
店舗や資材置き場、
駐車場の監視に最適！

●本機（カメラ）は、防犯を保証する機器ではありません。
ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
●本機は、カメラの被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。
撮影された映像・画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、映像・画像の使用による損害が生じても、
当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
※TS2CC2IVの暗視撮影距離は、約15mです。

TS2CC2

中距離撮影用カメラ

窃盗：約98万1千件/年
内 侵入窃盗：約10万7千件
　　乗り物盗：約37万6千件

１日約2,68０件の被害発生!

出典：警察庁
平成25年の犯罪情勢より（2014年8月発行）

高画質映
像で

しっかり
確認！

店舗周辺や資材置き場、駐車場など、屋外を監視することが
できるネットワークカメラです。
夜間撮影可能な赤外線LEDも搭載しています。
無線LAN対応、PoE対応、寒冷地対応、不可視赤外線LED搭載
と、ラインナップが豊富ですから、様々な環境で設置できます。

有線LAN、無線LAN対応

パソコンでも
スマートフォンでも

iPhone、
Android Phone対応

防じん・防水
（IP66）

撮影距離
（約25m）※（約25m）※

フルHD フルHD 

200万画素
カメラ約 

屋外用 ACアダプター専用

昼間

夜間

撮影イメージ

ＰｏＥ対応
中距離撮影用カメラ 
 TS2CC2POE 

希望小売価格（税別）￥160,000
外観寸法：φ85×318㎜

T4978877149572
本 体

有線LAN ＰｏＥ専用

不可視赤外線LED搭載
中距離撮影用カメラ
 TS2CC2IV

夜間

外観寸法：φ85×318㎜
T4978877192073
本 体
希望小売価格（税別）￥170,000

屋外用屋外用 ヒーター搭載

寒冷地用ＰｏＥ対応
中距離撮影用カメラ
 TS2CC2PH

夜間

外観寸法：φ85×318㎜
T4978877149589
本 体
希望小売価格（税別）￥200,000

有線LAN ＰｏＥ 専用

中距離撮影用カメラ 
 TS2CC2 

オープン価格
外観寸法：φ85×318㎜

T4978877133748
本 体

屋外用 ACアダプター専用
有線LAN、無線LAN対応



MasMartMasMart

設置場所 遠隔地

カメラ映像を常に記録したい
SD画質：DVRまたはNVRを接続する
HD画質：NVRを接続する

マンションの駐輪・駐車場などで使用
カメラ映像を設置場所と遠隔地から監視（アナログカメラ ＋ ネットワークカメラとして使用）

異変を感知したときに
メール通知してほしい

インターネット回線に接続する

外出先からカメラ映像を確認したい
インターネット回線に接続する

（グローバルIPアドレスの割当てが必要）

インターネット

スマートフォン
AC100V

防水BOX

ACコンセント デジタルビデオレコーダー
（DVR）

モニター

モデム
パソコン

ACアダプター

アナログ映像（NTSC）

LANケーブル

ネットワークビデオレコーダー
（NVR）

ルーター

画像はすべてイメージです。

導入事例

カメラの近くで電源供給できない場合におすすめ！　TS2CC2POE / TS2CC2PH

設置場所 設置場所

遠隔地

インターネット

スマートフォン

パソコンルーター
モデム

ルーターモデム

LAN
ケーブル

ネットワークビデオレコーダー
（NVR）※

離れた場所の資材置き場、倉庫などで使用
カメラ映像を遠隔地から監視（ネットワークカメラとして使用）

防水BOX 防水BOX

店舗・自宅などで使用
カメラ映像を設置場所で監視（アナログカメラとして使用）

外出先からカメラ映像
を確認したい
インターネット回線に接続
する
（グローバルIPアドレス
の割当てが必要）

カメラ映像を常に記録
したい
HD画質：NVRを接続する

AC100V

アナログ映像（NTSC）

ACコンセント

ACアダプター

デジタルビデオレコーダー
（DVR）

モニター

AC100V
ACコンセント

ACアダプター

カメラ映像を
常に記録したい
SD画質：DVRを接続
する

※インターネット経由のカメラ録画に対応したNVRが
必要になります。

MasMartMasMartMasMartMasMartMasMartMasMartMasMartMasMartMasMartMasMart

この他にも様々な場所で使用することができます。

設置場所
MasMartMasMartMasMartMasMartMasMart

給電

インターネット パソコン

スマートフォン

デジタルビデオ
レコーダー（DVR）

PoE対応
スイッチングハブ ルーター

モデム

モニター

アナログ
映像

（NTSC）
LAN
ケーブル

遠隔地

LANケーブルで
カメラに給電

ネットワーク
カメラとして
遠隔地から
監視

最大100m※

防水BOX

アナログカメラ
として

設置場所で監視

※カメラとスイッチングハブ
までのLANケーブルの
長さは100mが限界です。



ONVIF(Open Network Video Interface Forum)に対応していま
すから、市販のONVIF対応のネットワーク機器と簡単に接続すること
ができます。

ONVIFに対応

カメラ映像の任意の
エリアを黒く塗りつぶ
すことができますから、
プライバシー配慮や機
密情報の保護に活用
できます。

プライバシーマスクの設定が可能 

カメラ底面の調整部で
ズームとフォーカスを調整
できますから、設置後でも
撮影したい被写体に合わ
せて、画角を調整すること
ができます。

ズームとフォーカスの調整が可能

夜間でも約25m先まで撮影可能な赤
外線LEDを搭載しています。明るさセ
ンサーが周囲の明るさに合わせ自動
で撮影モードを切換えます。

暗視撮影に対応（デイナイト切換え）

人からは見えない不可視な赤外線暗視LEDを搭載していますから、
夜間でも約15mまで撮影できます。

不可視赤外線LEDを搭載（TS2CC2IVのみ）

H.264 映像圧縮方式に対応していますから、高画質・高圧縮で映像
を記録することができます。

H.264 映像圧縮方式に対応

200万画素CMOSセンサーを搭載していますから、最大フルHD
（1920×1080）、30フレーム／秒の高解像度で撮影できます。

高画質映像による撮影 

特長・機能

※写真は、イメージです。

TS2CC2シリーズ（フルHD）
［1920×1080］

従来のアナログ防犯カメラ
［640×480］

フォーカス調整部

ズーム調整部

TS2CC2の底面（拡大）

赤外線LED

アナログ映像出力端子
（NTSC）を搭載してい
ますから、従来のアナ
ログカメラとして使用
できます。ネットワーク
カメラ映像とアナログ
映像の同時出力も可
能です。

アナログ映像出力端子を搭載

アナログ映像出力端子

明るさセンサー

異変感知機能のオン／オフの切換えなどのスケジュール設定ができ
ます。曜日×時間（1時間単位）の設定になります。

スケジュール設定機能を搭載

使用状況に合わせてユーザーアカウントを設定できます。
また、ログイン認証不要で、カメラ映像を公開する使い方もでき
ます。
・管理者権限 ：カメラの設定変更が可能（1ユーザーのみ）
・ゲスト権限 ：映像の確認が可能（最大20ユーザーまで）

ユーザーアカウントの管理が可能

本機のネットワーク接続は、有線LANと無線LAN※に対応しています
から、設置環境に応じて設置方法を選ぶことができます。

有線LAN、無線LAN※の両対応

※TS2CC2、TS2CC2IVのみ対応しています。

※PoE規格は、TS2CC2POEがIEEE802.3af/at、クラス3、
    TS2CC2PHがIEEE802.3at、クラス4です。
※ACアダプターによる給電には対応していません。

PoE給電対応のスイッチングハブなどと接続することにより、LAN
ケーブルの配線だけで通信と受電が可能ですから、電源工事が不要です。
最大100m先まで受電できますから、カメラの近くで電源供給でき
ない場所でも使用可能です。

PoE 受電（TS2CC2POE、TS2CC2PH）

iPhone、Android Phoneから専用アプリでアクセスできます。

スマートフォンからのアクセスに対応

スマートフォン用アプリでできること
● カメラ検索機能
（同一ネットワーク内）
● 静止画保存機能

● 複数台管理機能
● 4分割視聴機能
● microSDHCカード内の画像を確認

ヒーターを搭載していますから、周囲温度⊖20℃までの寒冷地で使
用できます。

寒冷地対応（TS2CC2PH）

TS2CC2シリーズの機能比較表

※周囲温度⊖20℃では、起動してカメラにアクセスできるまでに約3分かかります。

無線LAN機能

電源

使用温度範囲

対応
(IEEE802.11b/g/n)

TS2CC2

ACアダプター専用

⊖10～⊕50°C

非対応

TS2CC2POE

PoE専用
(IEEE802.3af/aｔ)

⊖10～⊕50°C

非対応

暗視撮影用
赤外線LED

搭載
(ピーク波長：850nm)

搭載
(ピーク波長：850nm)

搭載
(ピーク波長：850nm)

TS2CC2PH

PoE専用
(IEEE802.3at)

⊖20～⊕50°C

暗視撮影距離 約25m

対応
(IEEE802.11b/g/n)

ACアダプター専用

⊖10～⊕50°C

搭載
(ピーク波長：940nm)

約15m約25m 約25m

TS2CC2IV

※すべてのONVIF対応機器との接続を保証するものではありません。

※アナログ映像出力端子から出力される映像は、SD画像（480i）となります。

※TS2CC2POE、TS2CC2PHでは
ＡＣアダプター端子を使用しません。

動きの感知エリアを
3か所まで、パソコン
操作で設定できます。

動体感知を行うエリアの設定が可能（最大3か所）

●　本機能は、カメラが撮影した映像内の変化を検出するものです。
●　設置環境や設定条件、被写体の動きや大きさによっては、うまく検出できなかっ
たり、誤った動体感知をすることがあります。

●　常に高い信頼性を求められる監視などの用途では、動体感知機能のご利用は
ご注意ください。

動体感知機能について

（　　　　　　）



規格

※3 パソコンのスタート画面からデスクトップのショートカットを選択して、インターネットエクスプ
ローラーを指定してご使用ください。スタート画面から直接起動するインターネットエクスプ
ローラーは、ActiveXに対応していないため、本機（カメラ）の映像を見ることができません。

※1 TS2CC2、TS2CC2IVのみ
※2 SanDisk、Transcend、Kingstonのclass10を推奨

OS
Windows®XP（32bit版）、Windows Vista®（32bit版）、
Windows®7（64bit/32bit版）、Windows®8（64bit/32bit版）、
Windows®8.1（64bit/32bit版）
Internet Explorer®8/9（32bit版）/10※3（64bit/32bit版）/
11※3（64bit/32bit版）：ただし、モダンUIには非対応

iPhone
Android

iOS 5.0～ 8.3
Android4.0～ 4.2

使用環境
●本機（カメラ）にネットワークカメラとして外出先からアクセスして使
用するには、常時接続でき、グローバルIPアドレスが使用できるイン
ターネット環境、ダイナミックDNSサービスへの登録が必要です。
●録画した動画ファイルの再生のために、別途ソフトウェアのインス
トールが必要になる場合があります。
●本機（カメラ）の設定・接続に使用するパソコンには、以下の使用環
境が必要です。

●Windows®RT、Mac OS、Linuxなどには対応しておりません。
●スマートフォンの対応OSには、以下の使用環境が必要です。
  （2015年5月現在）

本体

撮像素子

画素数

撮影画角

撮影照度

走査方式

暗視撮影距離

ワイドダイナミックレンジ
シャッター速度
カラー/白黒切換

無線LANアンテナ※1

無線LAN伝送方式※1

無線LAN規格※1

無線LAN周波数範囲/チャンネル※1

無線LANデータ転送速度※1

無線LAN接続方式※1

無線LAN認証方式※1

無線LANセキュリティー※1

有線LAN
画像解像度

画像調整

ストリーミング

映像・画像記録
映像・画像記録形式
動画記録時間

動体感知

感知動作

プライバシーマスク

時刻表示

テキスト表示（OSD機能）

映像・画像圧縮形式

項目 規格 項目 規格
ビデオビットレート調整
セキュリティー保護
同時接続数
ログ
システムアップデート

1/2.7インチ カラーCMOSセンサー
約200万画素
水平 24～98°、垂直 14～52°
（バリフォーカルレンズ 3.6～16mm ＠F1.2）
※画角は、被写体までの距離に応じて変化します。

カラー ：0.1Lux （IR OFF、AGC ON）
白黒 ：0Lux （IR ON、AGC ON）
プログレッシブ
TS2CC2、TS2CC2POE、TS2CC2PH：25m
TS2CC2IV：15m

ON/OFF
1/30、1/50、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000
1～40Lux/5～50Lux

空間ストリーム(1×1)

SISO-OFDM、OFDM、DSSS

IEEE802.11b/g/n
2.412～2.472GHz / ch.1～13

IEEE802.11b：1～11Mbps
IEEE802.11g：6～54Mbps
IEEE802.11n：6.5～72.2Mbps

インフラストラクチャー、アドホック
Open system、Shared key

WPA2-PSK（TKIP/AES）、WPA-PSK（TKIP/AES）、WEP（64bit/128bit）

10/100Base-T

1920×1080、1280×720、640×480、320×240、176×144
明るさ、コントラスト、色合い、彩度、シャープネス、シャッタースピード、
ゲインコントロール、ホワイトバランス、デジタルワイドダイナミックレンジ、
上下反転、左右反転、ノイズリダクション、デイナイトモード
3ストリーム（同時配信）
動画、静止画 （microSDHCカードへ記録）

AVI、MJPEG、JPEG （microSDHCカードへ記録）
感知前0～5秒、感知後0～５、10秒
全画面感知、エリア感知（3エリア）
（動体感知、IPチェック、スケジュール、外部入力トリガー、ネットワーク機能の停止）
E-mail送信（最大3アドレス、最大64文字）、microSDHCカード記録、
NAS、FTP、外部接点出力
エリアマスク（3エリア）

ON/OFF （NTP自動取得、PC連動、サマータイム設定）

ON/OFF

H.264、MPEG4、MJPEG、JPEG

CBR、VBR
パスワード、アドレスフィルタリング、HTTPS
最大10接続
システム、動体感知、外部入出力
あり

ACアダプター （TS2CC2、TS2CC2IV）
項目 規格

1次電圧

出力電圧

使用温度範囲

外観寸法

質量（重量）

AC100V　50・60Hz

DC12V

⊖10～⊕50℃

33（H）×61（W）×105（D）mm
（突起部含まず、コード長：AC側 約0.5m、DC側 約1.8m）

約270g

取扱説明書やファームウェアに関する最新情報は、
マスプロホームページをご確認ください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/ts2cc2/

Webブラウザー

HTTP、HTTPS、SNTP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、
RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、
UPnP、3GPP、SAMBA、Bonjour

推奨PCハードウェア
SDカード※2

映像出力（画角調整用）

90%以下（結露しないこと）使用湿度範囲

φ85×318mm
約1.2kg

外観寸法
質量（重量）

IP66防じん防水性能

使用温度範囲

対応プロトコル

マイク端子（ピンク色）

スピーカー端子（緑色）

トリガー入力（DI） ：オープン/ショート
トリガー出力（DO） ：0V/5V（Low Active）外部接点入出力・初期化端子

マイク入力：φ3.5mmミニジャック（3極）、プラグインパワー方式
 モノラルマイク対応（2V給電）インピーダンス10kΩ

オーディオ出力：φ3.5mmミニジャック（3極）、
 モノラル出力（LRショート）インピーダンス8Ω

TS2CC2、TS2CC2POE、TS2CC2IV：⊖10～⊕50℃
TS2CC2PH：⊖20～⊕50℃（周囲温度⊖20℃では、起動して
　　　　　　 カメラにアクセスできるまでに約3分かかります）

電源

消費電力

TS2CC2、TS2CC2IV：DC12V (ACアダプター駆動)
TS2CC2POE ：PoE（IEEE802.3af/at）クラス3
TS2CC2PH ：PoE（IEEE802.3at）クラス4
TS2CC2
暗視ライトOFF時 ：5.0W
暗視ライトON時 ：8.9W
TS2CC2POE
暗視ライトOFF時 ：4.0W
暗視ライトON時 ：6.1W
TS2CC2PH
暗視ライトOFF時 ：4.5W（ヒーターOFF）、15W（ヒーターON）
暗視ライトON時  ：7.2W（ヒーターOFF）、17W（ヒーターON）
TS2CC2IV
暗視ライトOFF時 ：5.0W
暗視ライトON時 ：9.6W

Intel®Dual Core 2.53GHz以上、RAM 1024MB以上、ビデオカード128MB以上
microSDHCカード（4～32GB、クラス4以上）
NTSC（BNC-J）

●Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer®は、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
●iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●Safariは、米国Apple Inc.の商標または登録商標です。
●GoogleおよびGoogleロゴ、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
●Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
●microSDHC、microSDHCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
●ONVIFは、ONVIF Inc.の商標です。
●その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  

環境負荷物質を抑止
　特定有害物質使用規制（RoHS指令）対応

B・
55-L340

このカタログは2015年5月現在の内容です。

価格、 在庫状況に関するお問合わせは、全国支店・営業所へ


