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単三乾電池駆動 LTEデータ通信 防水防塵 IP65 簡単設置

モーションセンサー 1200万画素 夜間赤外線LED

屋外乾電池式IoTカメラ

H30.07 v9.0

お申し込みはコチラから
http://www.field-server.jp/fieldcam/fc1000

フィールドカム 検索

専用ビューアーアプリ
iOS/Android/PCブラウザ対応
バージョンアップにより画面レイアウトが変わることがあります

仕 様

PLAN 別 PLAN A PLAN B

型式 FC-1000 FC-1000 PLAN B

静止画解像度 1200万画素/1000万画素/800万画素/500
万画素/300万画素

1200万画素/1000万画素/800万画素/500
万画素/300万画素

動画解像度@フレームレート

FHD (1920x1080p) @30fps
HD (1280x720p) @30fps
WVGA (800x480p) @30fps
QVGA (320x240p) @30fps

本プランでは動画に対応しておりません

トリガースピード 0.65秒 0.65秒

画角(対角線) 52° 52°

夜間照射 赤外線ノーグロー (940nm) 赤外線ノーグロー (940nm)

ディスプレイ 2.0インチLCD 2.0インチLCD

メモリーカードSD/SDHC 最大 32GB（別売） 16GB SDカードが付属

トリガー モーションセンサー / タイマー (タイムラプス) モーションセンサー / タイマー (タイムラプス)

センサー感度 設定可 (高/中/低/オフ) 設定可 (高/中/低/オフ)

センサー反応距離 最大 25 m 最大 25 m

フラッシュ照射距離 最大 20 m 最大 20 m

温度 －20 - +60℃ (動作)    －30 - +70℃ (保管) －20 - +60℃ (動作)    －30 - +70℃ (保管)

インターバル 0秒 ‒ 60 分 0秒 ‒ 60 分

タイムラプス間隔 30秒 ‒ 60秒/1 分‒60 分/1 時間 - 8 時間
12,24時間（契約プランにより変動あり） 1 時間 - 8 時間/12,24時間

連続撮影 1‒10枚 1‒10枚

動画撮影時間 5秒-1分
※FWにより異なる場合があります 本プランでは動画に対応しておりません

電源 単3電池 12本 (1.5v AA)/ 外部ポート(6VDC) 単3電池 12本 (1.5v AA) 付属します/ 
外部ポート(6VDC)

録音機能 あり 本プランでは対応しておりません

取付 ストラップ（付属）
三脚（別売）パイソンロック（別売）

ストラップ（付属）
三脚（別売）パイソンロック（別売）

重量 0.4kg 0.4kg

サイズ 15.3x12.4x9.0 cm 15.3x12.4x9.0 cm

動作湿度 5% - 90% 5% - 90%
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電源のない場所に、Wi-Fiのない場所に、雨風のきびしい場所に、簡単に設置。

減災対策 建設現場安全対策 農業用圃場監視 などその他

PLAN A  FieldCam のみ購入パック

・IOTカメラ本体（メーカー保証1年間）

67,800円（税別）配送料含む

※SDカード、SIMカード、乾電池は別途購入してください。
※メール送信の為のSMTP設定、ご利用SIMカードのAPN
設定も必要になります。

環境モニタリングシステムFieldServerとも連携！センサーデータと撮影画像を同じアプリで見られます。

防犯対策

PLAN B FieldCam・クラウド・アプリパック

・IOTカメラ本体 （メーカー保証1年間）
・SDカード 16GB
・SIMカード（NTT docomo LTE 専用線網）
・アルカリ乾電池単三12本
・クラウドサーバー連携設定

初期費用 74,800円（税別）配送料含む

1台あたり月額 3,980円（税別）
・通信費用
・ピンポイント天気予報72時間
・クラウドサーバー利用料
・専用アプリ利用料

[重要] 契約期間は３年間になります。
途中解約の場合、解約費用が必要となります。

複数台のIOTカメラを、複数人のスマホでご覧いただきましても料金は
かわりません。
上限閲覧数は100端末になります。
月額料金の日割り計算がございませんので、月初から15日までに利用
開始の場合は月額全額、16日から月末日までに利用開始の場合は月額
半額の負担をお願いしております。

※1時間に１回撮影し送信いたします
（12時間に1回送信など撮影タイミングの変更は可能です）
※人感センサーをONにしている場合は撮影と通信は随時おこなわれ
ます（1日の上限撮影枚数は定時撮影含めて30枚になります）
※本プランでは動画に対応しておりません

FieldCam 自然故障・盗難 補償サービス

本サービスの対象とする機器の自然故障（取扱説明書などの注意事項に従った正常な使用状態
のもとで発生した故障） 本サービスの対象とする機器の盗難、焼失、水濡れ、その他偶然な
事故による全損または一部の破損。※自然災害による破損は補償対象外になります。

1台あたり月額 600円（税別）

※購入時のみ加入いただけます 利用途中からは加入いただけません
※PLAN A / PLAN B いずれもご加入いただけます

【クラウドサーバー】
◯クラウドサーバーと専用アプリを
ご利用いただくと、複数台の
FieldCamを、複数人でご覧いただ
けます（上限閲覧数は100端末にな
ります：応相談）

◯撮影された画像データが一定期間
保存されます（圧縮保存された画像
データを契約終了２年後までダウン
ロード可能です）

【スマホアプリFieldWatch2】
専用アプリで、フィールドサーバー
のセンサー（別売）情報も合わせて
ご覧いただくことができます。
iOS/Android/PCブラウザ対応

【タイム撮影とセンサー撮影】
タイム撮影と人感センサーで撮影さ
れます。夜間も赤外線ライトで撮影
されます。

酪農管理業務 不動産管理業務

IOTカメラ・クラウド・アプリパックPLAN B

クラウドサーバー

背面に付属のストラップを通して設置できます。

液晶モニターで各種設定や、撮影画像の確認ができます。
市販のアルカリ単三乾電池を利用します。
利用には、SIMカード、SDカードが必ず必要になります。

オプション製品（別売・送料別途）

セキュリティボックス
5,500円（税別）

ソーラーバッテリーセット
39,800円（税別）

防犯用パイソンロック 5mm
3,200円（税別）

スイベルブラケット
10,800円（税別）

ダイレクトカメラブラケット
8,800円（税別）

カメラは付属いたしません。
カメラ本体1台につき、
ソーラーバッテリーセットは、
1セットずつ必要になります。

ACアダプター
非防水
1,800円（税別）

SDカード

SIMカード


