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安全上のご注意
この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いにな
る人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。内容をよ
く理解してから本文をお読みください。

してはいけない内容
です

実行しなければなら
ない内容です

絵表示について

警告
この警告事項に反した取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う
可能性があることを示します。

注意
この注意事項に反した取り扱いを
すると、人が傷害または物的損害を
負う可能性があることを示します。

警告
■ 水没させない
火災、感電、けがの原因になります。

■ 分解・改造・修理はしない
火災、感電の原因になります。

■ 異常な状態で使用しない
（発熱、発火、発煙、異臭、異音がするな
ど）火災、感電の原因になります。
すぐに電源プラグやACアダプターをコ
ンセントから抜いて、販売店に修理を
ご依頼ください。

■ コンセントや配線器具の定格
　 を超える使い方や、AC100V
　 以外での使用はしない
たこ足配線などで定格を超えると発
熱による火災の原因になります。

■ 電源プラグやACアダプター、
　 コードなどに水をかけたりしない
感電の原因になります。
ぬれた場合は、すぐに電源プラグやAC
アダプターをコンセントから抜いて販
売店にご相談ください。

■ 電源プラグやACアダプター、
　 コードなどを破損しない
（傷つける、加工する、無理やり曲げる、
ねじる、引っ張る、重い物を乗せる、加
熱するなど）傷んだまま使用すると火
災、感電、けがの原因になります。
電源プラグやACアダプター、コードな
どの修理は販売店にご依頼ください。

■ 雷が鳴ったら本体や電源プラグ、
　 ACアダプターに触れない
感電の原因になります。

■ 異物が入ったときは使用を中止
　 する
そのまま使用すると火災、感電の原因
になります。特にお子様のいるご家庭
ではご注意ください。

■ 落としたり、破損したときは使用
　 を中止する
そのまま使用すると火災、感電の原因
になります。
すぐに電源プラグやACアダプターをコ
ンセントから抜いて、販売店に修理を
ご依頼ください。

■ 電源プラグやACアダプターは
　 根元まで確実に差し込む
差込が不完全ですと、感電や発熱によ
る火災の原因になります。

■ 電源プラグやACアダプターの
　 ほこりは定期的にとる
プラグにほこりがたまると、湿気など
で絶縁不良となり火災、感電の原因に
なります。
プラグを抜き、乾いた布でふいてくだ
さい。
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■

■

■

■

※

免責事項

注意
■ 不安定な場所や振動の多い場所
　 には設置しない
(ぐらつき、傾きのある場所）落下などに
より破損やけがの原因となります。

■ 湿気の多い場所、結露が発生
　 しやすい場所に設置しない
(風呂場、台所や水まわり等）
結露しますと電子部品の誤作動、故障、
劣化などの原因になります。温度差によ
り結露(水滴)が発生しやすくなります。

■ 高温になる場所に設置しない
(直射日光の当たる場所、車のトランク、
ダッシュボードなど）機器の変形、電子
部品の誤作動、故障、劣化などの原因に
なります。

■ ヒーターなどの熱器具の近くに
　 設置しない
コードが溶けて火災、感電の原因になり
ます。

■ 埃の多い場所に設置しない
火災、感電の原因になります。

■ 機器に重いものを置いたり引
　 っ掛けたりしない
落下などにより破損やけがの原因とな
ります。

■ コードを引っ張らない
電源プラグやACアダプターを抜くとき
はコードを引っ張らないでください。コ
ードが傷つき、火災・感電の原因となり
ます。

■ 機器の重量などを満たす強度で
　 設置する
落下などにより破損やけがの原因とな
ります。

■ 取り付けや配線を行う場合は
　 必ず電源を切る
感電の原因となります。

使用上のお願い

プライバシー、肖像権について

・直射日光などによる影響
・夏の高温などによる影響
・降雨、強風、突風、台風などによる影響
・冬の低温、湿気、結露などによる凍結、積雪など
  による影響
・塵、ホコリ、土、砂などによる影響
・海風などによる塩害の影響

・虫や動物、またそれらが出す有機物（糸、毛、抜
  け殻、糞、尿、体液、かじりかす、死骸その他）
  による影響
・熱源などによる影響
・特殊環境による液体や気体などによる影響
・その他機器に有害な影響を及ぼすもの

ご利用の際、下記の影響を複合的に受けた場合、機器の仕様（耐久性）の限度を超える場
合がございます。設置の際に配慮をお願いします。

防犯機器の設置や利用は、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権
などを考慮のうえ、行ってください。
「プライバシーは、私生活をみだりに公開されな
いという法的保障ないし権利、もしくは自己に関
する情報をコントロールする権利。また、肖像権

は、みだりに他人から自らの容貌、姿態を撮影さ
れたり、公開されない権利」と一般的に言われて
います。

本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではあ
りません。本製品の動作の正常・異常にかかわら
ず、犯罪・事故が発生した場合の損害について
は、当社は一切責任を負いません。
製品の設置（取り付け・取り外しなど）により生
じた建物等への損傷やその他の損害について、
当社は一切責任を負いません。
地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、

第三者による行為、その他の事故・お客様の故
意または過失、誤用、その他の異常な条件下での
使用により生じた損害に関して、当社は一切責任
を負いません。
本製品の使用または使用不能から生ずる付随的
な損害（事業利益の損失・事業の中断・記憶内
容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任
を負いません。



□ カメラ本体
□ カメラブラケット（本体装着済）
□ 延長ポール（約60ｍｍ・本体装着済）
□ 接続ケーブル（ケーブル長約20ｍ）
□ 変換コネクター（BNC→RCA）
□ 取付ネジ
□ アンカー（コンクリート取付用）
□ 六角レンチ大
□ 六角レンチ小
□ ＡＣアダプター（ケーブル長約1.8ｍ）
□ 取扱説明書（保証書付き）

×1
×1
×1
×1
×1
×3
×3
×1
×1
×1
×1

ご使用の前に
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本機をご使用いただく前に、すべての付属品が入っていることをご確認ください。
不備な点がございましたら、お買い上げの販売店にお申し付けください。

アンカー X3変換コネクター X1 取付ネジ X3 六角レンチ小 X1

六角レンチ大 X1

小袋内容

ＡＣアダプター
（ケーブル長約1.8ｍ）

※六角レンチは純正品をご使用ください。

接続ケーブル
（ケーブル長約20ｍ）

TR-858WCP

取扱説明書
（保証書付き）

カメラ本体

カメラブラケット
（本体装着済）

延長ポール
（約60ｍｍ・本体装着済）

3
m
m

1.
5m
m



特長
● 高感度および高解像度を実現するソニーEffio-Eシステム採用
● 撮像素子に1/3型 約48万画素カラーCCDを採用
● 大型LED18灯を採用、投光距離約15ｍの夜間撮影が可能（白黒映像）
● 防水仕様（IP66相当）で屋外に設置可能
● 水平画角約67°と広範囲をカバー
● 天井、壁面に取り付けできる、ブラケット、延長ポール、ネジを付属
● 接続ケーブル約20ｍ付属(同軸ケーブルも使用可能)

約48万画素

3.8ｍｍ　F2.2

約67°

650本

60dB以上（AGC OFF）

０Lux（赤外線モードON）

１/60～１/100,000秒

自動追従

850nm

約15ｍ

クロマサプレス

自動

BNCジャック

ー

5.5φＤＣ電源ジャック

コンポジット1.0Ｖp-p  75Ω 

付属ACアダプター（ケーブル長約１.8ｍ）

DC12V　±10％

0℃～＋40℃

約880ｇ（ケーブル除く）

仕様
赤外線投光器内蔵屋外用デイ＆ナイトカラーCCDカメラ ＴＲ-858WCP

撮像素子

有効画素数

レンズ

水平画角

水平解像度

映像Ｓ/Ｎ比

最低照度

電子シャッター

ホワイトバランス

赤外線波長

赤外線投光距離

デイナイト

AGC

映像出力端子

音声出力端子

電源入力端子

映像出力

電源

カメラ電源電圧

カメラ消費電流

全消費電力

使用温度範囲

外形寸法（本体のみ）

質量（本体・ブラケット ）

85mA　　　　　　　　　 370mA
（赤外線モードOFF）　（赤外線モードON）

AC100V  1.8W　　　AC100V  6.0W
（赤外線モードOFF）　（赤外線モードON）

日除けカバーなし　φ70×D121　（mm）
日除けカバー付　W84.7×H80×D150.8

SONY EXView HAD CCDⅡ 
1/3型カラー CCD
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製品改良のために、予告なく外観/仕様などを変更することがあります。

注意事項
映像の色調はご使用のTVモニターや光源（太陽光、各種照明機器等）の状況により変化します。
CDSセンサーをふさがないでください。センサーが正常に動作しなくなります。

●
●



各部の名称・寸法

正面

84.7

赤外線投光器

レンズ

CDSセンサー

カメラブラケットは3軸(①②③)が回転し、お好みの方向に角度調整ができます。
■ カメラブラケットの可動箇所について
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軸①、軸②の調整は付属の
「六角レンチ大」で「調整ネジ」
をゆるめ、おこないます。
軸③の調整は「調整用ツマ
ミ」でおこないます。調整終
了後、付属の「六角レンチ小」
でしっかりと固定します。

六角レンチ大

六角レンチ小

調整用ツマミ

壁面に設置する場合 天井に設置する場合

軸①

・

・

軸②

軸③

軸①

軸②

軸③軸③

約
10
0°

約190°

360°

3
6
0
°

約
5
°

約
55
°

軸③

側面

8
0

φ
7
0

(
1
5
5
)

(330)

150.8

121

調整ネジ

延長ポール
調整ネジ

調整用ツマミカメラブラケット

日よけカバー

電源端子
映像端子(BNC)6

0

φ77

φ
83

3-
φ
4.
5

48

(225)

(
1
6
6
)

天吊設置時

(123)

(182.8)

壁面設置図

1
5
5

(255)

壁面設置図(延長ポール接続なし)
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カメラの設置方法
壁面と天井のどちらにも設置できます。
壁面に取付ける場合、延長ポールを取り外して使用することをおすすめします。

壁面に設置する場合（延長ポールを取りはずした状態）

天井に設置する場合（延長ポールは必ず使用）

延長ポール

1. コンクリート用ドリルで壁にΦ６.０ｍｍの 
    穴を開けます。
2.アンカーを打ち込みます。
3.取付ネジを締め付けます。

コンクリート取付用アンカーの使用方法 ブラケット コンクリート

コンクリートアンカー

《延長ポールの取り外しが終ったら》
台座にケーブルを通し、ブラケットに固定します。
最後に台座の調整ネジを付属の六角レンチ小で締め付けます。

《延長ポールの取り外し方法》

はじめに台座の
調整ネジを付属
の六角レンチ小
で緩めます。

つぎに台座を緩め
ます。

延長ポールを緩め
ます。

最後に台座と延長
ポールからケーブ
ルを引き抜きま
す。

カメラの角度を付属の六角レンチ大で調整します。

緩める 締める



カメラを取付ける際、壁の強度や設置方向を十分に確かめてください。設置には必
ず付属の取付ネジを使用し、カメラ・ケーブル類が落下しないようにしっかりと固定
してください。

■ 設置面の強度を確認する
本製品の重量は約880ｇです。取付ける際は本体、
取付金具等の重量が十分耐えられるかご確認くだ
さい。十分な強度がない場合、落下して怪我の原因
となります。

■ 夜間撮影映像を確認する
夜間撮影（赤外線投光器使用）時、カメラの角度によ
っては撮影映像の一部に影や白とびが出る場合が
あります。夜間時の撮影映像をご確認ください。

■ 定期点検をする
カメラは定期的に点検を行ってください。カメラの
角度調整の際は砂埃や塵などを除去してから再調
整を行ってください。

1.

2.

3.

　
4.

2.

3.

1.
設置場所の確認
本機を設置したい場所に仮置きし、撮影範囲
の映像を確認しながら、設置場所を決定しま
す。取付け位置に印をつけます。

下穴を開ける
ドリルなどでφ3mm程度の下穴を開けま
す。

ブラケットの固定
付属の取付ネジでブラケットをしっかりと固
定します。
※コンクリートの壁面などに設置する場合は
　コンクリートアンカーをご使用ください。
※ネジを紛失しないようご注意ください。

カメラの調整
撮影範囲を調整します。六角レンチで調整ネ
ジを締め、カメラの角度を固定します。

■ カメラの取付けと調整　(延長ポールを外して壁付けする場合)

4.

軸①、軸②の固定には付属の
「六角レンチ大」を使用します。
軸③の固定は「調整用ツマミ」
を締め付けた後、付属の「六角
レンチ小」を使用します。

六角レンチ大

六角レンチ小

調整用ツマミ

軸①

・

・

軸②

軸③
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カメラの接続方法
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本体

本体

変換コネクター

映像出力端子、電源端子は向きをあわせて挿入します。コネクター部が屋外になる
場合は、防水のために市販の自己融着テープを巻いてください（※P10参照）。

75Ω同軸ケーブル(5C-2V)を使用すると約１００mまで延長可能です。
※ケーブルを延長した場合、映像にノイズが発生する場合があります。

ケーブルが足りない時には  
延長ケーブル C-20VP( 別売 ) を1本
まで使用可能（延長距離 40mまで）。
※ケーブルを延長した場合、映像に
　ノイズが発生する場合があります。

■ 付属の接続ケーブルを使用した場合 

■ 同軸ケーブルを使用した場合 

モニターテレビ（市販）
ハードディスク
レコーダー
（別売）

付属変換コネクター

電源コンセントへ
（AC１００V）

付属接続ケーブル
 （約20ｍ）

電源コンセントへ
（AC１００V）

同軸ケーブル
（市販）

モニターテレビ（市販）

H-5
（別売）

H-4
（別売）

変換コネクター
H-4
（別売）

映像機器の
映像入力端子へ

同軸ケーブルはＦ型接栓加工が必要です。●

変換コネクターの違いについて  
家庭用レコーダー（RCA 端子）用には H-5
防犯専用レコーダー（BNC 端子）用には H-4
がおすすめです。

注意事項

ハードディスク
レコーダー
（別売）



別売りオプション（2015年5月現在）

ケーブルの長さが足りな
い場合は延長ケーブルを
お買い求め下さい。
※ケーブルを延長した場合、映像
　にノイズが発生する場合があ
　ります。

同軸ケーブルを使用する
際にお買い求め下さい。
※同軸ケーブルはＦ型接栓加工
　が必要です。

■ 延長ケーブル
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■ 変換コネクター

希望小売価格 : 300円
　　　　　　　 (税別）

希望小売価格 : 300円
　　　　　　　 (税別）

BNCプラグ　←→　Fジャック RCAピンプラグ　←→　Fジャック

映像+電源

希望小売価格：2,400円
　　　　　　　　（税別）

希望小売価格：3,900円
　　　　　　　　（税別）

RCAピンプラグ RCAピンプラグ

DC電源ジャックDC電源プラグ

両端RCAピンジャック付属カメラ側 入出力側

映像映像

※製品改良のために、予告なく外観/仕様などを変更することがあります。

コネクター

映像出力端子やDC電源端子などに水滴
がかからないようにします。防水処理に
は自己融着テープの使用をおすすめしま
す。

端子の防水処理方法

自己融着テープの巻きつけ方
自己融着テープをもとの長さの約２倍程度に
引き伸ばしコネクター部に巻きつけます。



11

困ったら

暗視映像が白っぽくなったりボケてみえる
・フロントガラスの表面に雨粒、砂埃、クモの糸等の汚れが付着しますと、照射された赤外
線が反射するため、暗視映像が白っぽくなったり白くぼやけた物体が映る事がありますが
故障ではありません。それらの症状を防ぐためにも定期的にレンズの掃除をして下さい。

付属ACアダプター

カメラ

付属20ｍケーブル ハードディスクレコーダー
（別売）

テレビモニター
（市販品）

接続部分の外れかけ、ゆるみ

接続部分の外れかけ、ゆるみ、差し間違え

ケーブルの破損
など

ACアダプター
の外れかけ

掃除の手順

乾いた布でホコリを
落としてください。

中性洗剤 (１～２％の水溶液 )を
含んだ布で汚れを拭いてください。  

乾いた布で、しっかりと
水分を拭き取って下さい。

注意：レンズにキズがつかないよう必ず柔らかい布を使用してください。

蜘蛛の巣がある状態 蜘蛛の巣をとった状態

beforebeforebeforebeforebefore afterafterafterafterafter beforebeforebeforebeforebefore afterafterafterafterafter

汚れている状態 汚れを取り除いた状態

映像が映らない
・接続ケーブルがしっかり接続されているか、もう一度ご確認ください。
・映像出力端子が音声端子に接続されているなど、間違って接続されていないかをもう
一度お確かめください。

カメラのレンズのまわりが赤く点灯する
暗くなるとCDSセンサーが働き赤外線投光器が点灯します。故障ではありません。

・フロントガラスのすぐ近くに赤外線を反射する物体が有ると、同様に暗視映像が白っぽ
　くなる事があります。設置の際はご注意下さい。
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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。
弊社では出張修理は対応しておりません。
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
施店へお問合せください。

本製品は日本国内での使用を前提とする
もので海外ではご使用になれません。
本製品は緊急事態等を未然に防ぐ装置で
はありません。
本製品の故障、通信の不具合などによっ
て発生した損害について当社は一切の責
任を負いませんのでご了承ください。

保　証　書

1年間保証

機種名

販売店

お客様

お買い上げ年月日

お買い求めの販売店でご購入の年月日と販売店名を記入いただくか、販売証明書などを
もらってください。

年　　　月　　　日

お名前

ご住所

電話番号　　　（　　　　）

店名

住所
電話番号　　　（　　　　）

印

お客様へ

販売店様へ

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。本保証書は右記の
条件に従い、下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、記入漏れの事項がありました
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してください。

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、お買上日・貴販売店名・ご住
所・電話番号をご記入、ご捺印していただくか、
販売証明書などをお客様にお渡しください。

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、保証規定にしたが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。

保証規定

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反
するお取り扱いによって生じた故障・損傷 の場合。
お買い上げ後の輸送や振動、落下、衝撃などお取扱いが不適
当なため生じた故障・損傷の場合。
火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害、
異常電圧や指定外の電源使用などにより生じた故障・損傷の
場合。
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・
損傷の場合。
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・損傷の場合。
本保証書のご提示がない場合。
本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句を書き換えられて
いる場合。
本保証書に販売店印または販売証明書などがない場合。

●

●

●
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