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Ranger Camera
◆ 配線不要 /簡単設置　すぐに使える監視カメラ
◆ 防犯・監視・観察等使い方は色々
◆ 配線不要 /簡単設置　すぐに使える監視カメラ
◆ 防犯・監視・観察等使い方は色々

 乾電池４本または８本で、最大１２ヶ月の待ち受け可能  設置は付属のブラケットとベルトで壁やポール等に取付 

 選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画と静止画)  タイマー撮影/タイムラプス撮影可能 

乾電池
 駆動
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防塵・防水
  IP54
防塵・防水
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夜間撮影
   可能
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 再生確認
 モニター付
 再生確認
 モニター付

 最大120°
人感センサー
 最大120°
人感センサー

◆本製品は乾電池駆動のため、設置工事費不要で安価に設置ができます。害獣の監視 /野生動物の観察 /田畑や果樹園の監視 /駐車場 /駐輪場の監視
　侵入者の監視 /資材置き場の監視 /ご近所トラブルの監視 /不法投棄対策 /ペットの見守り等色々な使い方ができます。
◆赤外線 LED搭載だから夜間撮影も可能です。
◆PIRセンサーで赤外線温度変化を検出した時だけ撮影したり、センサーとは無関係に設定間隔で撮影をするタイムラプス撮影が可能です。
◆外部モニターでの再生が可能。(AVケーブル付属 )

■主な仕様
・イメージセンサー：1/2.5　CMOS
・写真解像度          ：20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP
・ビデオ解像度       ： 3840×2160P/2688×1520P 20FPS
                              1920×1080P/1280×720P
                              1280×720P 60FPS/848×480P/720×480P
                              640×480P/320×240P
・画面サイズ          ：2.4 型 TFTカラー液晶
・ファイル形式       ：JPG/AVI
・記録媒体             ：microSDカード　Class6以上最大32GB
・赤外線 LED         ：40個（不可視光）
・赤外線到達距離    ：最大約20ｍ　※ガラス越しでは正常に動作しません
・PIR検出距離       ：最大約20ｍ(25℃)　※気温等により変化
・PIR検出角度       ：最大約120°
・トリガー時間       ：約 0.5 秒
・トリガー間隔　     ：５秒～６０分
・待ち受け時間　    ：最大約12ヶ月：単三アルカリ乾電池８本使用時
　　　　　　　　　　(使用環境、設定状況で大幅に変化 )

・防塵・防水       ：IP54
・TV出力           ：コンポジット出力
・電源                ：単三乾電池８本または４本
・サイズ             ： 約 83(W)×136(H)×62(D)ｍｍ
                           ( 突起部除く )
・質量                ：約 323g( 乾電池含まず )
・セット内容　   ：本体×1、USBケーブル×1、
                           固定用ベルト (約 1.8ｍ)×1、
                           固定用ブラケット×1、 AVケーブル×1、
　　　　　　　　　タッピングネジ×3、
　　　　　　　　　コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1、
 　　　　　　　　  microSDHCカード (8GB)×1、
                        　取扱説明書 (保証書付 )×1

※単三乾電池は付属されていません。別途ご用意ください。
※本製品はPIR センサーを使用しており、赤外線温度変化を検出することで動作する仕組みになっています。このため、環境温度
　が極端に高い場合や低い場合は温度変化を検出しづらくなります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には
必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●記録枚数 /記録時間は目安であり、ご使用の環境等により変わります。
●上書き撮影設定すると、SDカードの容量がいっぱいになると、古いファイルを削除して撮影を繰り返していきます。

同梱品

※microSDHCカード (8GB)×1、
　取扱説明書 (保証書付 )×1も同梱されています。

固定用ブラケット×1
本体×1

ねじ×3

アンカー×3

六角レンチ×1

AVケーブル×1

USBケーブル×1 固定用ベルト×1

[ 静止画保存可能枚数の目安 ] [ 動画連続撮影時間の目安 ]
　　　　　　SDカード容量
解像度 8GB 16GB 32GB
20MP(5200× 3900) 約 1200枚 約2500枚 約5000枚
16MP(4608× 3456) 約 1600枚 約3200枚 約6400枚
12MP(4000× 3000) 約 2100枚 約4300枚 約8600枚
8MP(3264× 2448) ※ 約 3200枚 約6500枚 約13000枚
5MP(2592× 1944) 約 5000枚 約10000枚 約20000枚
3MP(2048× 1536) 約 8000枚 約16000枚 約32000枚
1MP(1280× 960) 約 21000枚 約42000枚 約84000枚

　　　　　　SDカード容量
解像度 8GB 16GB 32GB
3840× 2160P 約 20分 約４０分 約８０分
2688× 1520P　20FPS 約 12分 約25分 約50分
1920× 1080P ※ 約 30分 約60分 約120分
1280× 720P 約 50分 約100分 約200分
1280× 720P　60FPS 約 20分 約40分 約80分
848× 480P 約 60分 約120分 約240分
720× 480P 約 70分 約140分 約280分
640× 480P 約 90分 約180分 約360分
320× 240P 約 190分 約380分 約760分

※初期値

オプション
レンジャーカメラ用ソーラーパネル

NX-RC-SO
NX-RC800/NX-RC200 がソーラーで
使用できます。

●1700mAh のバッテリーを内蔵。
　フル充電なら最長２ヶ月間の待機が
　可能。約６時間の日照で満充電。
　１週間に 1日の晴天で稼働が可能。
　※日照時間・使用環境により稼働
　　時間は変わります。

●屋外設置に強い IP56 防塵・防水設計
　※コネクタ部は防水ではありません。

●USBによる充電も可能。
　※別売りのACアダプター (NX-RC-AC)
　　  でも充電が可能です。
　※充電池 (内蔵バッテリー )の交換は
　　できません。

●さまざまな環境に柔軟な対応が可能！
　・付属のブラケットで壁面等に設置
　・付属のベルトで木や柱へ設置



お買い求めは・・・

https://www.frc-net .co. jp
〒194-0037　東京都町田市木曽西 2-3-8   TEL　042-793-7746


