● 本体前部
電源プラグ
（口金径 E26）

開閉ダイヤル

型名

PIC-360

イメージセンサー

1/2.7”

角度調整

自動 / 手動（パン角：360°チルト角：30°）

動画コーデック

H.264、MJPEG

暗号化方式

256 ビット暗号化

解像度

FHD、HD、VGA、QVGA

200 万画素

CMOS センサー

R

フレームレート

最大 1920 x 1080 ：30fps

動作ランプ
（青色 LED）

無線 LAN

Wi-Fi 802.11 b/g/n

動作ランプ
（緑色 LED）

ネットワーク
プロトコル

TCP/IP、UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、
DHCP、NTP、WPS

microSD カード録画

最大容量 32GB、転送速度：CLASS4 以上

赤外線 LED
（8 個）

2x2 MIMO

録画時間：約 45 分 /1GB（解像度［1080Ｐ］の場合）
※映像の種類・解像度により録画時間は異なります

ライトセンサー
カメラ

デイ・ナイトフィルター

白色 LED
（6 個）

モーションセンサー
（前方１個）

● 本体後部

ファイル転送プロトコル：SMB/CIFS

対応 OS バージョン

iOS：7.0 以降

電源

ＡＣ100V 〜 240V
消費電力：7.2 W（AC 100 V 時）

動作環境

温度：0 〜 35°C（屋内使用限定）

重量・寸法

390 ｇ

360°

Android：4.1 以降

360°オートトラッキング／「動き」「音」「顔」3 種類のアラート検知機能

人物やペットの動きに反応して
カメラが自動で追いかけます

210 ｍｍ

モーションセンサー
（後方 2 個）

NAS 録画

● 開閉ダイヤル内

100 ｍｍ

安心の技適認証品
マイクロ USB
ケーブル

microSD カード
スロット

100 ｍｍ

208-150117

配線工事不要
電球ソケットに差し込むだけ

●本製品にスマートフォン・タブレットは付属されていません。
●本製品は有線 LAN には対応しておりません。
●本製品は、防塵・防水仕様ではありません。屋外・ほこり・水・砂などの多い
場所での使用はしないでください。

マイクロ USB
端子

●本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体の
プライバシー、肖像権などを考慮したうえで行ってください。

WPS
（かんたん接続）
ボタン

リセットボタン

●本製品は、ご利用いただくネットワークの状態や接続されている機器の状態に
より、映像・音声が途切れたり、検知機能等が働かない場合があります。どの
ような状態であっても動作を 100% 保証するものではありません。本製品を
ご利用いただいた結果発生した、いかなる損害に対しても当社では一切の責任
を負いかねますのでご了承ください。

フル HD クラウドサービス
月額 US$9.99 で 30 日分
月額 US$14.99 で 365 日分
録画データを保存

お問い合わせ先

株式会社ダブリュー・ビィ・ジャパン
〒141-0032 東京都品川区大崎 4-22-55 ダブリュービィビル
Tel: 03-5759-5668 Fax: 03-5759-5657 E-Mail: info@wb-japan.co.jp
URL: http://www.wb-japan.co.jp/
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●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。Apple、Apple のロゴは、米国および他の国々で登録された 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。

スマートフォン・タブレットで
いつでもどこでも確認・操作できます

●Android、Google Play（旧アンドロイドマーケット）および Google Play ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
●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および登録商標です。本文中で R および C マークを表示しておりません。
●本製品を使用中に万が一、関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

※ インターネットに接続する必要があります。

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
Rev. 1.3

3 種類のアラート検知
「動き」「音」「顔」を検知してスマホ・タブレットに通知

双方向同時通話
ライブ映像を見ながら、相手と同時に会話できます。

タイムライン機能

かんたん設定

タイムライン画面をスワイプするだけで
microSD 内の録画データを簡単プレイバック

アプリを起動して QR コードをカメラに見せるだけ！
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待ってるよ〜
元気にしてるよ〜
2016-06-10 10:34:55
スキップ
06/10 09:00

06/10 10:00

06/10 11:00

ライブビュー

専用アプリ
専

06/10 12:00

Amaryllo

今から行くね

Security Robot That Can Talk, Hear, Detect Faces, 360°Auto Track, and Link to Google Services

被写体を検知して自動追尾、双方向同時通話もできるロボットカメラ
ご利用イメージ
クラウドに録画データを保存。外出先でも映像を確認
クラウド

Wi-Fi
スマホ・タブレット
インターネット
カメラ

360°オートトラッキング

リアルタイム通知

256 ビット暗号化対応

高感度モーションセンサー（3 個）で監視。検知対象を
自動追尾します。

アラート検知するとすぐに、スマホに静止画を通知します。

堅固な暗号化方式で大事なデータの情報漏れを防ぎます。

2 メガピクセルカメラ／フル HD 動画
プライバシーモード

映像品質の自動調整

最大フル HD（1920x1080px）品質の動画性能。

アイコンをタップするだけで録画やアラート検知を一時
停止。

デジタル 4 倍ズーム

カメラとスマホ間の通信品質に応じて、カメラが最適な
解像度（360p/480p/720p/1080p）を自動選択します。

Wi-Fi ルーター
PC（FireFox、Chrome）

侵入者アラーム
LAN 上のサーバーに録画データを保存することも可能
スマホ・タブレット

Wi-Fi

ミュージックプレイヤー
microSD に録音した MP3 音源を高音質で再生できます。

インターネット

LAN
カメラ

警告アラームを鳴らすなど、侵入者を威嚇・撃退します。

ブロックエリア／アクティブゾーン機能

Wi-Fi ルーター
SMB/CIFS サーバー
PC（FireFox、Chrome）

※ 複数台カメラの設置や、スマホ・PC の追加も可能です。

タッチ操作ひとつで、アラート検知する／しないエリアを
設定。

画面をピンチアウトしてズーム調整できます。

パン／チルト操作

ビューワー機能
ビューワー（非管理者）権限でパソコンでも映像を確認。

画面をスワイプしてカメラの方向を遠隔操作。

かんたん取り付け

デイ／ナイト機能

電球ソケット（口金 26E）に差し込むだけ。クリップ
ライトやライティングバーなどへも設置できます。

夜間撮影可能。赤外線 LED（8 個）で暗い場所もバッチリ。

白色 LED（6 個）搭載
夜間のアラート検知に対応して威嚇点灯可能。

クラウドサービス
フル HD 品質で録画データを保存できる専用のクラウド
サービスを利用可。（クラウドサービスの登録には、クレ
ジットカード番号の入力が必要となります。）

