The HiRes Video Company
IK10

耐衝撃性能 IK10
（バンダリズム・キット装着時）

MxAnalytics

人数カウント・動線密度解析

アラーム通知

ショックセンサー
圧力や衝撃でアラームを発生

E-mail、FTP & VoIP（SIP）

ビデオセンサー

NASへ直接録画保存
MicroSDカードも使用可

MxActivitySensorで
誤報アラームを低減

6MP

6MPセンサー使用

マイクとスピーカー
オプションにて拡張可能

MOBOTIX v25
6MP Indoor Camera

MxTubeMount

高い衝撃性能― プロフェッショナル仕様
最新のv25カメラは、MOBOTIXが提供する初の屋内用耐破壊行為カメラであり、MOBOTIX
のインテリジェント機能を全て搭載しています。標準レンズモデルに、オプションの音声キット
を装着することで、
マイクとスピーカーを使用して双方向によるHD音声通話が実現可能です。
さらにMxTubeMountを使用すれば、スーパーマーケットや空港、物流施設などの吊り構造の
天井にも駆体から吊り下げて、最大2m（ 別途オプション）までの最適な長さで設置が可能です。

Flexible Installation & Vandalism Indoor Camera.
最新のv25 6メガピクセルモデルには、ステンレススチール製の保護リングおよび強化ドームカバーの2つの耐破壊行為キット
が準備されています。これらの対策キットを付加することで、v25標準モデルの外部衝撃保護等級が最大IK10に対応するだけ
でなく、音声キットを追加搭載したv25であれば、公共の建物や矯正施設、重要インフラでの設置にも理想的です。

MOBOTIX JAPAN・www.mobotix-japan.net・Tel：045-227-6174・E-mail：cam-sales@mobotix.jp

製品仕様は予告無く変更することがございます。

v25

Indoor Dome v25

v25

Indoor Dome v25
The HiRes Video Company

Technical Specifications Indoor Dome v25
モデル

・v25-D036
※カメラ本体にB036レンズ（カラーセンサー）搭載モデル
※カラーバリエーション：白
・V25-BOD1
※カメラ本体のみ（レンズ別途必要）
※デイモデル（カラーセンサー）
とナイトモデル（白黒センサー）有
※カラーバリエーション：白、黒

搭載可能レンズ
（35mm換算とF値）

［20mm、22mm、32mm、43mm、65mm、135mm］F1.8

録画

連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、
イベント録画（プリ・ポストアラーム画像）
、
スナップショット録画

バーチャルPTZ

デジタル パン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム

アラーム

eメール、FTP、IP 電話（VoIP、SIP）
、ビジュアル/音声アラーム、

イベント

カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、温度センサー、
MxActivitySensor、ShockDetector、照度センサー、
マイクセンサー（別途on-wall set、ExtIO要）、
外部入力信号（オプション）
マイクオプション（On-Wall setまたはMX-ExtIOで拡張可）、
音声付き録画、リップシンクロ音声（画像と音声同期）
マイク／スピーカーオプション（On-Wall set または
MX-ExtIOで拡張可）、VoIP/SIP、双方向通話

画像センサー

1/1.8" CMOS（6メガピクセルセンサー）、プログレッシブスキャン

画像センサー感度

カラー：0.1 lux（t=1/60秒）、0.005 lux（t=1/1秒）
白黒：0.02 lux（t=1/60秒）、0.001 lux（t=1/1秒）

録音

最大画像解像度

カラー、白黒：3072 x 2048（6メガピクセル）

通話

画像サイズ

3072x2048（6メガピクセル）
、2592x1944（5メガピクセル）
、
2048x1536（3メガピクセル）
、1920x1080（Full HD）、
1280x960（MEGA）
、1280x720
（HD）
、1024x768、
800x600、768x576（D1-PAL）、704x576（TV-PAL）、
640x480、384x288、320x240、160x120、カスタムサイズ
30fps（HD、メガピクセル時）
・15fps（3メガピクセル時）
・
10fps（5メガピクセル時）
・8fps（6メガピクセル時）

最大フレームレート
（MxPEG）
画像圧縮

MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264（ビデオ-VoIP-電話）

ソフトウェア
（無償提供） MxManagementCenter、MxControlCenter、
MOBOTIX App（iOS機器用、iOS6.0以上推奨、
カメラファームウェア4.1.4.70以上）
画像処理

MxLEO（低照度露出最適化）
、逆光補正、自動ホワイト

バランス、画像歪み補正、ビデオセンサー（動体検知）、

MxActivitySensor、MxAnalytics（人数カウント、動線密度）
外部ストレージ
内蔵DVR

追加の録画ソフトウェアを必要せずに
直接NAS/PC/サーバに保存（最大4TB）

MicroSD slot（標準付属品4GB、最大200GBに増設可能）

インターフェース

Ethernet（10/100BASE-TX）
、MiniUSB、MxBUS（オプション）

プロトコル

IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、RTP、UDP、TCP、SNMP、
DHCP（クライエント or サーバー）
、NTP（クライエント or
サーバー）
、SIP（クライエント or サーバー）
ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、
IEEE802.1x、不正アクセス検知、電子証明
EMC（EN 55022、CISPR 22、EN 55024、EN 61000-6-1/2、
FCC Part 15B、AS/NZS3548、CRF 47）
Power over Ethernet（IEEE 802.3af）
設定変更可能なPoEクラス、消費電力：約4.5W

セキュリティ
認証
電源供給
動作環境

IP20、0℃~+40℃

耐衝撃性能

IK10（バンダリズムキット装着時）

寸法

Φ x H：143 x 90mm

重量

v25単体：約360g、On-Wall set：約600g

標準付属品

ハウジング、取り付けパーツ、パッチケーブル、
マニュアル、ソフトウェア、4GB MicroSDカード

Available Accessories v25

v25
v25-D036

外部出力信号（オプション）

v25用オーディオ付
On-Wall set
MX-MT-OW2-AUD（-b）

v25 BODY
v25-BOD1（-b）
v25-BOD1-N（-b）

・デイモデル（カラーセンサー）とナイト
モデル（白黒センサー）有
・カメラ本体にB036レンズ（カラーセンサー） ・カラーバリエーション：白、黒
黒の場合は末尾に（-b）
搭載モデル
＊カメラ本体のみ（レンズ別途必要）
・カラーバリエーション：白

・コンクリートなどケーブルを通すための
穴が開けられない壁面や天井への設置用
・マイク、スピーカー付で双方向通話可能
・カラーバリエーション：白、黒
黒の場合は末尾に（-b）

v25用バンダリズム・キット
MX-MT-v25-V

v25用バンダリズム・キット
MX-MT-v25-V-XL

・丈夫なステンレス・リング
・3mmの強化ポリカーボネート・ドーム
・セキュリティねじ

・丈夫なステンレス・リング
・3mmの強化ポリカーボネート・ドーム
・セキュリティねじ
・オーディオ機能が利用できるデザイン

Available Accessories v25
天井付吊り下げ治具

MX-MT-TUBE

・ポール別売
・直接取付可能製品M15/M25/v25/

PTMount/PT-Mount-Thermal

＊要on-wall set製品：D25/Q25/

www.mobotix-japan.net

c25/p25

お問合せは・・・

天井付吊り下げ治具用ポール

MX-MT-TUBE100
MX-MT-TUBE200

・長さ1mと2mの2種
・φ30mm
・アノダイズ・アルミニウム

パワーアダプターセット

MX-NPA-PoE-INT-Set

・PoE（IEEE802.3af）による電源
供給

p25/i25/c25/v25専用
拡張ボード

MX-OPT-IO3-INT

・MxBusでMOBOTIXのカメラ/
アクセサリーとの接続可能
・接点入出力で外部センサー/機器
との接続連動可能（入力 x 2、
出力（12V）x 2）
・着装箇所
p25/v25：カメラボード
i25/c25：カメラ裏面

ExtIO 拡張モジュール
MX-Extlo

MX-232-IO-Box
MX-OPT-RS1-EXT

・接点入出力アクセサリー
（IP65）
・屋外対応（-30〜+60℃）
・接点入力x2、接点出力x2
・外 部 セ ン サ ーとの 連 動 や、
・マイクとスピーカーを内蔵
RS232 経由で外部機器との接
続が可能
・外部音声入出力（Line-In/Out）
・赤外線パッシブセンサー、温度 ・カメラとの接続は、MiniUSB
もしくはMxBUSを使用
センサー、ボタンx2

MOBOTIX JAPAN

・URL: www.mobotix-japan.net
・Tel: 045-227-6174
・E-mail: cam-sales@mobotix.jp
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