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～プロバイダとセットで申し込みなら
プロバイダとセットで申し込みなら、
セットで申し込みなら、赤外線 LED 暗視機能付カメラ
暗視機能付カメラ４台と
カメラ４台とネットワ
４台とネットワ
ーク（遠隔監視）対応 DVR（録画装置）
DVR（録画装置）500GB
（録画装置）500GB が月額 2,980 円で利用出来ます～
各種クラウドサービスを提供する株式会社サイトスタイル・システムズ(本社：東京都新宿
区、代表取締役：冨田 佳之)は、8 月 9 日に 8 年連続顧客満足度 No.1 プロバイダの ASAHI
ネットと共同で法人向け遠隔監視・多拠点統合管理防犯カメラ・録画セットのレンタルサ
ービス『セキュアオンライン・レンタル 4』を業界最安値で提供するキャンペーンを開始し
ます。
従来、多拠点にわたり本社、支社・営業所・店舗・倉庫等を展開する企業が防犯カメラを
設置する際、初期導入コストが膨大となり導入の足かせになっていましたが、
『セキュアオ
ンライン・レンタル 4』は初期のコスト負担を極限までカットし、赤外線 LED カメラ 4 台
と DVR（録画装置）500GB をセットにし、月額 3,980 円（保証金 10,000 円）でレンタル
するサービスを開始しました。
『セキュアオンライン・レンタル 4』はインターネット回線と接続すれば、Web ブラウザ
や iPhone 等で遠隔監視することが可能となります。また最大 128 拠点、512 台のカメラを
一元統合管理することが可能で、従来このようなサービスは大手企業が高額なコストを費
やし導入してきましたが、ASP サービスとして安価に追加導入することが可能となります。
今回のキャンペーンでは 8 年連続顧客満足度 No.1 『ASAHI ネット』プロバイダの加入と
固定 IP オプションをご契約頂くことによりさらにお安くご利用頂けます。
■キャンペーンについて
・内 容：
『セキュアオンライン・レンタル 4』＋ASAHI ネット固定 IP オプションパック
・期 間：2011 年 8 月 22 日～12 月 28 日まで
・商 品：赤外線 LED 暗視機能付カメラ 4 台＋DVR（録画装置）500GB

・価 格：レンタル料金 月額 3,980 円（税抜）⇒月額 2,980 円（税抜）
※設置工事代含まず

・条 件：ASAHI ネットへの加入および固定 IP オプションの申し込み
・詳 細：URL http://アドレス入れる
・備 考：プロバイダ料金は ASAHI ネット HP をご参照（http://asahi-net.jp/biz/）
■会社概要
株式会社朝日ネット
本社 ：〒104-0061 東京都中央区銀座 6-6-7 朝日ビル
設立 ： 1990 年 4 月 2 日
代表者：代表取締役社長

山本 公哉

資本金： 6 億 3,048 万円
URL ： http://www.asahi-net.co.jp
株式会社サイトスタイル・システムズ
本社 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-15-1
設立 ： 2000 年 7 月
代表者： 代表取締役 冨田 佳之
資本金： 3,500 万円
URL ： http://www.sitestyle.co.jp
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社サイトスタイル・システムズ 営業企画部
担当 ： 林 東一郎
TEL

： 0120-156-088

E-MAIL： sales@sitestyle.co.jp
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■製品情報

[赤外線 LED 暗視機能付カメラ仕様]
イメージセンサー

1/4" SHARP CCD

ピクセル数

NTSC：510(H)X492(V)

PAL：500(H)X582(V)

水平解像度

420TV Line

赤外線最大照射距離

10M

映像出力

1.0Vp-p. 75ohm (BNC)

シグナルノイズレート

>48dB

最低照度

0 LUX /F1.2

レンズ

3.6mm Lens

電子シャッター

NTSC: 1/60-1/100.000sec

防水・防塵

IP66 に準拠

対応温度

マイナス 10℃ ～ 50℃

電源 AC アダプター

12V DC, 200mA (IR ON)

製造国

台湾

PAL: 1/50-1/100.000sec

[DVR 仕様]
HDD

HITACHI HDD 500GB

映像圧縮形式

H.264

映像表示方式

NTSC / PAL

オペレーションシステム

Linux

ビデオ 入力 /出力

BNC 4 チャンネル /VGA 1 チャンネル ; BNC 2 チャンネル

音声 入力 / 出力

RCA 1 チャンネル /1 チャンネル

音声形式

8kHz*16bit ADPCM

表示フレームレート

NTSC: 120 fps

再生解像度

NTSC: CIF(352x240), HD1(704x240),

PAL: 100 fps

PAL: CIF(352x288), HD1(704x288),
録画フレームレート

D1(704x480)
D1(704x576)

NTSC: 30fps@D1, 60fps@HD1, 120fps@CIF
PAL: 25fps@D1, 50fps@HD1, 100fps@CIF

録画モード

常時 / スケジュール(モーション検知, 手動)

分割録画時間

15 分／30 分／45 分／ 60 分から選択可能

ドライブタイプ

2TB まで SATA ドライブを 1 台のみ(3.5 インチ)

ネットワークインターフェース

RJ45(10M/100M)

ネットワークプロトコル

TCP/IP, DHCP,DDNS, PPPoE

ネットワーク機能

IE(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ-)およびスマートフォンでのライブ表示

USB2.0 ポート

USB マウス, USB ディスク (バックアップ, アップグレード)

検索再生

4 チャンネル同時再生

ネットワーク

1 チャンネル

検索

日付/時間, ファイルリスト

再生モード

再生 / スロー / 早送り/ 巻戻し / コマ送り

バックアップ方法

USB HDD ディスク, USB CD/DVD-RW , ネットワーク経由

PTZ コントロール

RS485(搭載), PELCO-P と PELCO-D に対応
モーション検知, ビデオロス, ドライブロス, ドライブオーバーセン

アラーム
サーIO
センサーIO

なし

電源

DC 12V/3A（付属電源アダプタを利用）

消費電力

10-15 W (ドライブを含まない)

運転温度

50℃～104℃ (常温での利用を推奨 10℃～40℃)

[多拠点統合管理システム仕様]
●最大 128 拠点、512 台のカメラを一元統合管理が可能

●64 台のカメラ映像を一画面表示が可能

●eMap 画面からカメラ設置拠点を検索しての映像表示が可能

