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イーグルシリーズ

12インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー（Wi-Fi NVR）

WTW-EG2542LHA

IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー 

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 • IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー 

 •録画解像度は最大1080p（265万画素） 

 •※接続するカメラに依存されます 

 •12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵 

 •マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生 

 •USBメモリーでバックアップが可能 

 •カメラタイトル編集に対応 

 • PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 

 •HDMI出力に対応（1920×1080に対応） 

 •USBマウス付属 
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商品名 WTW-EG2542LHA
工事設計認証番号 210-117377

映像

入力 4入力（ネットワーク接続）  ※入力解像度は1080pに対応

出力 1メイン出力（HDMI端子）

ディスプレイ 12インチディスプレイ内蔵  ※ディスプレイ解像度は1024×768
音声入力 マイク付きカメラからの入力

音声出力 HDMI端子×1

システム

SATAデバイス SATA（HDD×1）　※最大4TB
外付けHDD 無

センサー入・出力 無

PTZ 有 ※ネットワークデータ通信制御

USB USB2.0 × 2（横面×2）
※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用

表示

表示フレームレート NTSC ： 120fps
表示解像度 1920×1080 / 1440×900 / 1366×768 / 1024×768
表示モード 1 画面 / 4 分割

録画

映像圧縮 H.264 / H.265
解像度 1280×720（720p） / 1280×960（960p） / 1920×1080（1080p）
録画モード 手動 / モーション / スケジュール

録画フレームレート（NTSC） 最大15fps

再生

画面表示 1画面

画面検索方法 カレンダーからの日時検索

再生時デジタルズーム 有  ※マウスで位置を選択

保存媒体 HDD

ネット
ワーク

インターフェイス 10 / 100 イーサーネット / Wi-Fi内蔵　

検索再生 カレンダーからの日時検索

アプリケーション Windows 7 / 8 / 8.1/ 10
ネットワークソフト IE（インターネットエクスプローラ）

プロトコル TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP
対応携帯電話端末 iPhone / Android 端末

アプリからの遠隔操作
ユーザー数

1ユーザー ※同時接続不可

バック
アップ

インターフェイス USB2.0
ネットワーク 有

バックアップデバイス

USB フラッシュメモリー

録画コーデック設定がH.265の場合、H.265再生に対応するメディア
プレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。

アラーム

モーション録画機能 有

モーションエリア設定 有

モーション感度設定 有

OSD  
& DVR 
Control 

言語 日本語

システムアップグレード USB / ネットワーク操作

操作ボタン マウスでの操作 （基本操作は全てマウスのみとなります。）

本体

材質 アルミニウム・プラスチック

配色 グレー・ブラック

外形寸法 300（W）×234（H）×73（D）mm  ※アンテナ含まず

重量 約1.2kg （HDD 含まず）

動作可能周囲温度 0～40度
動作可能周囲湿度 10～90％　※結露無き状態

消費電力 最大36W
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4 ※ 予告なく形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp  株式会社　塚本無線

IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線カメラ
265万画素無線式（Wi-Fi）・マイク内蔵

WTW-EGR33HEAW

イーグルシリーズ

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •265万画素 IPネットワークカメラ

 •屋外軒下仕様の赤外線カメラ

 •3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け

 •1920×1080（15 fps）の1080p撮影

 •屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ

 •マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能

 •850nm 特殊赤外線 LED 3個搭載

 •赤外線LED掃射距離 最大約20m

 •OSDメニュー操作可能

 •プライバシーマスキング機能搭載

 •モーション検知機能搭載

 •遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

商品名 WTW-EGR33HEAW
工事設計認証番号 210-117167

センサー・
映像出力
性能

撮影素子 265万画素　1/3 CMOS　image　sensor
プロセッサー RISC　CPU　ハードウェア・ビデオ処理および圧縮

映像出力解像度 1920×1080（1080p）
映像出力形式 H.264
映像フレーム数 最大15fps
走査方式 プログレッシブスキャン方式

同期方式 内部同期方式

S/N比 39.1dB

レンズ 
搭載レンズ メガピクセルボードレンズ

焦点距離 3.6mm
ズーム比 水平視野角度 約91度

投光性能

赤外線LED 特殊赤外線 LED 3個　850nm
対応周波数 850nm
赤外線LED照射距離 最大約20m
赤外線LED監視距離 最大約10m
ICR機能 有

最低被写体照度 0Lux ※赤外線LED作動時

インターフ
ェイス

映像出力端子 RJ-45端子

PoE 非対応

映像
調節
性能

設定画面（OSDメニュー） 英語

シャッター速度 Auto
電子感度アップ（DSS） 無

DAY & NIGHT オート / デイ / ナイト

フリッカレス補正 無

ホワイトバランス Auto / indoor / outdoor
ノイズ補正（DNR） 3DNR（1～5段階）

明暗補正（WDR） WDR有（1～5段階）

逆光補正（BLC） 無

コントラスト機能 0～100　※デフォルト設定：50
ブライトネス機能 0～100　※デフォルト設定：50
映像反転機能 上下左右反転可能

モーション機能 無

プライバシーマスク オフ / オン　（4エリア設定可能）

カメラネーム 英数字入力設定可能

ネットワーク

ログイン対応端末 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
視聴・操作アプリ PC：Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載

アクセスセキュリティー ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能

最大接続数 3箇所（画質設定により変動します）

ONVIF 非対応

対応ネットワークプロトコル IP/HTTP/DHCP/DNS

電源・
カメラ
本体・
その他

ケースの色 ホワイト

本体外形寸法 64（W）×110（D）×65（H）mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず

本体重量 約360g　※取付金具を含む

電源 DC12V　※赤外線LED作動時　約560mA
周辺動作温度 -10℃～50℃
付属品 六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ

64 110

65



3003333333333333333333333333333333333333333333333333300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000265RR GG BB
IPC -40° 70°

※ 予告なく形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp  株式会社　塚本無線 3

IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線カメラ
265万画素無線式（WiFi）・寒冷地仕様防犯カメラ

WTW-EGR195FH2

イーグルシリーズ

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •265万画素 IPネットワークカメラ

 •屋外軒下仕様の赤外線カメラ

 •2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載、広角監視から中

 •距離監視向け

 •1920×1080（15 fps）の1080p撮影

 •屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ

 •中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在

 •感があり抑止力を高めます。

 •寒冷地仕様防犯カメラ

 •大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が

 •可能です。

 •ヒーターとファンを搭載し寒冷地および温暖地にて使用可能

 •カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手

 •軽に調節できます
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商品名 WTW-EGR195FH2
工事設計認証番号 210-117167

センサー・映
像出力性能

撮影素子 265万画素　1/3 CMOS　image　sensor
総画素数 1920×1080
プロセッサー RISC　CPU　ハードウェア・ビデオ処理および圧縮

映像出力解像度 265万画素（1920×1080）
映像出力形式 H.264
映像フレーム数 最大15fps
走査方式 プログレッシブスキャン方式

同期方式 内部同期方式

S/N比 39.1dB

レンズ 
搭載レンズ メガピクセルバリフォーカルレンズ

焦点距離 2.8～12mm
ズーム比 水平視野角度 約35～110度

投光性能

赤外線LED 850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
対応周波数 850nm
赤外線LED照射距離 最大約50m
赤外線LED監視距離 最大約25m
ICR機能 有

最低被写体照度 0Lux ※赤外線LED作動時

インターフ
ェイス

映像出力端子 RJ-45端子

PoE 無

映像
調節
性能

設定画面（OSDメニュー） 英語

シャッター速度 Auto 
電子感度アップ（DSS） 無

DAY & NIGHT オート / デイ / ナイト

フリッカレス 無

ホワイトバランス Auto/indoor/outdoor
ノイズ補正（DNR） 3DNR（1～5段階）

WDR 有（1～5段階）

逆光補正 無

コントラスト機能 0～100　※デフォルト設定：50
ブライトネス機能 0～100　※デフォルト設定：50
映像反転機能 上下左右反転可能

モーション機能 無

プライバシーマスク オフ / オン　（4エリア設定可能）

カメラネーム 英数字入力設定可能

ネットワーク

ログイン対応端末 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
視聴・操作アプリ PC：Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載

アクセスセキュリティー ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能

最大接続数 3箇所（画質設定により変動します）

ONVIF 非対応

対応ネットワークプロトコル IP/HTTP/DHCP/DNS

電源・
カメラ
本体・
その他

ケースの色 ガンメタ

本体外形寸法 90（W）×100（H）×167（H）mm ※取付金具含まず 
本体重量 約1.40kg　※取付金具を含む重量 
電源 DC12V　/ 約820mA 　※赤外線LED作動時

FH消費電流
赤外線LED＋ファン作動時　約910mA 
赤外線LED＋ヒーター作動時　最大約1240mA

周辺動作温度 -20℃～55℃
付属品 六角レンチ / ビス・アンカー / 通信アンテナ


