
IPネットワークカメラ製品カタログ

IPネットワークカメラ

おかげさまで
Viewla 万台



店舗や倉庫の複数台を一元管理、視聴できる！

Viewlaシリーズのかんたん設置・安心サポートは
そのままに、シーンに合わせてお選びいただけます。
カメラ映像はスマホ・タブレット・Windowsパソコンから
いつでもどこからでも視聴できます。

ワイド
パン・チルト

ワイドパン・チルト IPネットワークカメラ

200万
画素

高画質

130度
最大画角ワイドアングルフルHD IPネットワークカメラ

NEW



容量

2TB
縦・横置き
両対応！

最長

50m
2個
セット

デイ&ナイトメガピクセル IPネットワークカメラ

■Viewlaアクセサリ

サ イ ズ：H168×W45×D138ｍｍ(本体のみ、突起部分を除く）
重　　さ：約1.1kg(本体のみ)
電　　源：AC100V-120(付属電源ケーブルは日本専用) 50/60Hz
設置場所：屋内

：PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
：5.5φ×２.1φ（センター +）
：DC12V
：1A
：通電時に点灯
：W58×D25×H19（突起部含まず）2個
：ー10℃ ～ 60℃

：50m（PoEポートとPoEポートに
   接続されるLANケーブル長） 
：IPC-07w、IPC-06HD、
   IPC-16w（1ヶのみ使用）
：10Mbps/100Mbps
：Cat5、Cat5e
：RJ-45モジュラーコネクター

＊商品画質初期設定（1.2Mbps）の録画期間の目安。（カメラ1台、容量2TB）

およそ120日間※6

LAN DISK for Viewla NAS-02/2.0TB
NAS-02/2.0 PoE-12VⅡ

Viewla向け高速読込モデル。
長期録画に最適！

LANケーブルで給電できる
Viewla専用PoE給電アダプター

電源と通信をLANケーブル一本に集約。カメラ設置で天井など取
りにくい場所でも電気工事が必要なく、かんたんに設置できます。
PoE間を接続するLANケーブルは、最長50mまで使用できます。

最大伝送距離
 
対 応 機 種

伝 送 速 度
適合LANケーブル
適合コネクター

インターフェイス
電源受給DCプラグ
入 出 力 電 圧
入 出 力 電 流
L E D 表 示
寸 法
動 作 条 件

毎日の安心、見守りに。取り付け簡単！

オールインワン IPネットワークカメラ
パン・
チルト

PIR
センサー

PIR
センサー

※08w、09wにはご使用いただけません。
100万画素モデル

およそ   50日間※6200万画素モデル



●Viewlaシリーズ視聴アプリや月々の使用料は
　かかりません。

充実した無料サービス!

かんたんさがスゴイ！

サポートがうれしい！

実績が安心の証 6万台突破！

Viewlaが信頼される3つのポイント！

Viewlaシリーズ ルーター

高価

安価
一般 ビジネス

インターネット スマートフォン
タブレット、Windowsパソコン

見る
カメラIDと視聴用パスワード

インストール
無料アプリをインストール

つなぐ
Viewlaシリーズとルーターをつなぐ

接続から視聴まで３ステップ！ 数分もあれば視聴できます。

安価でありながら高機能！ ビジネスシーンで活躍しています。

●接続に必要なのは、インターネット環境※1とカメラID・視聴用パスワードのみです。

サポートサービス料
※通話料はお客様負担となります。

サーバー使用料

映像・音声通信費

アプリ使用料

すべて

無料

スマホ、タブレットからデモカメラ映像をご覧いただけます。
1.QRコードから無料アプリをインストール 2.カメラリストの［＋］をタップ

11111111

3.〈手動入力〉の空欄にお好みの名前、
　下記のカメラＩＤ、視聴用パスワードを
　ご登録後［OK］をタップ

IPC-06HDIPC-07w
カメラID

機種名

パスワード

004072214002214121

●通信環境により接続が不安定になることがあります。

タップ

タップ

iPad
mCamViewHD

iPhone
Viewla

Viewla画面 mCamViewHD画面

Android
Viewla

ソリッドカメラの安心サポート

ＦＡＱ
問題解決に役立つよくあるご質問を掲載。

トラブルシューティング
接続のトラブルに関する対処法を掲載。

アプリやサポートツール
アプリ、説明書などの資料を無償で
ダウンロードできます。

電話
電話にてサポートいたします。

メール
メールにてサポートいたします。

※電話サポートには、製品のカメラIDが
必要です。お問い合わせ前に付属のカメラ
ID・パスワードカードをご確認ください。

当社製品をご購入のお客様に、安心してご利用いただける
ようプラスαのサポート体制で、快適なビューラライフの提
供を目指します。ご質問・接続トラブルなどのお問合せは、
ソリッドカメラ専門スタッフと分かりやすいホームページに
お任せください。

※写真はイメージです。

ポイント！

1

ポイント！

2

ポイント！

3



■主な機能

●人や物の動きを検知すると、自動的に
   内蔵スピーカーからアラームを鳴らします。

●スマートフォンなら、アラームボタンを
   押すことでアラームを鳴らすこともできます。

スピーカーアラーム アラームを
鳴らす

動体検知機能
映像内の動きや変化を検出します。
検出後に録画を開始することができます。

お知らせメール
センサー検出後に写真付きメール通知やプッシュ
通知でその場の状況をお知らせします。

PIRセンサーで約7m範囲の動く人体（発熱体）を検
出します。検出後に録画を開始することができます。

PIRセンサー機能※3

カメラに内蔵のスピーカーを利用することで、カメラ側へ話しかけることができます。
侵入者への警告・威嚇にも効果を発揮します。

音声の双方向機能※4

microSDカードやNASに繰り返し、録画・再生ができます。録画映像はタブレット、
スマホやWindowsパソコンから遠隔操作で視聴できます。

録画・再生※5

メガピクセルだから4倍デジタル
ズームでも高画質です。

100万画素

＊100万画素の設定の場合は有線接続で光通信回線をご利用ください。

＊200万画素の設定の場合は有線接続で光通信回線をご利用ください。

※1：カメラ接続するインターネット回線は光回線（FTTH）を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダー契約が必要です。安定的に映像をご覧いただくためには、100万画素のカメラは8Mbps以上推奨。定額通信契約を推奨します。
※2：無線接続の場合は、無線ルーターが必要です。無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。
※3：PIRセンサーは気温と検知対象の温度が近い場合、正常に感知できない場合があります。
※4：音声の受信と発信は、同時に行えません。どちらか片方のみ通信できる仕様です。
※5：microSDカードやNASは別途ご購入ください。録画機能は、映像内容やカメラの設定状況により録画容量は変動します。また、通信環境や録画媒体の耐久性能によっては、正常に動作しない場合があります。
　　 録画媒体は消耗品のため、運用に合わせて定期的に交換するようにしてください。裏面の「録画上のご注意」もお読みください。
※6：2017年5月現在のリリースファームウェアの場合
※7：カメラの前に金属等表面光沢がある物がある場合、正確に気温を測定できない場合があります。

●最大64GBまで対応
●Class10以上推奨

microSDカード
カメラの取付口に差し込みます。

フルハイビジョンで130度広角レンズが広範囲をカバーします。
200万画素 ＋ 広角レンズ

デイ＆ナイト機能
2つのレンズで一日中映し
出すことができます。
夜間は自動で赤外線レン
ズに切り替わります。

昼間用レンズ 夜間用赤外線レンズ

録画・再生もスマホからできる便利な機能。

約7m
PIRセンサー 写真付きメール配信

設置場所の温度をお知らせします。

赤外線温度計※7

NAS（ネットワークハードディスク）長期保存録画向け

microSDカード短期保存録画向け

LAN DISK for Viewla NAS-02/2.0TB
NAS-02/2.0

Viewla向け高速読込モデル。長期録画に最適！

WPS WPS

WPS機能
ワンタッチで
自動Wi-Fi設定

カメラのパン・チルト機能で広範囲をカバー！
上下左右に見たいところへカメラを遠隔操作できます。

遠隔操作機能

IPC-08w IPC-07w

水平視野
180°

水平視野
340°

垂直視野
90°垂直視野

130°

ルーター

■Viewlaシリーズ接続イメージ図

インターネット

外出先や事務所から遠隔カメラ操作

視聴 操作 録画
再生

IPC-08wIPC-09w IPC-07w

IPC-06HD

フロア、レジ、リビングなど屋内用

NAS-02/2.0

ルーターViewlaシリーズ

スマートフォン
タブレット、Windowsパソコン

対応機種 IPC-07w、08w

対応機種 IPC-09w

対応機種 IPC-06HD、07w、08w

対応機種 IPC-06HD、07w

対応機種 IPC-06HD、07w

＊商品画質初期設定（1.2Mbps）の録画期間の目安。（カメラ1台、容量2TB）

＊商品画質初期設定（256kbps）の録画期間の目安。（カメラ1台、容量64GB）

およそ20日間※6100万画素モデル

およそ10日間※6200万画素モデル

およそ120日間※6100万画素モデル

およそ   50日間※6200万画素モデル

66度レンズ 130度広角レンズ

■66度レンズと130度広角レンズの比較イメージ



SC002

〈ご使用いただく前にご確認ください〉

快適にカメラ映像を視聴するためには
下記インターネット環境が必要です。

■屋内用カメラは、室外での使用や水洗いはしないでください。
■屋内用カメラは、水滴や塵埃のかかる状態や湿度の高いところで使
用しないでください。（対応環境：温度0～50℃、湿度20～80%）

■油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
■分解、改造はしないでください。
■周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
■付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また、電源アダ
プターを加工しないでください。

■Viewlaシリーズの電源アダプターは屋内専用です。屋外では使用
しないでください。

インターネット環境ご確認 録画上のご注意

http://www.solidcamera.net/
◎いろんな使い方をやさしくご紹介！ ホームページもご覧ください。

ソリッドカメラ

■本製品は防犯用途を目的とした製品ではありません。また、介護や
見守り、医療などの専用カメラではありません。これらを目的とした
製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■本製品は有線・無線通信を利用した製品であるため、通信環境によ
り意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事
件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

■本製品の録画機能は、通信環境や録画媒体の耐久性能によって、意
図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事
故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。

インターネット回線は光回線(FTTH)推奨

上り回線速度は8Mbps以上推奨

定額通信契約を推奨

無線をご利用の場合は無線ルーターが必要

安全上のご注意 警告 注意

●製品の仕様および、外観を予告なく変更することがあります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●「iPhone」「iPad」は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。
●「iOS」は、米国および他国におけるCisco社の登録商標です。●「AndroidTM」は、Google Inc.の登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●リーフレットの掲載内容を無断転用を禁じます。

販売元

ソリッド株式会社
〒541-0042  大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号  MID今橋ビル5階

接続方式

接　続

無線インターフェース

イメージセンサー

レンズ

音　声

映像圧縮形式

光感度

解像度

フレームレート

記録媒体

対応OS

動作条件

カメラ本体サイズ

重　量

電　力

設置場所

H117×W80×D75mm（本体のみ）

280g（本体のみ）

DC5V/1.5A

H120×W91×D100mm（本体のみ）

350g（本体のみ）

DC12V/1A

H100×W65×D21mm（本体のみ）

130g（ブラケット含む）

DC12V/1A

H116×W57×D31mm（本体のみ）

126g（本体のみ）

DC5V/1.5A

屋内

0～50℃、湿度20～80％RH（結露無きこと、防滴・防塵なし）

microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS

パソコンOS：Windows（36台同時視聴）、スマートフォン・タブレット：iOS、Android（1台視聴）、iPad：iOS（6台同時視聴）

入力：マイク内蔵
出力：スピーカー内蔵

入力：マイク内蔵、出力：スピーカー内蔵
外部スピーカー用3.5㎜ステレオミニジャック搭載

1/4”CMOS 100万画素1/ 2.7“ CMOS  200万画素

P2P通信

有線LAN、無線LAN

H.264

赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）

30fpsまで可能

ノーマルモード時：1280×800、1024×768、640×480、320×240
モバイルモード時：1024×768、640×400、480×360、320×240

IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n

遠隔から上下左右に操作可能な
パン・チルト機能対応
暗闇でもハッキリ映像が見られる
デイ＆ナイト機能対応
人体検知センサーの熱感知による自動録画、
メール通知、アラーム機能
動体検知による自動録画、メール通知、
アラーム機能
現地の映像を記録に残す録画＆
スナップショット機能

現地の音声を聞くことができる機能

視聴側からカメラ側に話しかけることが
できる双方向音声機能
カメラ複数台の映像を同時視聴できる
再生画面の分割表示機能
最大4倍まで映像拡大できる
デジタルズーム機能
ワンタッチでWi-Fi設定可能な
WPS機能

無線・有線LAN接続は全機種対応

侵入者の威嚇に効果的な
スピーカーアラーム機能
天井設置の際に必要な180°映像反転できる
ビデオフリップ機能

現地の温度が確認できる赤外線温度計内蔵

IPC-09w IPC-07w IPC-06HDIPC-08w

フルハイビジョン200万画素対応

100万画素対応

130度広角レンズ

機能・仕様

■Viewlaシリーズ機能・仕様

デイ＆ナイトセパレートレンズ、3.3㎜、
F2.8、最大画角：66°

固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞

デイ＆ナイトセパレートレンズ、3.3㎜、
F2.8、最大画角：66°

固定アイリス、フォーカス範囲：30㎝～∞

単眼、2.8㎜、
F1.8、最大画角：130°

固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞

デイ＆ナイトセパレートレンズ、3.3㎜、
F2.8、最大画角：66°

固定アイリス、フォーカス範囲：30㎝～∞

ノーマルモード時：1920×1080、1280×720、
　　　　　　　　640×360
モバイルモード時：1280×720、640×360
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