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安心をひとつのシステムに。
カメラと録画が一体化したシステム

パトロッチ®
p a t r o l + w a t c h

※「パトロッチ」は株式会社店舗プランニングの登録商標です（登録第5857103号）
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製品に関するお問い合わせ
弊社代理店/販売店までお問い合わせください。
販売店がご不明の場合は、「お客様相談室」までお問い合わせください。

03-3378-4901店舗プランニング　お客様相談室
受付時間 平日10:00～18:00　土・日・祝・当社休業日を除く

公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員

※本カタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するもので

はございません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
※本カタログに掲載の写真、文章、イラスト等の無断転載、複製、転用を固く禁じます。

は、防犯機器の安心マークです。



セット内容
● カメラ
● ジャンクションボックス
● micro SD カード（64GB×2枚）
● GPS

● アクセスポイント
● ブレーカー
● バッテリー
● 取扱説明書

製品仕様 
全体仕様

カメラ

防塵・防水性能
入力電源
消費電力

バッテリー
（オプション）

動作保証温度 /湿度
イメージ

レンズ

IR機能

ビデオ

出力容量
充電時間
使用可能時間

イメージセンサー
走査方式
総画素数
解像度
最低被写体照度
焦点距離/光学ズーム
画角
フォーカスコントロール
赤外線LED
最大照射距離
イメージ
プロセッシング

IP66
AC100-220V 50/60Hz
最大55W

（カメラ本体＋GPS＋Wi-Fiアクセスポイント＋バッテリー装着時）
70W
4時間
1A（IR OFF） 7時間
3A（IR ON） 1.5時間
-20℃～ 50℃ / 85％RH以下
1/3インチ CMOS
プログレッシブ
2010×1108
1080p, 720p, 640×352
白黒 : 0ルクス（IR On）, カラー : 0.5ルクス
2.8 ～ 12mm, Motorized, F1.4 / 4.2倍
91°～ 28°（H） / 67.5°～ 21.2°（V）
オートフォーカス
4個
30ｍ
WDR（30fps）/3D DNR/DIS, 
デイナイト（Auto/B&W/Off） 
オートホワイトバランス, ノイズフィルター（Off/On） 
ブライトネス/コントラスト/シャープネス/
AGCゲインコントロール, レンズタイプ （DC/Manual）,
シャッター （Manual/Auto） , 水平・垂直フリップ, 
感度アップレベル、フリッカーレス

H.264/ MJPEG（同時デュアルストリーム）
4 ヶ所
単一の場合、最大30fps @ 2M
フレームレート制御/帯域制御/ CBR/ VBR
有り
IEEE 802 .11n/11a/11b / 11g
2.4GHz（2,412 ～ 2,472MHz）
2.4GHz帯：1 ～ 13ch
IEEE 802.11n（2.4GHz）：最大300Mbps
IEEE 802.11g：最大54Mbps
IEEE 802 .11b：最大11Mbps
WPS1.0
月差1秒以内
有り
±75̊
±50̊
138（幅）×110（高さ）×320（長さ）mm / 約1.7kg
190（幅）×280（高さ）×188（奥行き）mm / 約3kg
アルミダイキャスト
ABS
ステンレス
ステンレス
製品本体(カメラハウジング、ジャンクションボックス）、
CD-ROM（閲覧用ソフトウェア「TP-Viewer」、取扱説明書）、
トルクスレンチ、ステンレスバンド（250 ～ 330ｍｍ*)
韓国

カメラ

ジャンク
ション
ボックス

ブラケット

寸法 / 重量

材質

その他

*127 ～ 250mm未満または331mm以上のポール径に設置の際は、別途ステンレスバン
ドをご用意ください。

ハウジング
アクセス
ポイント

GPS
ブレーカー（オプション）
調整範囲

ハウジング
ジャンクションボックス
ハウジング
ジャンクションボックス
ポールマウントブラケット
カメラブラケット
製品同梱品

原産国

ビデオエンコーディング
プライバシーマスク
ストリーミング
帯域幅管理
ハウジング内ファン
無線LAN規格
周波数
チャンネル
伝送速度（理論値）

設定方法
時間精度

左右（パン）
上下（チルト）

全国各地の商店街・団地等で続々設置中！全国各地の商店街・団地等で続々設置中！全国各地の商店街・団地等で続々設置中！

街頭防犯以外にも･･･
● インフラの構築が難しい案件
● DVR設置が難しい案件
● 配線工事が困難な物件
● 簡易的に防犯監視が可能な環境　などにも最適です！

■設置事例：仙台駅東口エリア地区防犯カメラ事業
仙台駅東活性化連絡協議会と各町内会、及び仙台市による「仙台駅
東口エリア地区防犯カメラ事業」において、「パトロッチ PW-1000」
が20台設置されました。
工事初日には、テレビ局の取材も行われました。

Q. 解像度を変えることができますか？
A. 可能です。1080p、720p、640×352の3段階に変えられます。

Q. 設置可能なポール径は？
A. 付属のステンレスバンドでは250mm～330mmの範囲のポール

径で使用可能です。127～250mm未満または331mm以上のポ
ール径に設置の際は、別途ステンレスバンドをご用意ください。

Q. ビスは全て特殊ネジになっていますか？
A. カメラハウジング部分は特殊ねじ、ジャンクションボックス部分の

ネジは接着加工してあります。

Q. システム障害が発生したときにリセット機能はありますか？
A. ウォッチドッグ機能が搭載されています。

録画時間表

■ セット内容

デモ映像はこちらから！

昼 間 夜 間

このような防犯アイテムもございます。
「防犯カメラ録画・作動中」のステッカー
ステッカーをカメラと一緒に設置することで更な
る防犯効果が期待できます。
看板やステッカーは、場所に合わせてコメント、デ
ザイン、材質等を変更することも可能です。

■ 専用ビューアー

Motorizedレンズ搭載
ピントの自動調整とズームの調整が可能
レンズ：2.8～12mm

死活LED搭載
録画エラーの目視確認が可能
点灯：正常、点滅：異常、消灯：録画不能 

IP66規格対応
豪雨でも浸水の恐れがない防水規格 ステンレスバンド採用

127～355mmの範囲のポール径で使用可能

特殊ネジ採用
いたずら防止に、カメラハウジング開閉部に
特殊ネジを採用

鍵取付用穴
鍵の取り付けが可能

カメラハウジング内部

MicroSDカードスロット
1スロット最大64GB×２スロット
ミラーリングまたは容量拡張で使用可
能（最大128GB）

店舗プランニングオリジナル製品・録画一体型監視カメラ
「パトロッチ® PW-1000」好評発売中！
「パトロッチ」は、「パトロール・ウォッチ」という意味で、24時間365日休まず監視します。
「地域の安全は自分たちで守る」という意識を高め、
犯罪の起きにくい社会づくりの一翼を担うものとして開発しました。
また、インフラの構築が難しいDVRの設置場所がない等の案件でも役立ちます。
是非一度ご検討ください。

安心をひとつのシステムに。
カメラと録画機能が一体化したシステム

パトロッチ®
p a t r o l + w a t c h  p w - 1 0 0 0

■ パトロッチ® PW-1000　各部の特長

ジャンクションボックス内部

アクセスポイント
無線による録画データの
バックアップが可能

GPS
時刻同期が可能

鍵取付用穴
鍵の取り付けが可能です。

ブレーカー（オプション）
電源の遮断・機器の電気的保護

バッテリー（オプション）
最大7時間駆動（IR OFF時）

※「パトロッチ」は株式会社店舗プランニングの登録商標です（登録第5857103号）。
※日本防犯設備協会　優良防犯機器認定制度（RBSS）認定番号：17021501-A18373

公益財団法人 日本防犯設備協会の

RBSS（優良防犯機器認定）を
取得いたしました！

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安心・安全に寄与することを
目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定す
ることにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。
認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSS のロゴマークを表示することができます。

電源の準備のみでOK!
一体型でかんたん設置＆移設
設置・取り外し、カメラの移設も楽々。
電源が用意できる場所であれば設置可能です。

高解像度での録画も可能。
赤外線付カメラで夜間も安心！
高解像度（1080p）での録画が可能です。
赤外線照射距離は最大 30m。 
昼夜問わず鮮明な映像が記録されます。

バッテリー内蔵。
不意な停電でも監視が継続可能！
災害時、不意な停電の際も、内蔵バッテリーを使って
継続的な監視・記録ができます。

GPSやWifiルータで
更に便利に。
停電時に役立つバッテリーや、
時刻同期用のGPS、
録画データを取り出す際に便利なWifiルータ付。

ポイント

1
ポイント

2

ポイント

3
ポイント

4

*128GB使用時の日数
※表はあくまで目安です。保存日数を保証するものではありません。実際の録画時間は撮影環境に

より前後いたします。

VBR 1920ｘ1080 1fps 3fps 5fps 10fps 15fps 30fps
kbit/s 94 299 400 666 1135 1733

日数（日）* 131.3 41.6 31.1 18.7 10.9 7.2
kbit/s 113 320 488 944 1515 2184

日数（日）* 109.8 38.7 25.4 13.2 8.2 5.7
kbit/s 181 465 693 1273 1720 2580

日数（日）* 68.4 26.7 17.9 9.8 7.2 4.8
kbit/s 195 557 958 2007 2184 3563

日数（日）* 63.7 22.3 13 6.2 5.7 3.5
kbit/s 225 697 983 2034 2539 5406

日数（日）* 55.2 17.8 12.6 6.1 4.9 2.3

lowest

low

normal

high

highest
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※日本防犯設備協会　優良防犯機器認定制度（RBSS）認定番号：17021501-A18373

公益財団法人 日本防犯設備協会の

RBSS（優良防犯機器認定）を
取得いたしました！

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安心・安全に寄与することを
目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定す
ることにより、優良な防犯機器の開発及び普及の促進を図る自主認定制度です。
認定を受けた「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークである、RBSS のロゴマークを表示することができます。

電源の準備のみでOK!
一体型でかんたん設置＆移設
設置・取り外し、カメラの移設も楽々。
電源が用意できる場所であれば設置可能です。

高解像度での録画も可能。
赤外線付カメラで夜間も安心！
高解像度（1080p）での録画が可能です。
赤外線照射距離は最大 30m。 
昼夜問わず鮮明な映像が記録されます。

バッテリー内蔵。
不意な停電でも監視が継続可能！
災害時、不意な停電の際も、内蔵バッテリーを使って
継続的な監視・記録ができます。

GPSやWifiルータで
更に便利に。
停電時に役立つバッテリーや、
時刻同期用のGPS、
録画データを取り出す際に便利なWifiルータ付。

ポイント

1
ポイント

2

ポイント

3
ポイント

4

*128GB使用時の日数
※表はあくまで目安です。保存日数を保証するものではありません。実際の録画時間は撮影環境に

より前後いたします。

VBR 1920ｘ1080 1fps 3fps 5fps 10fps 15fps 30fps
kbit/s 94 299 400 666 1135 1733

日数（日）* 131.3 41.6 31.1 18.7 10.9 7.2
kbit/s 113 320 488 944 1515 2184

日数（日）* 109.8 38.7 25.4 13.2 8.2 5.7
kbit/s 181 465 693 1273 1720 2580

日数（日）* 68.4 26.7 17.9 9.8 7.2 4.8
kbit/s 195 557 958 2007 2184 3563

日数（日）* 63.7 22.3 13 6.2 5.7 3.5
kbit/s 225 697 983 2034 2539 5406

日数（日）* 55.2 17.8 12.6 6.1 4.9 2.3

lowest

low

normal

high

highest
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安心をひとつのシステムに。
カメラと録画が一体化したシステム

パトロッチ®
p a t r o l + w a t c h

※「パトロッチ」は株式会社店舗プランニングの登録商標です（登録第5857103号）
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〒151-0061
東京都渋谷区初台1-46-3　シモモトビル2F
電話：03-3378-4901  ファックス：03-3378-4906

〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉3-3-21 上杉NSビル6F
電話：022-217-6921  ファックス：022-217-6923

〒451-0045
愛知県名古屋市西区名駅2-28-22 名古屋アールイー7F
電話：052-581-5351  ファックス：052-581-5355

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル8F
電話：06-6394-5881  ファックス：06-6394-5886

〒732-0053
広島県広島市東区若草町10-12 日宝若草町ビル401
電話：082-569-6720  ファックス：082-569-6721

〒812-0004
福岡県福岡市博多区榎田2-4-59　EcoR 1号室
電話：092-433-5777  ファックス：092-433-5778

〒283-0013
千葉県東金市士農田17-9
電話：03-3378-4901  ファックス：03-3378-4906

PT. TENPO PLANNING
ANZ Tower 15A Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Central Jakarta 10220 Indonesia

東京本社

仙台営業所

名古屋営業所

大阪営業所

広島営業所

福岡営業所

技術センター

海外現地法人

●大阪営業所

製品に関するお問い合わせ
弊社代理店/販売店までお問い合わせください。
販売店がご不明の場合は、「お客様相談室」までお問い合わせください。

03-3378-4901店舗プランニング　お客様相談室
受付時間 平日10:00～18:00　土・日・祝・当社休業日を除く

公益社団法人 日本防犯設備協会 正会員

※本カタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するもので

はございません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
※本カタログに掲載の写真、文章、イラスト等の無断転載、複製、転用を固く禁じます。

は、防犯機器の安心マークです。


