2.0M AHD赤外照明付ドームカメラ
SLA-D0501/SLA-D0511
2.0M AHD赤外照明付ワンケーブルドームカメラ
SLA-D0501PV/SLA-D0511PV
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仕様・寸法図

この度は、弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。
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はじめに

安全上の注意事項
この 「安全上の ご注意」は、弊社製品を安全に 正しく お使いい ただき、お客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するための注意事項を記載しております。
必ずお守りくださいますようお願い申し上げます。

警告

この表示を無視し誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う
可能性が想定されます。

異常の状態で使用しないください
万が一強く発熱していたり、異臭や発煙等の異常がある場合は火災・感電等の事故の
原因となりますので、直ちに電源との接続を切ってください。

分解・改造はしないでください
修理者以外の人は絶対に本機を分解・改造しないでください。
火災や感電等の事故原因になります。

水が内部に入らないようにしてください
本機内部に水が入らないようにしてください。
火災や感電等の事故原因になります。
また、濡れた手で扱うと感電の原因になりますので、おやめください。

ほこりの多いところでのご使用はご注意ください
本機の端子部分にほこりが溜まらないようにご注意ください。
故障や火災等の原因となります。

仕様範囲内の温度でご使用ください
ご使用になる環境が仕様範囲内かご確認ください。
仕様の温度範囲外でご使用になると、故障や火災等の原因となります。

専用電源をご使用ください（PVシリーズの場合）
ご使用の際は必ず専用の ドライブユニット を ご使用くださ い。
専用以外のものをご使用になると、故障や火災等の原因となります。

この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人あるいは物的損害を負う

注意 可能性が想定されます。
設置について

本機の重さと取付部の強度を充分ご確認頂き、設置してください。充分な強度が無い場合、
落下等の可能性があり ます。また、設置に関しては専門の技術者もしくは販売店にご相談ください。

ケーブルについて
ケーブルが傷ついていたり、破損していたり、無理に曲がっていたり、ねじれていたり、
無理に引っ張 られたり、 重いものが乗っていたり、挟み込まれていると危険です。

設置について
カメラ設置の際は、個人のプライバシーを侵害することがないよう十分ご注意ください。
また『隠し撮り』とならないよう、防犯カメラが設置されていることを表示するなどのご配慮を
御願いします。
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各部名称
SLA-D0501/SLA-D0501PV

レンズカバー

確認用映像出力
OSD操作ボタン

カメラ本体

ボトムカバー

ドームカバー

トップカバー

SLA-D0511/SLA-D0511PV
スクリューキャップ (PT 3/4)
マウントブラケット

確認用映像出力
OSD操作ボタン

レンズカバー
カメラ本体

ボトムカバー

ドームカバー

トップカバー

出力設定 (OSD操作ボタン)
- AHD
: ボタンを右に5秒傾けてください
- CVBS
: ボタンを左に5秒傾けてください（映像は実際の縦横比とは異なります）
- 720p/1080p : ボタンを上に5秒傾けてください（720pの時は画角が狭くなります）
確認用映像出力
- RCAコネクタが接続されると自動でメイン画面もCVBS映像に切り替わります 。
接続が切れると自動でAHD映像に戻ります。
AHD2.0デジタルレコーダ 『DHAシリーズ』をご使用頂くと、レコーダーの画面上でOSDメニューの
設定が可能です。操作方法はデジタルレコーダーの取扱説明書でご確認ください。

注意!!

解像度を変更した場合は画角が変わります。変更後、再度画角を確認してください。
確認用映像出力にCVBSモニターを接続すると自動でメイン画面もCVBS映像に
切り替わります。接続が切れると自動でAHDに戻ります。
OSDで設定した値はAHD・CVBSそれぞれの画面で設定したものが反映されます。
確認用映像出力 にCVBSのモニターを接続してメニュー設定を 行っても、AHDの
映像には反映されません。
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設置方法
SLA-D0501/SLA-D0501PV
1. コンクリート等の堅い天井や壁に設置する場合は、付属の取付下穴用シールの穴位置に
沿ってφ6㎜深さ30㎜の穴をドリルで開けて、付属のアンカーを打ち込んでください。
105㎜
アンカー
φ6×30㎜

φ6㎜

取付下穴用シール

穴径 :φ6㎜
穴深さ :30㎜

2. 取付下穴シールのねじ位置にねじを3/4程度打ち込んでください。
3. ケーブルを通した後、ボトムカバー底部のねじ穴にねじの頭をひっかけ、時計回りに
ボトムカバー回し固定してください。ガタつきが無い程度に再度ねじを締めてください。

ねじ

4. トップカバーを取り付けた後、カメラのガタつきやボトムカバーが回転しないか等の
確認をお願いします。
5. レンズ調整を行うときは、レンズカバーの両端の爪を内側に押しながら外してください。

ズームレバー

フォーカスレバー
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設置方法
SLA-D0511/SLA-D0511PV
1. コンクリート等の堅い天井や壁に設置する場合は、付属の取付下穴用シールの穴位置に
沿ってφ6㎜深さ30㎜の穴をドリルで開けて、付属のアンカーを打ち込んでください。

アンカー
φ6×30㎜

取付下穴用シール
穴深さ :30㎜ 穴径 :φ6㎜

2. マウントブラケットを付属のねじ（ゴムワッシャ―なし/4個）で固定するとき、最初のネジを
最後まで打ち込むとマウントブラケットが回転することがあり危険ですので、ねじを半分まで
数本打ち込んだ後にねじを最後まで打ち込むようにしてください。
※ゴムワッシャー付ねじ（3個）は、本製品を埋込で使う際にご使用ください。（この場合、マウントブラケットは使用しません）

3. ケーブルを通した後、ボトムカバーについているホルダー部をマウントブラケットの
内側にある矢印の位置に合わせ押し当て、右に回して固定してください。

マウントブラケット
ねじ

矢印
矢印
ホルダー

ホルダー

4. ボトムカバーをマウントブラケットに取り付けた後、マウントブラケットの両サイドの
六角ねじを締めてボトムカバーを固定してください。
5. レンズ調整を行うときは、レンズカバーの両端の爪を内側に押しながら外してください。
6. トップカバーを取り付けた後、カメラのガタつきやボトムカバーが回転しないか等の
確認をお願いします。
レンチ
ズームレバー

フォーカスレバー
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接続方法・操作方法
接続方法
電源別送モデル

←電源(DC12V)

DVR

→映像

同軸ケーブル
PVモデル

←電源
→映像

同軸ケーブル

ドライブ
ユニット

→映像

DVR

操作方法
操作方法

上下に傾ける
カーソル上下移動
左右に傾ける
カーソル左右移動/
項目(値)の変更
長押し
OSD メニューの起動/
選択(ENTER )ボタン

出力設定 (OSD操作ボタン）
- AHD
: ボタンを右に5秒傾けてください
- CVBS
: ボタンを左に5秒傾けてください（映像は実際の縦横比とは異なります）
- 720p/1080p : ボタンを上に5秒傾けてください(720pの時は画角が狭くなります）
確認用映像出力
- RCAコネクタが接続されると自動でメイン画面もCVBS映像に切り替わります。
接続が切れると自動でAHD映像に戻ります。
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OSDメニュー設定
■本項目の表示について
の箇所/数字は初期設定値を、[＊＊＊]内の項目/数字は調整範囲を示します。

1. レンズ レンズのアイリス調整方法を設定します。
マニュアル : 使用しません。
DC
: レンズのしぼりを自動で調整します。（通常この設定でご使用ください）
モード・・・設置環境の設定をします[室内/室外] ※SLA-D0501(PV)は室内
SLA-D0511(PV)は室外
【室外の場合】
最小シャッター 1/30(固定）
最大シャッター速度を設定します 1/2000 [1/60～1/50000]
スピード・・・使用しません。

2. 露出補正 シャッタースピードの設定を設定します。
1. シャッタースピード : シャッタースピードを設定します。【レンズ設定が『DC＞室内』の場合】
[オート,1/30,1/60,FLK(1/100),1/240～1/50,000,×2～×30]
※電源周波数50Hz地域で映像がちらつく場合は、本設定をFLKに
してください。
2. AGC

: オートゲインコントロールの設定をします。環境の変化によって明るさ を
調整します。10 [1(暗)～ 15(明）]

3. SENS-UP : 低照度時にシャッタースピードを遅くします。[OFF/オート]
【オートの場合】 センスアップの倍率を設定します。
[x2/4/6/8/10/15/20/25/30]
4. 明るさ

: 映像の明るさを調整します。 35 [1～100]

5. D-WDR : 黒 つ ぶれ 、 白 飛 び を デ ジ タ ル 処 理 で 適 正 な 映 像 に し ま す 。
[OFF/ON/オート]
【ONの場合】 補正レベルを設定します。5 [0（弱）～8（強）]
6. DEFOG

: 曇ったような映像を適正に補正します。[OFF/オート]
位置/サイズ ・・・補正エリアの位置とサイズを設定します。
グラデーション・・・使用しません。
・・・DEFOG設定を初期値に戻します。
初期設定

3. 逆光補正 逆光補正調整を設定します。[OFF/BLC/HSBLC]
1. B LC : 背景が明るい時に被写体が黒く映ってしまう現象を防ぎます。背景は暗く
なります。
レベル ・・・補正レベルを設定します。[低/中/高]
エリア
・・・補正の対象エリアを設定します。
初期設定・・・『レベル』と『エリア』を初期設定値に戻します。
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OSDメニュー設定
2. HSBLC : 映像の中に特に明るいものが入り全体が暗くなってしまう場合にその
明るいものにマスクをかけ、全体の明るさを保ちます。
マスクをかける範囲や場所の設定をします。
選択
表示
ブラックマスク
レベル
モード

初期設定

・・・エリアを選択します。
[エリア1～エリア4]
・・・マスクのエリア範囲を設定します。
[ON/OFF]
・・・マスキングのON/OFFを設定します。 [ON/OFF]
・・・マスキングをかける明るさレベルを
20 [0(低)～100（高）]
設定します。
・・・マスキングをかけるモードを
[ナイト/終日]
設定します。
【ナイトの場合】
AGCレベル : HSBLCマスクをかける明るさ（AGCレベル）の
上限を設定します。 48 [0（低）～255（高）]
・・・HSBLC設定を初期値に戻します。

4. ホワイトバランス ホワイトバランスの設定を6つのモードから選択します。
• ATW
: 照明等の色温度に応じて自動でホワイトバランスを調整します。
• AWC→セット : ホワイトバランスをワンプッシュで合わせます。
設定値は固定されます。
: 屋内を撮影する場合に選択します。色温度は3200Kで
• 室内
想定されています。
: 屋外を撮影する場合に選択します。色温度は5600Kで
• 室外
想定されています。
• マニュアル
: 任意の値を設定できます。
青・・・青ゲインのレベルを設定します。 50 [0～100]
赤・・・赤ゲインのレベルを設定します。 50 [0～100]
• AWB
: ホワイトバランスを自動で調整します。

5. デイ&ナイト機能
オート : 照度センサーによって明るさを検知し、デイ/ナイト を切り替えます。
D→N（遅延）・・・デイ→ナイト切替時間を設定します。 5 [0～60]
N→D（遅延）・・・ナイト→デイ切替時間を設定します。 5 [0～60]
カラー : 常にカラー映像になります。
白/黒 : 常に白黒映像になります。 （赤外線は常にONとなります）
バースト ・・・使用しません [ON/OFF]
IR SMART ・・・スマートIR機能のON/OFFをします。[ON/OFF]
【ONの場合】
レベル：補正レベルを設定します。3 [0～１５]
エリア：補正対象エリアの位置/サイズを設定します
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OSDメニュー設定
6. NR（ノイズリダクション） 低照度時のノイズを除去し映像をクリアにします。
2DNR : 2DNR機能のレベルを設定します。[OFF/低/中/高]
3DNR : 3DNR機能のレベルを設定します。[OFF/低/中/高]

7. スペシャル機能
1. カメラタイトル : 映像上にカメラのタイトルを表示することができます。[ON/OFF]
ONの場合アルファベット・数字にて15字以内で設定します。
2. 画面効果
[ON/OFF]
フリーズ
: 映像をフリーズします。
反転
: 映像を左右反転します。
[OFF/ミラー/V-FLIP/回転]
ネガイメージ : 映像をすべてネガ表示にします。 [ON/OFF]
3. プライバシーマスク : 映像上にマスクを設定します。
4エリアを設定することができます。[ON/OFF]
選択
表示

: 4つのエリアから設定するエリアを選択します。[エリア1～エリア4]
: エリアの位置や大きさを設定します。[OFF/モザイク/インバータ/カラー]

カラー

: マスクの色を設定します。[白/CYAN/緑/YELLOW/赤/BLACK]

透明度

: マスクの透明度を設定します。[0.25/0.50/0.75/1.00]

初期設定

: 初期値に戻します。

4. 言語 : OSDの言語を選択します。（本製品は日本語でご使用ください）
5. 欠陥画素補正： 画素欠陥補正を設定します。
ライブ欠陥画素補正・・・

画素欠損が発生したときに補正します。 [ON/OFF]

白キズ補正・・・・・・・・・・・ 白い画素欠損を補正します。
黒キズ補正・・・・・・・・・・・ 黒い画素欠損を補正します。

[ON/OFF]
[ON/OFF]

8. 調整
1. シャープネス : 被写体の輪郭の強調度合を設定します。 [オート/OFF]

【オートの場合】
レベル : 輪郭補正レベルを設定します。5 [0（弱）～10（強）]
AGC機能が働いているときに、低照度の環境下で映像にノイズが
発生することがあります。その際は開始AGC/終了AGCを
調整することで抑えることができます。
2. モニター : ご使用のモニターに応じて設定します。[LCD/CRT]
3. LSC (Lens Shading Correction) : 画面上にライト等が複数ある場合等のような場合
その明るさの違いを調整する機能です。[ON/OFF]
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仕 様
品 番
映像

SLA-D0501PV

SLA-D0511

SLA-D0511PV

撮像素子
総画素数
有効画素数
走査方式
同期方式
シャッタースピード
解像度
S/N比
最低被写体照度
映像出力
レンズ
レンズ
画角
アイリス
機能
デイナイト切替
プライバシーマスキング
ホワイトバランス
DNR
WDR
AGC
シャープネス
言語
環境
使用温度/湿度範囲
保管温度/湿度範囲
電源

1/2.9インチ CMOSセンサー
2000(H) x 1121(V) = 2.24M
1984(H) x 1105(V) = 2.19M
プログレッシブ
内部同期
オート/FLK/1/30～1/50000, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20,x25, x30
AHD : 1080p@30fps・720p@30fps
50dB以上（AGC OFF時）
0Lux (赤外照明ON時）
AHD, CVBS (1.0V p-p/75Ω) ※選択式

電源電圧

DC10.8～13.2V

消費電流
外観・重さ
寸法
重さ
IR LED
保護等級
その他
同梱物
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SLA-D0501

ｆ＝2.8～12mm/F1.4 オートアイリス
水平 : 約100°～34° 垂直 : 約54°～ 19°
DC/Manual
自動/カラー固定/白黒固定
最大4か所
ATW / AWC / 室内 / 室外 / AWB /マニュアル
2D/3D-DNR （OFF / LOW / MIDDLE / HIGH）
D-WDR (OFF / ON / AUTO)
OFF, 0～15
0～10
英語 / 日本語 その他
-10°C～50°C / 90％以下（結露しないこと）
-20°C～60°C / 90％以下（結露しないこと）

300mA （最大）

DC30V
専用ドライブユニットより

165mA [5 W]（最大）

DC10.8～13.2V
300mA （最大）

DC30V
専用ドライブユニットより

165mA [5 W]（最大）

φ132mm x H 112.5mm
約360g
約380g
30個
ー

φ145mm x H 124mm
約910g
約930g
30個
IP68

ねじ×2本 アンカー×2本
取付下穴用シール 取扱説明書

ねじ×7本（内ゴムワッシャー付3本）
アンカー×4本 レンチ×2本（大・小）
取付下穴用シール 取扱説明書

寸法図

112.5

55.5

33.5

SLA-D0501/SLA-D0501PV

φ100
φ125.5
φ132

単位 : mm

SLA-D0511/SLA-D0511PV

φ128

56

27

68

35.5

140°

φ100
φ145

単位 : mm
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保証書

保証期間：1年間

機種名 SLA-D0501 / SLA-D0511
SLA-D0501PV / SLA-D0511PV
お買上げ年月日

年

月

日

販売店名/住所/TEL

ご氏名
ご住所

電話番号

（

）

印

お客様へ
この度は、弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証書は下記の条件に従い、上記製品に対する
保証サービスをご提供申し上げるものです。記入事項に記載のない保証書は無効となりますので、記入の有無をご確認の上、
記入漏れの事項がございましたら、直ちにお買い上げの販売店にお申し付けください。本保証書は、再発行いたしませんので、
紛失しないように大切に保管ください。

販売店様へ
本保証書は、所定事項を記入して効力を発揮するものです。必ず、
お買上げ日・貴販売店名・ご住所・電話番号をご記入あるい
はご捺印、
あるいは同一情報を添付の上、
お客様へお渡しください。

保証規定
正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に従って無料にて故障の修理をさせていただきま
す。
保証期間はお買い求めになった日より１年間です。次のような場合には、
保証期間内でも有償修理となります。
１．本製品の取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障・損傷・第三者による
行為（戦争・暴動等の社会的混乱）
の場合
２．
お買上げ後の輸送や振動・落下・衝撃など、
お取扱いが不当であるために生じた故障・損傷の場合
３．
火災・地震・風水害・落雷・その他天変地異・公害・塩害・ガス害・異常電圧や指定以外の電源使用などにより生じた故障・
損害の場合
４．接続している他の機器、
その他外部要因に起因して生じた故障・損害の場合
５．不適当な改造・調整・部品交換などをされたことにより生じた故障・損害の場合
６．本保証書のご提示がない場合
７．本保証書の所定事項に未記入、
あるいは字句が書き換えられている場合
本製品の故障・損傷、
またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、
弊社は一切の責任を負いかねますの
で、
予めご了承ください。
この保証書によって、
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、
アフターサービスなどに
ついてご不明の場合は、
お買い上げの販売店またはサービス実施店へお問い合わせください。
◆本製品の動作の正常異常とに関わらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、
弊社は一切責任を負いません。
◆製品の設置により生じた建物等への損傷やその他の損害について、
弊社は一切責任を負いません。
◆本製品は日本国内専用です。

販売元

