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「i-PRO Remo.カメラ」第 2弾、エントリーモデル PTZ カメラ 6機種を新発売 
リモートで見たい範囲のズームアップを、簡単でスピーディーに 

 

i-PRO(アイプロ)株式会社（福岡市博多区、代表取締役社長 尾崎 祥平、以下 i-PRO）は、「i-PRO Remo.カ

メラ」の第 2 弾として、コストパフォーマンスを重視した PTZ ネットワークカメラを、日本国内向けに発売します。本

製品は、3 種類の光学ズーム性能ごとに屋内・屋外に対応した計 6 機種をラインアップとして揃えています。ま

た、6 月 1 日にサービス開始を予定しているエッジ記録型クラウドカメラサービス「i-PRO Remo.」で本製品を利用

することで、リモートで見たい範囲をズームアップする用途をはじめとしたカメラ映像のリモート活用を簡単でスピーデ

ィーに行うことができます。 

本製品はコンパクトな形状を備え、低い天井をはじめとする様々な場所への取り付けに対応しています。また、パ

ン・チルト動作を高速で高精度に実現し、見たいところにカメラを素早く向けて撮影できます。さらにはカメラ内部

の駆動部の耐久性を従来の同等モデルより高めており、パン・チルト動作に伴うメンテナンスの頻度を軽減させ

ることにも貢献します。 

設置・取り付けの作業効率を高めるための工夫も盛り込んでいます。様々な場所への設置に対応した豊富な

取り付け金具を揃え、柔軟な取り付けに対応しています。屋外モデル 3 機種では防水 LAN 延長ケーブルを採用

し、カメラを取り付ける際にカメラ本体のドームカバーを開けずに作業できる利点を備えています。 

さらに、6 機種すべてで、従来から i-PRO ネットワークカメラで提供している第 3 者機関による電子証明書の搭載

に加えて、FIPS 140-2 level3 に認定されたハードウェアを搭載しています。これにより、映像データの改ざんやなり

すましなどのサイバー攻撃からデータを保護する性能を強化します。  
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【主な特長】 

1. 21倍、10倍、3.1倍の光学ズーム性能と、屋内・屋外各環境への対応の組み合わせで、計 6機種
をラインアップ 

2. コンパクトな形状で、低い天井をはじめとする様々な場所への取り付けに対応 

3. 高速・高精度なパン・チルト動作。内部機構の耐久性も向上させ、パン・チルト動作によるメンテナン
スの頻度を軽減 

4. 簡単で柔軟な取り付け方法 
 多彩な取り付け金具を揃え、様々な場所への設置に対応。 
 屋外対応モデルに防水タイプの LAN 延長ケーブルを採用。設置時にカメラのドームカバーを空けず

に作業が可能に。 
5. データの改ざんやなりすましを防ぐサイバーセキュリティー性能 

従来から i-PROネットワークカメラで提供している第 3者機関（Global Sign 社）発行の電子証明書に
加えて、FIPS 140-2 level3 に認定されたハードウェアを搭載し、データ保護性能を強化。 

 
【品名・品番など】 

品名 光学 21倍ズーム 屋内 PTZ カメラ 光学 21倍ズーム 屋外 PTZ カメラ 

品番 WV-B61301-Z2 WV-B65302-Z2 

パン角度 0 ～ +350° 360°エンドレス旋回 

パン速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 500°/s 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 500°/s 

チルト角度 －15°～+ 90° －15°～+195° 

チルト速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット：最大約 350°/s 

マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 
プリセット ：最大約 500°/s (PoE+時)、最

大約 350°/s (DC12V,PoE時) 

外形寸法 

最大径 x 高さ (mm) 
Φ117 mm x 155 mm 
［ドーム径］SR 52 mm 

Φ165 mm x 153 mm 
［ドーム径］SR 63.5 mm 

形状 

  
本体価格 オープン オープン 

発売予定時期 2022年 8月 
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品名 光学 10倍ズーム屋内 PTZ カメラ 光学 10倍ズーム屋外 PTZ カメラ 

品番 WV-B61301-Z1 WV-B65301-Z1 

パン角度 0 ～ +350° 360°エンドレス旋回 

パン速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 500°/s 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 500°/s 

チルト角度 －15°～+ 90° －15°～+195° 

チルト速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット：最大約 350°/s 

マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 
プリセット ：最大約 500°/s (PoE+時)、最

大約 350°/s (DC12V,PoE時) 

外形寸法 

最大径 x 高さ (mm) 
Φ117 mm x 155 mm 
［ドーム径］SR 52 mm 

Φ165 mm x 139 mm 
［ドーム径］SR 63.5 mm 

形状 

  
本体価格 オープン オープン 

発売予定時期 2022年 8月 

 

品名 光学 3.1倍ズーム屋内 PTZ カメラ 光学 3.1倍ズーム屋外 PTZ カメラ 

品番 WV-B61300-ZY WV-B65300-ZY 

パン角度 0 ～ +350° 0 ～ +350° 

パン速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 150°/s 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 150°/s 

チルト角度 0°～+ 90° 0°～+ 90° 

チルト速度 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 150°/s 
マニュアル：約 0.065°/s ～ 150°/s 

プリセット ：最大約 150°/s 

外形寸法 

最大径 x 高さ (mm) 
Φ131 mm x 128 mm 
［ドーム径］SR 40 mm 

Φ155mm x 134mm 
［ドーム径］SR 42mm 

形状 

  



   
i-PRO株式会社 

〒812-8531  福岡県福岡市博多区美野島 4-1-62 

 

i-pro.com 

本体価格 オープン オープン 

発売予定時期 2022年 9月 

 

・技術仕様、機能については、i-PRO コンポーネント Web カタログ (https://cwc.i-pro.com/) で公開しています。 
 
■i-PRO について 

i-PRO 株式会社は、セキュリティ監視、パブリックセーフティ、そして医療用イメージングの各分野に欠かせないセンシン
グソリューションの世界的なリーディングカンパニーです。パナソニックにおける 60 年以上にわたる数々のセンシング技術と
イノベーションを継承し、2019 年に設立されました。 
私たちは、一瞬も見逃さない高度なセンシング技術とあらゆる環境に対応する信頼性の高いソリューションで、人々の
命を守り救うプロフェッショナルをサポートし、より安心安全な社会の実現に貢献します。 

https://i-pro.com/corp/jp/ 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 

i-PRO 株式会社 ジャパンリージョン プロモーション 担当・佐藤 E-mail shuichi.sato@i-pro.com  
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