
ワイヤレスで手軽に導入！今日から使えるホームセキュリティ

リピーター機能付ワイヤレスカメラ

ワイヤレスフルHD
ドームカメラ

CWM1SDF1
オープン価格 

増設用カメラ

ワイヤレスフルHDカメラ用リピーター
CWM1ARA1
オープン価格 

リピーター機能付
ワイヤレスフルHD
バレットカメラ

CWM1SBF1
オープン価格 

CWMシリーズ専用リピーター

リピ ー タ ー 機 能 で 叶う、 ワイ ヤレス な 長 距 離 伝 送

カメラに
リピーター機能搭載！

Point1

自動車などの障害物で電波強度が下がると
自動で最寄りのリピーターに接続！

Point2

リピーター機能で
ワイヤレスでも長距離伝送可能！

Point3

リピーター機能付ワイヤレス
フルHDカメラ2台セット

CWM1SZ21

ワイヤレス
フルHDカメラ用リピーター

CWM1ARA1

リピーター機能付
ワイヤレスフルHDバレットカメラ

CWM1SBF1

ワイヤレス
フルHDドームカメラ

CWM1SDF1

■受付時間 9：30～17：00
　（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用に
　なれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外
　となっております。

カスタマーセンター 土・日・祝日もご利用ください！

スマートフォンで
各種設定方法が

  わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

0570-033-083

D 1 8 8

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１丁目2番2号
2022年1月作成

 CWM1ARA1 規格表 
無線周波数（GHz） 2.4

通信規格 IEEE 802.11b/g/n

インター
フェース

LAN RJ-45（100Mbps）×1
電源 DC12Vプラグ×1

リセット リセットボタン×1
LED NVR:1、CAM:4

対応チャンネル 最大4×カメラ
動作温湿度範囲

（℃/%）（℃/%RH） 温度：-20～+45、湿度：90以下（結露なきこと）

防塵/防水性能［保護等級］ なし
電源（V） DC12

消費電力（W） 最大0.5
筐体 樹脂

寸法(mm) W74×H186×D31
質量(kg) 0.1

 CWM1SDF1 規格表 
無線周波数（GHz） 2.4

通信規格 IEEE 802.11b/g/n
センサー 1/3インチ,CMOS,300万画素

レンズ(mm) 4
画角（°） 85

最低被写体照度（Lux）
カラー:0.1、白黒：0.01
赤外線照明ON時：0

DNR（ノイズ除去） 3D
カラーモード カラー/白黒（赤外線）/自動
S/N比（dB） 39.1以上
IR照明（m) 10

フレームレート（fps） 最大15（1920×1080、640×360）
オーディオ -

リセットボタン 1
電源入力 DCジャック×1

動作温湿度範囲（℃/%）（℃/%RH） 温度：-10～+50、湿度：30～80以下（結露なきこと）
防塵/防水性能［保護等級］ -

電源（V） DC12
消費電力（W） 最大6

筐体 アルミ合金、樹脂
寸法（mm） φ100×H80
重量（kg） 0.32

電波到達距離について 専用アプリをインストールする

屋外にカメラを設置する場合は、構造によって電波到達距離が変わります。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートの各
構造での目安は、次のとおりです。

●iPhoneおよびiPadの場合（iOS10.0以降） 
 AppStoreから「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)」を検索し、インストールする。
 ・インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。
●Android端末の場合（Android4.4以降）
 Google playから「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)」を検索し、インストールする。
 インストールが完了すると、アイコンがホーム画面に作成されます。

液晶モニターの電波強度が3本以上になっていることを確認してください。
※本製品にはリピーター機能がございます。この機能によって、電波強度が弱くなったカメラは、ほかのペアリ

ング(登録)されているリピーター機能付ワイヤレスフルHDバレットカメラに自動で接続することによって電
波が安定する場合があります。

木造 鉄骨構造 鉄筋コンクリート構造

約20 ～40 ｍ 約10 ～20 ｍ 約5 ～10 ｍ



オープン価格

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ2台セット

CWM1SZ21

電波強度が低下すると、自動で最寄りのリピーター ( 中継器 ) またはリピー
ター機能付カメラに接続を切り替えます。自動車やドアなど移動する障害
物があっても、途切れることなく受信可能です。
※近くに接続可能なリピーターがない場合は接続できません。

そのお悩み、解決できます。

最寄りのリピーターを経由し
障害物を避けることが可能

導入したものの、
自動車など移動する障害物で
受信環境が不安定に…

バレット型カメラ本体のリピーター ( 中継器 ) 機能、または別売のリピーター
を使用することで最大見通し通信距離約 550m を実現します。
※ドーム型カメラにリピーター機能はありません。

リピーター機能付
ワイヤレスカメラ２台セット
・7 インチ液晶モニター×1 台
・リピーター機能付
 ワイヤレスフル HD カメラ×２台

増設用カメラ
・ワイヤレスフル HD
 ドームカメラ×１台

リピーター機能を使えば
長距離伝送が可能

設置したい箇所があるが、
他のワイヤレスカメラでは
電波が届かない…

そんなときは、リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラにおまかせ

電波強度
10dB 以下の場合

自動で切り替わります

電波強度
10dB 以上の場合 モニター

モニター カメラ
リピーター

機能付カメラ

リピーター
機能付カメラ

リピーター

リピーター

または

カメラ

かんたんに映像確認が可能
スマートフォンやタブレットから必要な時だ
け簡単に録画映像を確認でき、外出先から
も遠隔で映像が確認できます。また、カメ
ラとの通話※も可能です。

ご利用には、スマートフォンアプリ
のみで「IP Pro(VR Cam,EsseCloud)
のダウンロードが必要です。

プライバシーマスク機能搭載
周囲の環境への配慮が必要な場合、プライ
バシーを守るためのマスク処理が可能です。

※ 交互に通話できます。同時通話はできません。 

スピーカー・マイク搭載
バレット型カメラのみ本体にスピーカーと
マイクを搭載し、モニターとカメラ間で
通話※が可能。

■使用目的に応じて別途ご用意が必要なもの

カメラ映像を
SDカードに録画する

・microSDカード
（microSDHC/microSDXC）
クラス10以上、最大容量：128GB

約250～
300m 

約200～
250m 

ほかにも、便利な機能がたくさん！

構成例

カメラ本体を中継器として使用することで

最大見通し通信距離　約450～ 550m

リピーター機能付ワイヤレスフルHDカメラ

 CWM1SZ21 規格表
無線

通信部
周波数(GHz) 2.4

通信規格 IEEE802.11 b / g / n

リピーター
機能付

ワイヤレス
フルHD
カメラ

センサー 1 / 3インチ,CMOS,300万画素
レンズ(mm) 4

画角(°) 水平：約89、垂直：約58
最低被写体照度(Lux) 0(赤外線照明ON 時)

カラーモード カラー / 白黒(赤外線) / 自動
IR 照明(m) 最大9

対応コーデック H.265
フレームレート(fps) 最大15(1920X1080、640X360)

オーディオ マイク・スピーカー内蔵
LED 緑色×1(接続時点灯)

リセットボタン 1
電源入力 DC ジャックX1

動作温湿度範囲(℃、％) 温度ー20～＋50、湿度20～80(結露なきこと)
防塵／防水性能［保護等級] IP65

電源(V) DC12
消費電力(W) 最大3

筐体 アルミ合金、樹脂
外形寸法(mm) W104×H76×D164(アンテナ部含む)

質量(kg) 0.34

7インチ
液晶

モニター

LCD 解像度 1024×600
画面サイズ 7インチ

タッチパネル 静電式
録画解像度 Full  HD(1920×1080)

ビデオ圧縮方式 H.264,H.265
ビデオビットレート(bps) 256k～3M

録画方式 動体検知録画
録画上書き オン / オフ

オーディオ圧縮方式 AAC
録画時間(h) 約213(カメラ1台の場合)

USB Type A×11
メモリーカード microSD カード(最大 128GB)

オーディオ マイク・スピーカー内蔵
動作温湿度範囲(℃／％) 温度 ー10～＋50、湿度 90 以下  (結露なきこと)

防塵／防水性能［保護等級] なし
電源(V) DC5

消費電力(W) 最大8
筐体 樹脂

寸法(mm) W191×H123×D31.5
質量(kg) 0.5

項目 microSDカード
8GB 16GB 32GB 64GB 128GB

1台 Full 
HD 13時間 26時間 53時間 106時間 213時間

2台 Full 
HD 6時間 13時間 26時間 53時間 106時間

３台 Full 
HD 4時間 9時間 18時間 35時間 71時間

４台 Full 
HD 3時間 6時間 13時間 26時間 53時間

■録画目安時間


