オプション取付金具・カメラ駆動ユニット・HDアナログディスクレコーダー組み合わせ早見表
設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてご使用ください。

枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

※色表記の「ファインシルバー/シルバー（銀色）
メタリック/シルバー」は、全て同色の「シルバー」です。
また、
「セイルホワイト/ホワイト/ⅰ-PROホワイト」について詳しくはサポートウェブサイト
（ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html〈管理番号：C0509〉）
をご覧ください。

電源重畳タイプ

カメラ台数に合わせて選べる

１本の同軸ケーブルでカメラからの映像伝送に加え、カメラへの電源供給も可能とする方式。
【ご注意】当社テルックカメラ駆動ユニットと接続して使用することはできません。屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。

屋外対応

HDアナログ
カメラ駆動ユニット

（電源重畳タイプのカメラに電源供給）

パイプ取付金具

WV-Q123A（ファインシルバー）
カメラ吊り下げ金具

WV-AV41L（ホワイト）

（i-PRO ホワイト）
オープン価格

本体希望小売価格
18,000円（税抜）

WV-AV41LのカメラをWV-QSR501-W ／ WV-Q124に
取り付ける際に必要となります

■この商品については、株式会社プラコーへお問い合わせください。
TEL 06-6997-5614 http://www.puraco.co.jp

写真はWV-QCL501-W

カメラ壁取付金具

コーナー取付金具

（i-PRO ホワイト）
オープン価格

（i-PRO ホワイト）

WV-QWL501-W

各オープン価格

（ファインシルバー）

写真は
WV-QCN500-W

本体希望小売価格

35,000円（税抜）

屋内対応

オープン価格

カメラ取付金具

WV-QJB500-S

ポール取付金具

（シルバー）

WV-QPL500-W

（i-PRO ホワイト）

WV-Q188（ファインシルバー）

写真は
WV-QJB500-W

各オープン価格

●カメラ壁取付金具と、接続管を使って
屋外配線するときなどに使用します。

写真は
WV-QPL500-W

屋内ドーム型

〈2.9倍光学バリフォーカルレンズ〉
〈スモークドームカバー〉

ケーブル、VGAケーブルは別売

（HDMIまたは
RGBアナログ出力1系統）

WJ-HL316 対応ラックマウント金具

１8.5型ワイドカラー液晶モニター

FDWX1905W

Internet Explorerで
閲覧、操作ができます。

塗装色 : ソリッドメタリック

●カメラ〜駆動ユニット〜レコーダー間
の最大配線距離について
詳しくは下記の図をご覧ください。

ネットワーク

最大8台のカメラ映像を記録。

【重要】
本機の電源スイッチを「 入 」に
するとカメラ入力端子からカメラに
対してDC電圧が供給されます。
接続可能なHDアナログカメラ
以外の他の製品を接続すると
壊れる可能性があります。

１９型カラー液晶モニター

FDS1903-A

WJ-HL308（4 TB : 2 TB×2）

〈ACアダプター付属〉

PC
AC100 V
●マウスおよびHDMI

ケーブル、VGAケーブルは別売
１７型カラー液晶モニター

FDS1703-A

最大4台のカメラ映像を記録。

WJ-HL304（2 TB : 2 TB×1）

立てた丸型ポールに取り付ける
ときに使用します。

〈ACアダプター付属〉

15,000円（税抜）

本体希望小売価格

●マウスおよびHDMI

YBSKG033

●直径80 mmから200 mmの垂直に

カメラ天井直付金具

WV-Q105A

21.5型フルHD カラー液晶モニター

ラックマウント金具
（１台ラックマウント時）

壁面コーナーに設置できます。

（i-PRO ホワイト）

各オープン価格

WV-AF21L（ホワイト）

〈ラックマウント金具 付属〉

●カメラを建物の

写真はWV-QWL501-W

WV-QJB500-W

WV-AU104

WV-QCN500-W
WV-Q189（ファインシルバー）

WV-Q122A

（i-PRO ホワイト）

WJ-HL316（8 TB : 4 TB×2）

AC100 V

ICKA-124S

WV-QWL500-W

WV-AU108

〈ラックマウント金具 付属〉

HDアナログカメラ駆動ユニット
（4ch対応）

本体希望小売価格

35,000円（税抜）

FDF2305W

EV2116W-A

WV-Q121B（ファインシルバー）

株式会社プラコー製
WV-QSR501-W/WV-Q124用
アタッチメント金具

一体型 カメラ壁取付金具

HDアナログカメラ駆動ユニット
（8ch対応）

カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501-W（i-PRO ホワイト）
オープン価格

写真はWV-QSR501-W

〈2.9倍光学バリフォーカルレンズ〉
〈クリアドームカバー〉

写真はWV-QAT500-W

●WV-QSR501-Wと現地で調達した金具との接合部分に使います。

WV-QSR501-W WV-Q124（シルバー）

屋外ドーム型

23型ワイドカラー液晶モニター

HDアナログディスクレコーダー
H.264 高圧縮技術、
フルHDの高画質で
リアルタイム映像記録

WV-QAT500-W（i-PRO ホワイト）

オープン価格

本体希望小売価格
12,000円（税抜）

モニター

HDアナログディスクレコーダーに接続して
監視・録画（接続するカメラ台数によって選択）

●二重天井などのねじ強度が弱い場所に、
天井裏からのアンカーボルトで支えるための金具です。
※WV-Q105Aを使う場合は屋内設置のみとなります。

AC100 V
●マウスおよびHDMI

ケーブル、VGAケーブルは別売

EIZO株式会社製のモニターです。

カメラ天井埋込金具

●透過率約54%
（注）
低照度の場所では使用
しないでください。

WV-Q177

（セイルホワイト）

9,800 円（税抜）

本体希望小売価格

他社製タイムサーバー

●飾りカバー 仕上がり外形 : φ186

GPSタイムサーバー
カメラ天井埋込金具

WV-Q126A

（セイルホワイト）
本体希望小売価格
24,000円（税抜）

TSV-500GP

WV-AW31L（シルバー）

〈2.9倍光学バリフォーカルレンズ〉

ポール取付金具

カメラ取付金具

WV-Q120A

（シルバーメタリック）
本体希望小売価格

6,700円（税抜）

●配線処理をWV-Q120A内部で
行う場合などに、
ご利用いただけます。
配線結線作業などの高所作業時の安全性を
確保する場合など必要に応じてお使いください。

富士フイルム株式会社製
3メガピクセル バリフォーカルレンズ
（Day&Night対応）

YV2.8x2.8SR4A-SA2L

（ケーブル長約230 mm）

YV3.3x15SR4A-SA2L

（ケーブル長約230 mm）

株式会社タムロン製
メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ
（Day&Night対応）

M13VG288IR
（コネクタ長220 mm）

M13VG850IR
（コネクタ長220 mm）

WV-Q188

●カメラを直接取り付けるか、

（ファインシルバー） （i-PRO ホワイト）
各オープン価格
写真はWV-Q188

コーナー取付金具

WV-Q189

WV-Q120Aを直径80 mmから

WV-QPL500-W

WV-QCN500-W

200 mmの垂直に立てた丸型ポール
に取り付けるときに使用します。

●カメラを直接取り付けるか、

（ファインシルバー）（i-PRO ホワイト）
各オープン価格
写真はWV-Q189

屋内対応・
レンズ別売

屋内ボックス型

WV-AP11

（ホワイト）

WV-Q120Aと一緒に使用して
建物の壁面コーナーに設置できます。

カメラ〜駆動ユニット〜レコーダー間の最大配線距離

カメラ取付台
（天井用） 屋内用

WV-Q180

（銀色メタリック）

本体希望小売価格
10,000円（税抜）

●落下防止ワイヤー付属

カメラ取付台
（壁面用） 屋内用

WV-Q181

（銀色メタリック）

本体希望小売価格
17,000円（税抜）

※カメラの機種によっては上記全てのレンズが対応ではありません。

SN-1010

●飾りカバー 仕上がり外形 : φ245
●昇降機能 : WV-Q126Aは
カメラに合わせて高さ調整が
必要です。

屋外対応

屋外ハウジング一体型

FMタイムサーバー
（PoE対応）

●落下防止ワイヤー付属

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 ◎掲載商品の価格には、消費税、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。
※他社商品については、当社が品質・性能・動作等について保証するものではありません。

HDアナログカメラ
駆動ユニット
HDアナログカメラ
（電源重畳タイプ）

駆動ユニットとレコーダーの間は、
できるだけ短く配線してください。

5C-2V：500 m、3C-2V：300 m

HDアナログディスクレコーダー

オプション取付金具・HDアナログディスクレコーダー 組み合わせ早見表
設置場所に合わせて取付金具を組み合わせてご使用ください。

枠のものは取付金具の組み合わせ時に選択可能なものです。

※色表記の「ファインシルバー/シルバー（銀色）
メタリック/シルバー」は、全て同色の「シルバー」です。
また、
「セイルホワイト/ホワイト/ⅰ-PROホワイト」について詳しくはサポートウェブサイト
（ https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html〈管理番号：C0509〉）
をご覧ください。

外部電源タイプ
屋内対応

［ご注意］
屋内専用カメラを取り付ける場合、
組み合わせた金具は屋内に設置してください。

本体希望小売価格

●飾りカバー

屋内ドーム型

仕上がり外形 : φ186

WV-AF202L

9,800 円（税抜）

カメラ天井埋込金具
WV-Q126A（セイルホワイト）

FDF2305W

H.264 高圧縮技術、
フルHDの高画質でリアルタイム映像記録

（ホワイト）

〈固定焦点レンズ〉
〈クリアドームカバー〉

●飾りカバー
仕上がり外形 : φ245
●昇降機能 : WV-Q126Aは
カメラに合わせて高さ調整が
必要です。

本体希望小売価格
24,000円（税抜）

最大16台のカメラ映像を記録。

WJ-HL316対応
ラックマウント金具

WJ-HL316（8 TB : 4 TB×2）

WV-AF214L

※WV-AF202Lは
関連金具はありません。

WV-Q105A

15,000円（税抜）

（ホワイト）

本体希望小売価格

〈2.9倍光学バリフォーカルレンズ〉
〈スモークドームカバー〉

●二重天井などのねじ強度が弱い場所に、天井裏からのアンカーボルトで支えるための金具です。

WV-QWL500-W

（i-PRO ホワイト）

ポール取付金具

WV-QPL500-W（i-PRO ホワイト）

WV-QJB500-W（i-PRO ホワイト）
各オープン価格

WV-Q188（ファインシルバー）

カメラ壁取付金具

各オープン価格

WV-QWL501-W

（i-PRO ホワイト）
オープン価格

●透過率約54%
（注）
低照度の場所では
使用しないでください。

写真は
WV-QJB500-W

●カメラ壁取付金具と、接続管を使って
屋外配線するときなどに使用します。

カメラ吊り下げ金具

WV-Q122A

（ファインシルバー）
本体希望小売価格

丸型ポールに取り付ける

写真は
WV-QPL500-W

コーナー取付金具

WV-QCN500-W（i-PRO ホワイト）
WV-Q189（ファインシルバー）
各オープン価格

写真は
WV-QCL501-W

（ファインシルバー）

設置できます。

WV-QAT500-W

本体希望小売価格

WV-AW314L（シルバー）

〈2.9倍光学バリフォーカルレンズ〉

ポール取付金具

WV-Q188

（シルバーメタリック）
本体希望小売価格

6,700円（税抜）

●配線処理をWV-Q120A内部で
行う場合などに、
ご利用いただけます。
配線結線作業などの高所作業時の安全性を
確保する場合など必要に応じてお使いください。

富士フイルム株式会社製
3メガピクセル バリフォーカルレンズ
（Day&Night対応）

YV2.8x2.8SR4A-SA2L

（ケーブル長約230 mm）

メガピクセル対応 バリフォーカルレンズ
（Day&Night対応）

M13VG288IR

（コネクタ長220 mm）

M13VG850IR

●カメラを直接取り付けるか、
WV-Q120Aを直径80 mmから

（ファインシルバー） （i-PRO ホワイト）
各オープン価格
写真はWV-Q188

200 mmの垂直に立てた丸型ポール
に取り付けるときに使用します。

コーナー取付金具

WV-Q189

●カメラを直接取り付けるか、

WV-QCN500-W

WV-Q120Aと一緒に使用して

（ファインシルバー）（i-PRO ホワイト）
各オープン価格
写真はWV-Q189

屋内ボックス型

WV-AP114

（ホワイト）

（コネクタ長220 mm）

YV3.3x15SR4A-SA2L

建物の壁面コーナーに設置できます。

カメラ取付台
（天井用） 屋内用

WV-Q180

（銀色メタリック）
本体希望小売価格

10,000円（税抜）

●落下防止ワイヤー付属

カメラ取付台
（壁面用） 屋内用

（ケーブル長約230 mm）

WV-Q181

（銀色メタリック）
本体希望小売価格

※カメラの機種によっては上記全てのレンズが対応ではありません。

17,000円（税抜）

●落下防止ワイヤー付属

カメラ〜レコーダー間の最大配線距離
HDアナログカメラ
（外部電源タイプ）

FDS1903-A

PC

最大4台のカメラ映像を記録。

WJ-HL304（2 TB : 2 TB×1）

〈ACアダプター付属〉

AC100 V
●マウスおよびHDMI

ケーブル、VGAケーブルは別売

１７型カラー液晶モニター

FDS1703-A

5C-2V：500 m、3C-2V：300 m

◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
◎掲載商品の価格には、消費税、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。

FMタイムサーバー
（PoE対応）

SN-1010

EIZO株式会社製のモニターです。

WV-QPL500-W

屋内対応・レンズ別売

株式会社タムロン製

１９型カラー液晶モニター

ケーブル、VGAケーブルは別売

TSV-500GP

金具との接合部分に使います。

WV-Q120A

AC100 V
●マウスおよびHDMI

GPSタイムサーバー

12,000円（税抜）

●WV-QSR501-Wと現地で調達した

カメラ取付金具

ネットワーク

〈ACアダプター付属〉

他社製タイムサーバー

写真は
WV-QAT500-W

WV-Q123A（ファインシルバー）

屋外対応

WJ-HL308（4 TB : 2 TB×2）

FDWX1905W

パイプ取付金具

（i-PRO ホワイト）
オープン価格

屋外ハウジング一体型

最大8台のカメラ映像を記録。

壁面コーナーに
写真はWV-QCN500-W

写真はWV-QSR501-W

１8.5型ワイドカラー液晶モニター
Internet Explorerで
閲覧、操作ができます。

●カメラを建物の

35,000円（税抜）

WV-Q124（シルバー）
本体希望小売価格
18,000円（税抜）

ケーブル、
VGAケーブルは別売

200 mmの垂直に立てた
ときに使用します。

35,000円（税抜）

カメラ天井吊り下げ金具
WV-QCL501-W（i-PRO ホワイト）
オープン価格

本体希望小売価格

（HDMIまたは
RGBアナログ出力1系統）

●直径80 mmから
写真は
WV-QWL501-W

WV-Q121B

WV-QSR501-W

（i-PRO ホワイト）
オープン価格

AC100 V
●マウスおよびHDMI

カメラ取付金具

WV-QJB500-S（シルバー）

オープン価格

EV2116W-A

YBSKG033

カメラ天井直付金具

一体型 カメラ壁取付金具

21.5型フルHD カラー液晶モニター

ラックマウント金具
（１台ラックマウント時）
塗装色 : ソリッドメタリック

屋内ドーム型

23型ワイドカラー液晶モニター

HDアナログディスクレコーダー

屋内対応

カメラ天井埋込金具
WV-Q177（セイルホワイト）

モニター

HDアナログディスクレコーダーに接続して
監視・録画（接続するカメラ台数によって選択）

HDアナログディスクレコーダー

