ネットワークカメラ

ご活用例
病院・老人ホーム・幼稚園・託児所・小中高校

飲食店・レンタルショップ・アミューズメント施設

施設の主要な場所を、事務室などで一括監視することができ事故
の予防や早期発見など、迅速な対応ができます。
出入り口を離れた場所で監視し、不審者等を早期発見し侵入を未
然に防止できます。
侵入者などの異常をメール通知することや自動録画することで、
施設内の安全性を強化することができます。
家族などに限定し、指定した時間帯の映像を公開することで施設
の透明性安全性をアピールできます。

自宅・マンション・オフィスビル・駐車場・倉庫
心配な一人暮らしの父母、また祖父母の様子をいつでも、どこか
らでも映像で確認することができます。
自宅の防犯用カメラとして設置することができます。旅行等で長
期間留守にする場合でも、どこからでも映像を見ることができま
す。また動くものを自動検知してメールで知らせてくれます。
マンションなどの入り口・駐車場にカメラを設置することで、防
犯カメラとして使用でき、侵入やいたずらを未然に防ぐ効果が得ら
れます。
１台のパソコンで最大10台のカメラを同時に表示・モニタリン
グができ、管理室などで集中的に管理できます。

RCC-7100WP
アールアイジャパン株式会社

新製品

１台のパソコンで最大10台のカメラ映像を同時に表示・モニタ
リングができ、離れた場所からでも店内の状況、従業員の接客等が
リアルタイムで確認でき、サービスの向上、業務の効率化を図るこ
とができます。
期間・曜日・時間を指定して録画することができ、店舗のセキュ
リティの向上や万引き等の防止に役立ちます。
商品の陳列や補充状況など、店内のさまざまな場所をリアルタイ
ムに確認することで、快適な売場の維持ができ、お客様へのより良
いサービス提供につながります。
映像を複数箇所に配信することができ、模範店舗の店舗管理や接
客術を各店舗で共有し、マーケティングの向上に活用することがで
きます。

塾・パソコン教室・英会話教室・各種セミナー
受講風景を確認してもらうことで、教室のPRやイメージアップ
ができ、入会や参加を促進することができます。
映像を録画することができ、録画映像を使って勉強会や反省会な
どに活用することができます。
離れた場所で教室の状況を把握することができ、生徒や講師に的
確な指導をすることができます。

製品仕様
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ネットワークカメラ・RCC-7100WP
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当カメラの設置やご利用につきましては、お客様の責任で被写体のプライバシー、
及び肖像権などを考慮の上、ご利用ください。
※視聴ソフトウェアは、弊社製品のカメラ専用に開発しています。
類似のカメラが多数ありますので、ご注意ください。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
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多機能HD画質、防水屋外設置可能
屋内・屋外兼用固定IPネットワークカメラが新登場。

高画質100万画素
無線LAN対応
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アールアイジャパン株式会社
http://www.rijapan.co.jp
この製品についてのお問い合わせは

0120-688-843

受付時間 10：00〜12：00／13：00〜17：00
（土・日・祝日を除く）

赤外線暗視機能
動体検知機能

屋内・屋外
兼用
microSD/microSDXC
メモリーカード

64
GB
対応

防塵・防水仕様
（IP67）

防水

防塵・防水規格
IP67

ネットワークカメラ

RCC-7100WP

いつでも、どこでも

microSD/microSDXC
メモリーカード

防水

64
GB
対応

離れた場所 を映像で確認

カンタン設定のネットワークカメラ

防塵・防水規格
IP67

インターネットを利用して、どこからでもリアルタイムでモニタリング

多 彩な 機 能も充 実 、操 作も簡 単
高画質100万画素

玄関

マンション

パソコン

赤外線暗視機能

100万画素の高画質だけでなく、日中はIR-CUTフィルターが赤外
線をカットするため、より鮮明な画像を見ることができます。

夜間や暗い 環 境でも自動 的
にIR照明が点灯し、モノクロ
映像で確認できます。

インターネット
庭

工場

スマートフォン
※画像は夜間撮影時のイメージです。

RCC-7100WP
駐車場

P2P（Peer to Peer）方式を採用

録画機能

※サーバー使用料は不要です。

店内

タブレット

外出先から、カメラの 映像 を
いつでも確認することができます。

P2P
(Peer to Peer)
方式とは

●基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するた
めサーバー使用料が不要です。
●固定IPアドレスを設定せず簡単に接続することができ
ます。

※固定IP環境の場合は、カメラにIPアドレスを割り振る必要があります。

●基本的にはサーバーを介さずに端末間で通信するた
め安定した通信が可能です。
●サーバーから情報が漏れる心配がありません。

インストール

RCC-7100WPをインターネットに接続

カメラ管理ソフトをインストール

※カメラはレンズの向きを確認して置くだけ、工
事は不要です。
※カメラ側のパソコンは、設置時に簡単な設定
のみ、以後は不要です。

スマートフォンはWEBからダウンロード

有線接続だけでなく無線LANにも対応しています。LAN配線が難
しい場所でも電源さえあれば簡単に設置することが可能です。
無線LAN
有線LAN
ルーター

映像を見る
IDとパスワードを設定して、
パソコン・スマートフォンで
ライブ映像を確認

撮影した映像や画像は、環境やお好みに合わせて、パソコン･カメラ
のmicroSD/microSDXCメモリーカードに録画、保存することが
できます。
※音声は録音されません。

無線LAN対応

インターネット

簡単設定、カメラ映像を簡単確認

カメラ接続

※画像はイメージです。

防塵・防水仕様（IP67） 屋内・屋外兼用

※画像は合成です。

動体検知機能
撮影中のカメラ映像の変化を検知したときに、自動でスナップショ
ットを撮影してPCやスマートフォンにメール送信し、異常を通知す
ることができます。

防塵・防水規格IP67に対応し、屋内だけでなく屋外にも設置する
ことができます。

microSDXCメモリーカード64GB対応
ブラウザからの確認

スマートフォン

有線LAN

カメラの設定変更や録画データの確認もおこなえます。

インターネット
無線LAN

ルーター
パソコン

RCC-7100WP

タブレット

その他機能

アラーム通知機能

警告音※を発したり、FTPサーバーへ画像のアップロー
ドも可能。

高圧縮率H.264

高圧縮だから映像の記録に必要な容量が小さくても大丈夫。

明度、彩度など細かい画質設定機能

設置環境に合わせて、より良い画質で確認することがで
きます。

ズーム機能

デジタルズーム4〜10倍搭載。カメラのすぐ近くの被写体
から遠くの被写体まで、しっかりモニタリングできます。
※警告音はパソコンから鳴ります。

