
カメラ 
1台の場合

micro SD カード容量

256GB 200GB 128GB 64GB 32GB 16GB 8GB

HD 280時間 218時間 139時間 69時間 34時間 17時間 8時間

FULL 
HD 181時間 141時間 90時間 45時間 22時間 11時間 5時間

カメラ 
4台の場合

micro SD カード容量

256GB 200GB 128GB 64GB 32GB 16GB 8GB

HD 74時間 58時間 37時間 18時間 9時間 4時間 2時間

FULL 
HD 60時間 47時間 30時間 15時間 7時間 3時間 1時間

カメラ部共通（ 、 、 ）

イメージセンサー １／ インチ センサー　 万画素

有効画素数   

撮影距離 約 ～∞

撮影画角 水平：約

撮影照度 ０ 以上（白黒撮影）

赤外線照射距離 最長約 ※

防じん防水性能 （軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします）

赤外線人感センサー 検知距離　約７（検知角　約 ）※

内蔵マイク あり

無線 
通信

使用周波数帯域 （ ～ ｚ）

変調方式 、

スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式（ ）

データレート

映像方式

通信距離 最長 ｍ（見通しがよく、電波の妨害のない環境において）※

カメラ電源ケーブル長 約 ｍ

使用温度範囲 ⊖ ～⊕ ℃

電源 ９（ アダプター）

消費電力 （赤外線点灯時）

外観寸法  ｍｍ

質量（重量） 約

モニター部（ ） モニター部（ ）

モニター　 ７インチモニター インチモニター 

タッチパネル 加圧式 静電式

カメラ接続台数 最大４台　（４台同時録画可能）

録画保存 ｍ メモリーカード（市販品）（最大 ）（クラス 以上）
外付け （最大 ）

録画解像度  （  ）／ （ ）

録画モード モーション検知、スケジュール、マニュアル

上書録画 可能（ ／ ）：４台同時録画可能

再生方式 本体モニター、スマートフォン、タブレット

内蔵バッテリー リチウムイオン（ ）

充電時間／使用時間 約 時間／約 時間（外付け なし）

端子 対応（バスパワー最大 ）

ミニ端子 タイプ   対応（ 入力対応のテレビなどが必要）

防じん防水性能 なし（非防水）

使用温度範囲 ０～⊕ ℃

電源 （ アダプター）

消費電力 （ ：充電中）

外観寸法 ｍｍ ｍｍ

質量（重量） 約 約

対応スマートフォン・タブレット

対応 以降　 以降
（ 、 まで動作確認済）

専用アプリ

付属品

●カメラ用 アダプター １（コード約 ｍ、 ）
●モニター用 アダプター １（コード約 ｍ、 ）
●カメラ用アンテナ １ ●六角レンチ １（カメラ角度調整用） ●ねじ３
● ケーブル（約 ） ●アンカー ３（カメラ固定用）
●取扱説明書（保証書付）１







カメラ 
1台の場合

micro SD カード容量

256GB 200GB 128GB 64GB 32GB 16GB 8GB

HD 280時間 218時間 139時間 69時間 34時間 17時間 8時間

FULL 
HD 181時間 141時間 90時間 45時間 22時間 11時間 5時間

カメラ 
4台の場合

micro SD カード容量

256GB 200GB 128GB 64GB 32GB 16GB 8GB

HD 74時間 58時間 37時間 18時間 9時間 4時間 2時間

FULL 
HD 60時間 47時間 30時間 15時間 7時間 3時間 1時間

カメラ部共通（WHC7M2、WHC10M2、WHC7M2-C）

イメージセンサー １／2.7インチCMOSセンサー　200万画素

有効画素数  H×V 1920×1080

撮影距離 約1.5m～∞

撮影画角 水平：約90°

撮影照度 ０Lux以上（白黒撮影）

赤外線照射距離 最長約10m※1

防じん防水性能 IP66（軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします）

赤外線人感センサー 検知距離　約７m（検知角　約90°）※2

内蔵マイク あり

無線 
通信

使用周波数帯域 2.4GHz（2400～2484MHｚ）

変調方式 GFSK、FHSS

スペクトラム拡散 周波数ホッピング方式（FHSS）

データレート 6Mbps

映像方式 H.264

通信距離 最長300ｍ（見通しがよく、電波の妨害のない環境において）※3

カメラ電源ケーブル長 約3.2ｍ

使用温度範囲 ⊖10～⊕50℃

電源 DC９V（ACアダプター）

消費電力 8W（赤外線点灯時）

外観寸法  H×W×D 66×127.5×62ｍｍ

質量（重量） 約460g

モニター部（WHC7M2） モニター部（WHC10M2）

モニター　H×V ７インチモニター 1024×600 10.1インチモニター 1024×600

タッチパネル 加圧式 静電式

カメラ接続台数 最大４台　（４台同時録画可能）

録画保存 ｍicroSDHC/microSDXCメモリーカード（市販品）（最大256GB）（クラス10以上）
USB外付けHDD（最大2TB）

録画解像度  H×V 1920×1080（Full HD）／1280×720（HD）

録画モード モーション検知、スケジュール、マニュアル

上書録画 可能（ON／OFF）：４台同時録画可能

再生方式 本体モニター、スマートフォン、タブレット

内蔵バッテリー リチウムイオン（4,400mAh）

充電時間／使用時間 約6時間／約4時間（外付けHDDなし）

USB端子 USB2.0対応（バスパワー最大500mA）

HDMIミニ端子 タイプC  Ver1.4対応（1080i/720p入力対応のテレビなどが必要）

防じん防水性能 なし（非防水）

使用温度範囲 ０～⊕40℃

電源 DC5V（ACアダプター）

消費電力 7W（12W：充電中）

外観寸法 H×W×D 130×198×52ｍｍ 175×265×65ｍｍ

質量（重量） 約450g 約700g

対応スマートフォン・タブレット

対応OS
iOS6.0以降　Android4.0以降

（iOS10.3、Android6.0まで動作確認済）

専用アプリ iHomeCam

付属品

●カメラ用ACアダプター×１（コード約1.8ｍ、DC9V）
●モニター用ACアダプター×１（コード約1.4ｍ、DC5V）
●カメラ用アンテナ×１ ●六角レンチ×１（カメラ角度調整用） ●ねじ×３
●LANケーブル（約1.5m）×1 ●アンカー×３（カメラ固定用）
●取扱説明書（保証書付）×１


