス株式会社製
◎カメラ取付台、落下防止ワイヤー、制御用 PC、ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、
カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費（機器設置、電源、配管、LAN配線）が必要です。
●設置工事については、必ず販売店にご相談ください。

名　称 品　番 本体希望
小売価格 台数 小　計

ネットワークカメラ WV-S1110V オープン価格 12 －
全方位ネットワークカメラ WV-SF438 150,000円 3 450,000円
屋外対応全方位ネットワークカメラ WV-SW458 200,000円 1 200,000円
ネットワークディスクレコーダー WJ-NX400K オープン価格 1 －
WJ-NX400K用ハードディスクユニット（1 TB）WJ-HDU41M オープン価格 5 －
PoE対応スイッチングハブ PN232499（注） 198,000円 1 198,000円
映像監視ソフトウェア WV-ASM300 オープン価格 1 －

魚眼映像を4画PTZ、1画PTZ映像に補正再生・表示ができます。
切り出して
補正

切り出して
補正

録　画

360 °の広角な視野で死角を低減し、効率的な監視を実現する新しいネットワークカメラです。 ■システム構成例
運輸物流業の例

小売業の例

金融機関の例

設置場所、運用目的にあわせ撮影モードを選択することができます。 アイプロレコーダーで

魚眼モード

駐車場全体を見渡せるため、
利用状況が一目でわかります。
また、トラブルが発生しても一部始終を
とらえられます。

お客様が行き交う広場などでも、動線を
把握でき、安全対策からマーケティング
まで幅広く活用が可能です。

映像を補正することで見やすい画像で
監視ができます。
それぞれPTZ操作が可能なため
広範囲の撮影が可能です。

入口やレジ、商品棚などを1台のカメラ
で同時に撮影が可能で、効率的な
運用を実現します。

奥行のせまい受付コーナーの様な場所
でもすみずみまで撮影でき、お客様と　
スタッフ両方の様子が確認できます。

細長い鉄道車両も中央部の天井に設置
することで前から後まで全体を俯瞰する
ことが可能です。

前方に受付カウンター、後方にATM
コーナーがある場合でも1台でお客様の
動線を確認できます。

死角になりがちな通路部分でも、商品棚
を一望でき、購買行動の一部始終も
確認が可能です。

360 °全方位表示が可能です。
天井設置で部屋の四隅を含め全体を撮影できます。

●駐車場
こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。 こんなところでも。

●ショッピングモール

4画PTZモード
魚眼映像から任意の4方向を歪補正し、分割表示が可能です。
さらに、パン／チルト／ズーム操作が行えます。

●ショッピングモール ●コンビニエンスストア

パノラマモード
魚眼映像の中央部分を補正し、水平180 °のパノラマ撮影が
可能です。

●受付コーナー ●鉄道車両内

ダブルパノラマモード
魚眼映像の外周を１８０ °ずつ補正し上下に表示します。

アイプロシリーズのネットワークディスクレコーダーを使用すれば、
カメラに設定した各撮影モードの映像でそのまま録画・再生できます。
もちろん、他のアイプロシリーズネットワークカメラとの混在も可能です。

※本システム構成では、配管・配線等の工事部材は含まれません。　※本システム構成では、配管・配線・電源・機器取付/調整・結線・ラック据付・ボックス取付・ラックチャンネルベース・
機器収納架現場組配・耐震施工・建築補強・天井開口等の工事費は含まれません。　※本システム構成では、事前検証費・事前設定費は含まれません。また、これらのシステム構成、
モニタリング条件、録画条件に変更がある場合、構成機器の変更が必要です。

見積作成上の
注意事項について

●金融機関 ●コンビニエンスストア

■小規模店舗のフロア全体を俯瞰 ■金融機関の重要箇所にフォーカス ■壁面に設置して横方向に広いエレベーターホールを監視 ■駐車場の通路を隔てた両サイドを監視

アイプロスマートHD特設サイトにて実際の動画をご覧いただけます。
https://sol.panasonic.biz/press/ipro/ipro6.html アイプロ紹介映像 検索

金融機関

ショッピングモール

ショップ オフィス ホテル 大学 病院

屋外駐輪場店舗屋外

製造業金融機関

ショッピングモール

製造業

物流

ショップ オフィス

店舗屋外物流

屋外駐車場

約1カ月間録画 カメラ8台 SXVGA 5コマ/秒録画

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 2台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 2台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU116

PoE給電スイッチ
Switch-M24PWR
PN232499

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NX400K

約1カ月間録画 カメラ16台 SXVGA 5コマ/秒録画

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 12台
（圧縮方式：H.265で使用）

PC

1

1

2

2

3

3

4

4

天井設置・
魚眼モード
作業員の動線を記録

壁面設置・
パノラマモード
荷捌き場を安全確認

天井設置・
パノラマモード
出荷作業状況を
確認

天井設置・魚眼モード
一時保管スペースの
出入りを記録

壁面設置・パノラマモード
駐車場の安全確認

天井設置・
魚眼モード
行員の動線、
書類のやり取りを
記録

天井設置・魚眼モード
ATMコーナーの一括監視

壁面設置・
パノラマモード
入口、
駐車スペースの
監視

天井設置・
魚眼モード
待合スペースの
混雑状況確認

壁面設置・パノラマモード
出入口を監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

壁面設置・
パノラマモード
レジコーナーを
一括監視

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認

天井設置・魚眼モード
客動線、購買ルートを
確認お客様の動線や

レジでの購入の様子など
入店から、退店までの
一部始終を撮影できます。

接客応対の様子や
書類のやり取りを記録して
業務効率の向上やトラブル
防止にお役立ちします。

正面のエレベーターと
横方向のエスカレーターや
通路までを一望できます。

駐車場の両サイドを
一つの画面で監視でき
利用状況の確認や車上荒らしの
記録を効率的に行えます。

レジカウンター

店舗入口
事務所スペース

接客カウンター

エスカレーター

エレベーター

通用口

待合席

切り出して
補正

ATMコーナー

WV-SW458：欧州鉄道規格（EN50155）に準拠

カメラ撮影モード 録画・再生映像

魚眼 魚眼

4画 PTZ 4画

1画 PTZ 1画

パノラマ パノラマ

ダブル
パノラマ

ダブル
パノラマ

ためるためる

アイプロレコーダー WJ-NV250、WJ-NV300シリーズ、
WJ-NX400K※本体および
映像監視ソフトウェアWV-ASM300で

魚眼モードで撮影しているカメラの映像をレコーダーや
WV-ASM300側で4画PTZ、1画PTZ映像に補正でき、
より高度な運用が可能となります。

とるとる
撮影モードと録画・再生映像

1魚眼モードの録画映像の
任意の箇所をあとから
4画PTZ、1画PTZ映像に
補正して再生できます。

4画PTZ

1画PTZ

PC1

WV-ASM300

補正表示

ライブ表示

ライブ表示
2魚眼モードで録画中の映像に影響なく

補正してライブモニタリングができます。
WV-ASM300の場合は、
複数のPCからそれぞれ違う箇所を
モニタリングできます。

補正
再生/表示

3WV-ASM300では、全方位カメラ
4台の魚眼映像を同時に補正表示/
再生が可能です。
レコーダーでは、全方位カメラ
１台の１画PTZ/４画PTZのみ
補正再生/表示が可能です。

魚眼モードの録画映像

魚眼モードで撮影

1

4

3
2

1

4

3

2

1

4

3

2
1

4

3
2

4台分の魚眼映像を
それぞれ
4画PTZ映像に
補正し、一括表示

画面操作で見たいポイントを
補正再生が可能

録画には影響なし

ホテル 大学 病院

屋外駐輪場

映像監視ソフトウェア
WV-ASM300

映像監視
ソフトウェア

WV-ASM300

1

4

3
2

WJ-NV250、WJ-NV300、WV-ASM300で
魚眼映像を補正再生/表示

垂直方向50 °

垂直方向99 °

32台※
カメラ最大

128台※
カメラ最大

WJ-NV300シリーズ

24台※
カメラ最大

WJ-NV250シリーズ WJ-NX400K

最大４台まで同時に補正

ライブ映像を補正表示

録画映像を補正再生

PC

4

3

2

1

補正表示

1 2

3 4 PC24 3

2
1

1 2

3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

1 2 1 2

3 4 3 4

●再生映像の　
モード変更は　
できません。
●4 画 PTZ/1 画

PTZモードで
録画中にカメラ
操作をすると、
録画映像に反
映されます。

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV300/6※

HDMIケーブル

ワイドモニター

ネットワークカメラ
WV-S1110V
× 4台
（圧縮方式：H.264で使用）

全方位ネットワークカメラ
WV-SF438
× 3台

屋外対応全方位ネットワークカメラ
WV-SW458
× 1台

PoEカメラ電源ユニット
WJ-PU108

ネットワークディスクレコーダー
WJ-NV250/4※

HDMIケーブル

ワイドモニター

※：別売のカメラ拡張キットが必要です。

※：WJ-NX400Kでは、カメラ64台までの場合、レコーダー本体で
　  補正再生ができます。カメラ拡張キットを使用した場合は、
　　別売りのWV-ASM300が必要です。

補正再生

補正再生

各モードの映像が録画・再生できます。

みるみる
インストール

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。

※WV-S1110V（i-PRO EXTREMEシリーズ）を使用するには
　レコーダーのバージョン：V1.80以上が必要です。



多彩な映像配信モードで
360° 全方位監視

ネットワークカメラ／レコーダー等のインターネットへの接続時には第三者による映像の閲覧など意図しないアクセスを避けるため、以下を設定またはご確認ください。
① ユーザー認証＝ＯＮ　　② 独自のユーザー名／パスワードを設定　　③ 工場出荷時のユーザー名／パスワードを削除

インターネット経由でご使用になる場合のご注意

●お問い合わせは…

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記にご相談ください。
または、パナソニックシステムお客様ご相談センターに
おたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。
PSS-JJ1D701

2017・06・005・G1

お問い合わせは 受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは https://panasonic.biz/cns/cs/cntctus/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。（お問い合わせの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます
●省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を目指します。
●新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。　
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

〒104-0061
東京都中央区銀座8丁目21番1号　汐留浜離宮ビル

WV-SF438

カメラ１台で
360 °全方位監視。

アイプロシリーズ全方位ネットワークカメラは、360 °魚眼レンズと
高感度イメージセンサーを搭載した新しいコンセプトの監視カメラです。

PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格150,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

全方位ネットワークカメラ

屋外対応全方位ネットワークカメラ[　　　　 　 ]

WV-SW458 PoE受電方式
DC12 V

本体希望小売価格200,000円（税抜）
※レンズ交換不可。

PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）が必要です。

[　　　　 　 ]

多彩な配信モード
魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360 °全方位を監視できます。
また、歪み補正機能により広角レンズ特有の歪みを軽減し自然な映像を配信します。

豊富な使い勝手
スマートフォン※1から動きのある
映像をモニタリングできます
無線LANやインターネット※2を利用して、
作業中や外出先でアイプロカメラの映像を
動画で見ることができます。

2モニターモード対応
2種類の補正画像を同時に配信できるので、例えば、録画用と
ライブ表示用で撮影モードを変える運用が可能です。

音声記録※にも対応
画像と同時に収音できるので、現場の様子をより詳細に把握する
ことができます。

スムーズなPTZ操作
モーターなどの駆動部がないため、パン・チルト・ズーム操作が
高速で行えます。

※2：インターネットを利用してモニタリングする場合、カメラ側には

注：撮像モードが3メガピクセル魚眼、4ストリームの場合はスマート
　フォンからの映像モニタリングはできません。

①FTTH、ADSL、CATVインターネットなどの常時接続
インターネット接続サービスの利用
②インターネット接続事業者より固定 IPアドレスの　　　
サービスを受けるか、「みえますねっと」などによる　　　
ダイナミックDNSサービスを利用いただくなど、　　　
カメラを特定するための仕組みが必要です。

同時配信可能な撮影モードの組み合わせ
①パノラマ+ 4画PTZ　　　  ②パノラマ+ 1画PTZ　
③ダブルパノラマ+ 4画PTZ　④ダブルパノラマ+ 1画PTZ

※WV-SF438は内蔵マイク、音声入力端子搭載。WV-SW458は音声入力端子搭載。

※1：H.264で記録の場合
※2：SDカード録画とSDカード
　　 バックアップのいずれかを選択
注）SDカードに保存した動画/画像の補正再生はできません。※IP66：粉塵などに対して「耐塵（6）」、水に対して「暴噴流への保護（6）」がなされていることを

示します。

※VIQS：Variable Image Quality on Speci�ed area
　H.264画像のみ適用可能、高解像度の領域が全画面比40 %以下の指定。
　撮像モードが魚眼、パノラマ、ダブルパノラマの場合に使用できます。

※3メガピクセル配信は JPEGのみの対応です。

高画質
スーパーダイナミック方式
照度差の激しい環境下でも被写体の
明るさを画素単位で補正し、
自然な画像で
撮影できます。

2エリアVIQS※（指定エリア画質可変）機能を搭載
全体のデータ量は変えずに、指定した領域だけを最大2ヶ所まで
高解像度で配信できる2エリアVIQS※機能を搭載。
指定外の領域は低解像度画質となり、全体の配信データ量を
抑制しながら注視したい箇所を見やすくします。

3メガピクセル※、フルHD対応（1920×1080 30枚/秒）
有効画素数約310万画素、1/3型MOSセンサーの採用と、魚眼
レンズの搭載により、高解像度・高画質な全方位の撮影を可能と
しました。

3メガピクセル
MOSセンサー 写真はVIQS機能説明のためのイメージです。

高解像度エリア

低解像度エリア

録　画

ライブモニタリング

4画PTZ

360 °全方位映像（魚眼モード） 4画面映像（4画PTZモード）

4ストリーム配信（4ストリームモード） 180 °パノラマ映像（パノラマモード） ダブルパノラマ映像（ダブルパノラマモード）

1画面映像（1画PTZモード）
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※4ストリーム配信でのPTZ操作はできません。

ネットワークカメラ・マイクの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを配慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。
　また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

柔軟な設置性
薄型、コンパクト設計で用途に応じた
柔軟な設置が可能
コンパクトでスタイリッシュな
デザインにより、受付の
天井やエレベーターなど
人目につく場所に設置しても、
威圧感を与えません。

SDXC/SDHC/SDメモリーカードスロットを搭載

屋外設置タイプもラインナップ
（WV-SW458）
屋外設置タイプのWV-SW458は
優れた耐衝撃性（50J/IK10）と耐塵・防水性能
IP66※に準拠、屋外設置を可能とします。

アラーム発生時やウェブブラウザー画面からの手動操作で、
SDメモリーカードにH.264動画/JPEG画像を保存できます。
また、当社WJ-ND400Kで
録画をしている場合には、
ネットワーク障害が発生
するとSDメモリーカードに
バックアップをすることが
できます。※2

SDカードにMP4※1、
JPEG形式で蓄積

WV-SF438
（屋内タイプ）

WV-SW458
（屋外タイプ）

44 mm

150 mm

88 mm

191.5 mm

ダブルパノラマ

■関連商品・システムラインナップ
関連商品 映像監視ソフトウェア

ネットワークディスクレコーダー　ラインアップ

ACアダプター

WV-PS16
本体希望小売価格8,000円（税抜）
●DC12 Vを使用する場合

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV250シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

● WJ-NV250シリーズは、RAID5/6等には対応しておりません。
　また、増設ユニットは使用できません。

WV-ASM300
オープン価格

PoEカメラ電源ユニット

WJ-PU104（4ポートモデル）

アップグレードソフトウェア

WV-ASM300UGW
オープン価格
●既設のWV-ASM200に追加登録することで、
　WV-ASM300へアップグレード可能。
　※同一のPCに限ります。
　※PCの使用環境をご確認ください。

モニター 1台で最大4台の全方位カメラの魚眼映像を同時に補正表示が可能

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。
最大24台のカメラ映像を記録・再生可能。

PCにインストールして、カメラ・レコーダーを一括管理
●カメラ最大256台、レコーダー最大100台、エンコーダー最大64台を登録可能。
　（接続台数は使用環境やネットワーク環境、PCのスペックなどの影響を受けます。）
●カメラやレコーダーの操作がPCから可能。また、画面上にはカメラやレコーダーの状態を
　アイコンで一覧表示。
●最大16画をモニターに表示。グループごとのシーケンス表示も可能。
●システムコントローラー：WV-CU950（別売）によるパン・チルト操作なども可能。

さらに機能拡張ソフトウェア追加で
●WV-ASE202W追加→操作モニター：4画面、ライブモニター 64画面の合計68画面表示が
　可能。または最大4つのモニターに16分割画面をそれぞれ表示することが可能。
●WV-ASE203W追加→カメラ：256台、レコーダー：100台、エンコーダー：64台単位で
　増設可能。1台のWV-ASM300に最大４つまで登録可能。

品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格
WJ-NV250/05 500 GB×1 4台 / 24台 280,000円（税抜）
WJ-NV250/2 2 TB（1 TB×2） 4台 / 24台 450,000円（税抜）
WJ-NV250/4 4 TB（2 TB×2） 4台 / 24台 550,000円（税抜）
WJ-NV250V1 1 TB×1 4台 / 24台 400,000円（税抜）
WJ-NV250V2 2 TB×1 4台 / 24台 500,000円（税抜）
WJ-NVE20JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、9台、12台、16台、24台と、カメラを追加することができます。 100,000円（税抜）

WJ-NVE21JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、標準 4台→ 24台へ拡張可能 400,000円（税抜）

WJ-NVF20JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット）
顔照合・統計処理 1ch拡張ライセンス 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NV300シリーズ
＜ラックマウント金具・縦置きスタンド・
HDMIケーブル別売＞
＜マウス付属＞

フレームレート60 fps対応。フルHD画像監視で簡単操作・簡単設定。カメラ接続台数最大32台。増設ユニット：WJ-HDE400使用でRAID5、6にも対応。
品　番 搭載 HDD カメラ台数（標準 /最大） 本体希望小売価格

WJ-NV300/4 4 TB（2 TB×2） 9台 / 32台 750,000円（税抜）
WJ-NV300/6 6 TB（3 TB×2） 9台 / 32台 850,000円（税抜）
WJ-NV300/8 8 TB（4 TB×2） 9台 / 32台 950,000円（税抜）
WJ-NV300R（RAID専用モデル）※ ― 9台 / 32台 450,000円（税抜）
WJ-NVE30JW（別売カメラ拡張キット）
ライセンスを追加することで、16台、 24台、32台と、カメラを追加することができます。 200,000円（税抜）

WJ-NVF30JW（別売ビジネスインテリジェンス拡張キット） 120,000円（税抜）

アイプロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー

WJ-NX400K

HDMIモニター出力でカメラ64台を簡単操作・簡単設定。
カメラ拡張キット（別売）で最大128台までカメラ拡張可能※。

※RAIDを組むには別売り増設ユニット（WJ-HDE400)が必要です。

増設ユニット

WJ-HDE400 ハードディスクユニット
（別売）

［ AFTタイプ ］
WJ-HDU41M （1 TB）
WJ-HDU41N （2 TB）
WJ-HDU41Q （3 TB）
WJ-HDU41S （4 TB）　　
各オープン価格

オープン価格
＜専用ラックマウント金具、マウス付属＞＜HDMIケーブル別売＞

カメラ拡張キット（32台拡張用）WJ-NXE40JW　オープン価格
カメラ拡張キット（64台拡張用）WJ-NXE41JW　オープン価格
※カメラ拡張キットをご使用の場合、HDMI端子に映像は出力できません。

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。
プライバシー・
肖像権について

●出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。
　別売ハードディスクユニットが必要です。

アイプロスマートHDシリーズ

全方位映像監視システムのご提案

WJ-HXE400

WJ-PU108（8ポートモデル）

WJ-PU116（16ポートモデル）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格
＜WJ-NX400K対応＞

オープン価格
＜WJ-NV300シリーズ、WJ-ND400K対応＞

※1：対応のスマートフォン、タブレット端末の確認は、　　　　　　
https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html を
ご覧ください。このサイトで各カメラの最新バージョンのソフト
ウェアもダウンロードできます。音声機能は使用できません。


