
防犯には心理作戦で…

防犯カラーカメラ
防犯モノクロカメラ
ダミーカメラ

近年多発する犯罪。そんな日本において、日頃から防犯意識を持つこ
とが大切です。ちょっとしたスキにつけ込まれる前に。
被害遭遇の抑止効果の見込める防犯カメラで、犯罪の事前防止を！！

監視カメラ型
カメラと一目でわかるタイプで犯罪心理を抑制。

ドーム型
一見カメラと気付かれないタイプで周りの雰囲気を損ねません。

形状タイプで選ぶ

防犯カラーカメラ型／防犯モノクロカメラ型
カメラで捉えた映像をカラーかモノクロどちらで確認するか。カラー
はもちろん、モノクロタイプでもCCDカメラ搭載で鮮明画像です。

撮像タイプで選ぶ

BNCケーブル採用、高画質タイプ
BNCケーブルは端子の形状が、引っ張っても抜けない構造で接続後
も安定して使用でき、業務用途にも使用できるタイプです。

360度エリア焦点タイプ
死角をなくした、3軸360度エリアで取付後も調整が可能です。天
井・壁面どちらにつけても撮影できます。

集音マイク機能付きタイプ
カメラにはマイクが内蔵されていて、映像と同時に音声でも状況を確
認できます。

機能特徴タイプで選ぶ

創業80年の歴史を有する手堅いメーカー。既存の製品やマーケットにこだわることなく、自由な発想で常に新分野への挑戦。真面
目な職人気質でモノ作りに取り組んでいます。センサーを中心とする同社防犯用品はアルビクスブランドで販売中。

株式会社本宏製作所アルビクス事業部メーカー紹介メーカー紹介
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テレビ接続タイプ　カラーカメラ 集音マイク付

短時間でかんたん接続&取付け。
テレビにつなぐだけですぐに使えます。

●カメラがとらえた映像を、ご家庭用のテレビに映し出すことができます。
●外の様子が気になれば映像を切り換えてすぐに確認。安心がぐっと近づきます。
●短時間でかんたん接続&取付け。お手持ちのテレビにケーブルをつなぐだけですぐに使える便利な
監視カメラ。
●映像と音声を同時に確認。カメラにはマイクが内蔵されていますので、映像と同時に音声でも状
況を確認できます。周囲の音をとれる集音マイク付き。
●半屋外設置可能。直接雨のかからない場所なら屋外にも取付可能です。
●配線距離は最長41mまで。別売りの延長ケーブルをご使用いただくと最長約41mまで延長して
配線できます。
●カラー&高画質25万画素CCD搭載。●天井・壁面取付可能。

オプテックス　
カラー防犯カメラ　JHO-200C
お申込
番　号

●使用電源：AC100（専用ACアダプタ・LS-A7568-ADT）●消費電力：5VA●信号方
式：NTSC●撮像素子：1/4インチ CCDカラー●有効画素数：約25万画素●マイク：コ
ンデンサマイクロホン●サイズ：（外寸）W290×H94×D212mm（内寸）W87×
H102×D105mm●重量：（本体）約190g（総重量）1600g

S23-2411 メーカー
標準価格 38,000円（税別）

テレビ接続タイプ　カラーカメラ
ご家庭の防犯に。業務用の防犯に。
高画質を実現するカラーCCDを採用！

●高画質CCDの採用で業務用カメラとして使用
できます。
また、付属のBNC-RCA変換プラグをTVのビ
デオ端子に取り付け、BNCケーブル（AS-
031、AS-032：別売）を接続すれば、ご家
庭のアルビクステレビで簡単に映せます。
●作動中は正面の赤いLEDランプが点滅します。

本宏製作所
防犯カメラ・レインボー　AS-028
お申込
番　号

●使用電源：ACアダプタ（12V/500mA）〔付属〕●商品サイズ：
W80×H220×D130mm

※ただし、ハウ
ジング使用の
場合に限ります。

S23-4321 メーカー
標準価格 29,800円（税別）

デルカテック　
カラー式ドーム形防犯カメラ　
SC-2
お申込
番　号

●使用電源：専用ACアダプタPA-12-6〔付属〕●サイズ：（外寸）W270×
H310×D148（内寸）88φ×D86.5mm

S23-3231 メーカー
標準価格 39,800円（税別）

●防犯カメラ・ゼブ
ラ／レインボーを
玄関等の軒下に設
置する為のハウジ
ングです。

●防犯カメラ・ゼブ
ラ／レインボーを
屋外に設置する為
の防滴・防塵タイ
プのハウジングで
す。

本宏製作所アルビクス
防犯カメラ／ハウジング 軒下タイプ　
AS-036
お申込
番　号

●サイズ：W90×H75×D250mm●重量：368g

S23-4331 メーカー
標準価格 3,980円（税別）

本宏製作所アルビクス
防犯カメラ／ハウジング
防滴・防塵タイプ　AS-037
お申込
番　号

●サイズ：W90×H100×D270mm●重量：1,244g

S23-4332 メーカー
標準価格 6,980円（税別）

お申込
番　号 S23-2851
メーカー
標準価格 3,600円（税別）

テレビ接続タイプ　ドーム形カラーカメラ
かんたん設置！専用コード（20m）を
ご家庭のテレビにつなぐだけ！

防犯以外の用途にも！！

延長するときは…

●専用コード（20m）でご家庭のカメラにつなぐだけ！簡単設置の防犯カメラ。
●死角を無くした3軸360度エリアで焦点調整ができます。●薄暗い所でも撮影可能。
●複合レンズ有効画素数25万画素CCD（カラー式）カメラ搭載！●電源コード1.8m

・本体・ACアダプタ・取付ネジ
・スリーブ
・接続ケーブル（約20m）
・コード固定バンド
・防犯カメラ設置シール

セット内容

・本体・ACアダプタ
・取付ネジ
・接続ケーブル（20m）

セット内容

延長ケーブル（約20m）CA-10

・本体・ACアダプタ・取付ネジ
・RCA-BNC変換プラグ
・ダミーアンテナ作動中
シール

セット内容

有
線
式
防
犯
カ
メ
ラ
・
周
辺
機
器

防
犯
カ
ラ
ー
カ
メ
ラ

本宏製作所アルビクス
ＢＮＣケーブル＆ケーブルコネクター
（BNC中継アダプタ）AS-039
お申込
番　号

●サイズ：11φ×32.5mm●重量：6g

S23-4621 メーカー
標準価格 780円（税別）

ケーブル延長時の
信号減衰を最小限に抑えた
高品位アダプタ。

威圧感のある存在が
犯罪の抑止に！！

●BNCケーブル同士を延長する
のに使用します。

半屋外
設置用

雨の直接かから
ない場所なら屋
外にも取付可能。

防犯シール付属

LED�
ランプ�

映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー�

映像素子�
1/4インチ�
CCDカラー�

25万�
画素�

25万�
画素�

防犯カメラ作動中
シール付属！

AS-028を屋外に設置する場合は、
ハウジングでカメラを保護して下さい。

軒下タイプ 防滴・防塵タイプ

・本体・スタンド
・取付ネジ

セット内容

・本体・スタンド
・取付ネジ

セット内容

ゼブラ・レインボー用映像ケーブル
●防犯カメラ/ゼブラ・
レインボー用映像ケーブル

本宏製作所アルビクス
BNCケーブル10ｍ　AS-031
お申込
番　号

●重量：390g

S23-4521 メーカー
標準価格 2,480円（税別）

ＢＮＣケーブル20ｍ　AS-032
お申込
番　号

●重量：770g

S23-4522 メーカー
標準価格 3,480円（税別）

必要なものが全て揃ったオールインワンパッケージ

カメラの角度調整は、上下・左右回転できます。

必要なものが全て揃った
オールインワンパッケージ
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専用コードで家庭のテレビに
つなぐだけ！！

モノクロカメラシステム・延長ケーブル・ＶＣ-10専用　5インチ小型モノクロモニター
店内や屋外の駐車場、離れた場所を
映像と音で確認できるカメラシステム。

●配線工事は不要、取付け簡単。接続ケーブル（約20m）でカメラとモニターを接続するだけです
ぐに使用できます。カメラは最大2台まで接続できます。
●映像と音声を同時に確認。カメラにはマイクが内蔵されていますので、映像と同時に音声でも状
況を確認できます。
●音声が確認できる集音マイク機能付き。
●配線距離は最長41mまで。別売りの延長ケーブルをご使用いただくと
最長約41mまで延長して配線できます。
●コンパクトなデザインで建物の外観を損ないません。●天井・壁面取付可能。

●小型白黒カメラと専用モニターをケーブルでつなぐだけのシンプルな
カメラシステム。
●店内や屋外の駐車場など、離れた場所の状況を映像と音で確認できます。

オプテックス
白黒防犯カメラ VC-10
お申込
番　号

●使用電源：専用モニター（VM-10）より供給●消費電力：5VA●撮像素子：1/3インチ
CCD 白黒●信号方式：EIA●有効画素数：約25万画素●サイズ：（外寸）W290×
H94×D195（内寸）W87×H102×D105mm●重量：（本体）約190g（総重量）
1600g

電源は専用モニターVC-10から供給

S23-2331 メーカー
標準価格 25,000円（税別）

モノクロカメラ
高画質CCDの採用で鮮明画像を実現。
ＢＮＣケーブル採用で業務用カメラにも。
●BNC-RCA変換コネクタ付属でテレビ、ビデオの
外部入力端子に接続可能。
●作動中は正面の赤いLEDランプが点滅します。
●ご家庭の防犯に。
●業務用の防犯にも最適。

本宏製作所アルビクス
防犯カメラ・ゼブラ AS-027
お申込
番　号

●使用電源：ACアダプタ（12V/500mA）〔付属〕●撮影素子：1/3
インチCCD白黒●信号方式：EIA●有効画素数：約25万画素●サイ
ズ：W80×H220×D130mm●重量：250g

S23-4211 メーカー
標準価格 18,800円（税別）

業務用モニターに最適12インチ白黒モニター。
耐久性に優れ、常時監視に威力を発揮。
●常時監視が必要な業務用モニターとして最適。
●12インチ白黒CRT管●BNC-1入力、1出力

本宏製作所アルビクス
防犯モニター・ゼブラ12 AS-030
お申込
番　号

●使用電源：AC100V〔付属〕●サイズ：W310×H310×D310mm
●重量：8500g

S23-4111 メーカー
標準価格 35,000円（税別）

オプテックス
白黒防犯モニター VM-10
お申込
番　号

●使用電源：専用ACアダプター〔付属〕●ブラウン管：5インチ 白黒●サイ
ズ：（外寸）W259× H238× D195（内寸）W156× H142×
D227mm●重量：（本体）約1210g（総重量）2300g

S23-2421 メーカー
標準価格 20,000円（税別）

●防犯カメラ・ゼブラ／レイン
ボーを玄関等の軒下に設置
する為のハウジングです。

●防犯カメラ・ゼブラ／レイン
ボーを屋外に設置する為の
防滴・防塵タイプのハウジン
グです。

AS-027を屋外に設置する場合は、
ハウジングでカメラを保護して下さい。

本宏製作所アルビクス
防犯カメラ／ハウジング 軒下タイプ　AS-036
お申込
番　号

●サイズ：W90×H75×D250mm●重量：368g

S23-4331 メーカー
標準価格 3,980円（税別）

防犯カメラ／ハウジング
防滴・防塵タイプ　AS-037
お申込
番　号

●サイズ：W90×H100×D270mm●重量：1,244g

S23-4332 メーカー
標準価格 6,980円（税別）

お申込
番　号 S23-2851
メーカー
標準価格 3,600円（税別）

2台のカメラを交互に切り換えて監視。
離れた場所を映像と音で確認できます。
●2台のカメラ映像を交互に切り換えるシーケンシャル機能。カメラを2台接続した場合には、シ
ーケンシャル機能によって映像を交互に（約2秒～20秒間隔）確認することができます。

●5インチ小型モニター

■撮影距離と画面に映る大きさ�

1m3m5m

延長ケーブル（約20m）CA-10

LED�
ランプ�

25万�
画素�

映像素子�
1/3インチ�
CCDカラー�

半屋外
設置用

雨の直接かから
ない場所なら屋
外にも取付可能。

有
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式
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※ただし、ハウ
ジング使用の
場合に限る。

本宏製作所アルビクス
ＢＮＣケーブル＆ケーブルコネクター
（BNC中継アダプタ）AS-039
お申込
番　号

●サイズ：11φ×32.5mm●重量：6g

S23-4621 メーカー
標準価格 780円（税別）

ケーブル延長時の
信号減衰を最小限に抑えた
高品位アダプタ。
●BNCケーブル同士を延長する
のに使用します。

防犯シール付属

・本体・ACアダプタ・取付ネジ
・RCA-BNC変換プラグ
・ダミーアンテナ・シール

セット内容

軒下タイプ 防滴・防塵タイプ

カメラの角度調整は、上下・左右回転できます。

・本体・変換プラグ・取付ネジ・スリーブ
・接続ケーブル（約20m）
・コード固定バンド・防犯カメラ設置シール

セット内容

店舗�

映像素子�
1/3インチ�
CCDカラー�

25万�
画素�

店舗�

防犯カメラ作動中
シール付属！

ゼブラ・レインボー用映像ケーブル
●防犯カメラ/ゼブラ・
レインボー用映像ケーブル

本宏製作所アルビクス
BNCケーブル10ｍ　AS-031
お申込
番　号

●重量：390g

S23-4521 メーカー
標準価格 2,480円（税別）

ＢＮＣケーブル20ｍ　AS-032
お申込
番　号

●重量：770g

S23-4522 メーカー
標準価格 3,480円（税別）

延長するときは…
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ダミーカメラ
本格的なカメラ筐体使用のダミーカメラ！

●カメラを内蔵したDELCATECの防犯カメ
ラSCシリーズの筐体使用で、本物と見分け
がつかないダミーカメラです。
●赤色LEDランプ付で夜間の警戒にも対応！
●既存のSCシリーズと組み合わせればより一
層の防犯抑止効果が望めます。

デルカテック
ダミードームカメラ CAM-500
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池2個（テスト用付属）●電池寿命：（LED）
連続点灯 約1年●サイズ：（外寸）W176×H210×D102mm（内寸）
88φ×86.5mm

S23-3311 メーカー
標準価格 3,000円（税別）

テレビ接続タイプ　ドーム形モノクロカメラ

死角をなくした3軸360度の視野。
設置しにくい場所にも取付け可能！

TVにつなげる、モノクロカメラ。 専用コードで家庭のテレビに
つなぐだけ！！

防犯・監視目的以外に、赤ちゃんや介護の必要な
方を他の部屋から確認したり、昆虫や植物の観察
撮影にも利用可能です。

●防犯カメラを設置しにくい場所にも取付け可能です！
●専用コード（20m）で接続するだけの簡単配線！
●死角を無くした3軸360度エリアで焦点調整ができます。
●薄暗い所でも撮影可能。
●複合レンズ有効画素数25万画素CCD（モノクロ式）カメラ
搭載！
●電源コード1.8m

デルカテック
モノクロ式ドーム形防犯カメラ　
SC-1
お申込
番　号

●使用電源：専用ACアダプタPA-12-6使用〔付属〕●電源コード：1.8m
●サイズ：（外寸）W270×H310×D148mm（内寸）88φ×86.5mm

S23-3211 メーカー
標準価格 24,800円（税別）

本宏製作所アルビクス
防犯カメラ・ダミー　AS-026
お申込
番　号

●使用電源：単3アルカリ乾電池LR6 2個〔別売〕又は、専用ACアダ
プタ〔別売〕（AS-043）●サイズ：W80×H220×D130mm●重
量：約220g

S23-4411 メーカー
標準価格 2,780円（税別）

本宏製作所
ＡＣアダプター AS-043
お申込
番　号 S23-4711 メーカー

標準価格 980円（税別）

ダミーカメラ
●防犯カメラ／ゼブラ、ALVIXレ
インボーと同一ハウジングを使
用。

●本物そっくりで、ダミーとはわ
かりません。

●本物との複合設置でより経済的
に。

●ダミーのみの設置でも防犯セ
キュリティ効果抜群。

●防犯カメラダミー
AS-026専用

防犯カメラダミー専用
ACアダプター

同メーカーの本物のカメラに、ダミーカメラを組み合わ
せることで、設置費用が軽減されるうえ、防犯効果アッ
プも期待できます。

電源は単3アルカリ乾電池
（別売）、又は専用ACアダプ
タAS-043（別売）のいずれ
かをお選び下さい。

例えば2台のうち1台をダミーカメラにした場合�

本物2台設置に比べると、�

　メーカー標準価格  29,800円�

�

カラーカメラ　AS-028�
�

ダミーカメラ　AS-026�

�
　メーカー標準価格      2,780円�

　メーカー標準価格  39,800円�
�

カラーカメラ　SC-2

ダミーカメラ　CAM-500�

�
　メーカー標準価格      3,000円�

36,800円�
本物2台設置に比べると、�

27,020円�
お得！�お得！� お得！�お得！�

アダプターの使用により、電池交換などの手
間を省き、電池切れの心配がなくなります。

ダミーカメラを併用し、

2倍の犯罪防止力！
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・本体・ACアダプタ・取付ネジ
・接続ケーブル（20m）

セット内容

・本体・スタンド
・ダミーケーブル
・ダミーアンテナ
・取付ネジ
・作動中シール

セット内容

・本体
・単3アルカリ乾電池
2本（テスト用）
・取付ネジ

セット内容
電池（別売）または下のACアダプター（別売）を
使用することにより、赤いLEDランプが点滅し、
作動中ように見せます。

映像素子�
1/3インチ�
CCDモノクロ�

25万�
画素�

店舗�

テスト�
電池付�

LED�
ランプ�

店舗�

防犯カメラ作動中
シール付属！

LED�
ランプ�


