
HEIPTZ-2736-WI
HEIPTZ-2736-WIは、1080P（1920×1080）解像度の高精細画像を最大 30フレー
ム / 秒で提供します。360°の連続回転と 36倍のズーム レンズにより、監視対象領
域の全体画像を最適な広さと奥行きで撮影できます。

150mの赤外線照射距離を持つ HEIPTZ-2736-WIの赤外線イルミネータは、薄暗い
環境や完全な暗闇での監視用に鮮明な画像を提供するように組み立てられています。
また、WDRと TDNを特長としている HEIPTZ-2736-WIは、さまざまな照明条件に
適応し、常に優れた画質を保証します。

316Lステンレス鋼材質は、国際防爆機器規格である ATEXに準拠しています。IP68
防水規格にも適合しているため、HEIPTZ-2736-WIは危険性の非常に高い場所にも
最適なカメラです。また、結露を防止するヒーターと表示ガラスをクリーニングする
ワイパーを内蔵しているため、この IP防爆カメラを使用すれば鮮明で詳細な画像を
常にキャプチャできます。

• 1/1.8 インチ プログレッシブ ス
キャン CMOS

• 1920×1080@25fps

• 36 倍光学ズーム、16 倍デジタル ズーム
• 360° の連続パン回転

• -90° ～ 90° のチルト範囲
• ICR、True デイ / ナイト機能
• H.265/H.264/MJPEG   
• H.265/H.264/MJPEG 
• ワイパー装備

• 防爆認定 :  
Ex db IIC T6 Gb 
Ex tb IIIC T80℃ Db

• IP68

• 100VAC ～ 240VAC

機能

2MP 赤外線防爆 PTZ カメラ
HEIPTZ-2736-WI

Honeywell HEIPTZ-2736-WI は、IP 防爆 PTZ
カメラで、1080P の高解像度画質、WDR（ワ
イド ダイナミック レンジ）、True デイ ナイト
機能（TDN）、内蔵赤外線イルミネータ、ATEX
認定材質を特長としています。この高機能な
IP カメラは、石油化学プラント、石油精製所、
LNG 施設など、爆発性雰囲気への設置を目的
として設計されています。



モデル HEIPTZ-2736-WI

イメージ センサー 1/1.8 インチ プログレッシブ スキャン CMOS 

最小照度 カラー : 0.002 ルクス @F1.5（AGC オン）、白黒 : 0.0002 ルクス @F1.5（AGC オン）、0 ルクス（赤外線オン）

シャッター速度 1 ～ 1/30,000 秒

デイ ナイト機能 赤外線カット フィルタ

画像処理 120dB WDR、HLC/BLC/3D DNR/ 霧除去 /EIS/ 局所露光 / 局所フォーカス

フォーカス モード 自動 / 半自動 / 手動

焦点距離 5.7 ～ 205mm、36 倍光学ズーム

デジタル ズーム 16x

FOV 水平方向 : 59.8° ～ 2°、垂直方向 35° ～ 1.1°（広角 / 望遠）

開口部 F1.4 ~ F4.5

赤外線照射距離 150m、スマート IR

PTZ

パン角度 0 ～ 360° エンドレス

パン速度 0.1° ～ 50° / 秒。プリセット速度 : 50°/ 秒

チルト角度 -90° ～ 90°

チルト速度 0.1° ～ 40°/ 秒。プリセット速度 : 40°/ 秒

プリセット 300

パトロール スキャン 8 つのパトロール、各パトロールに最大 32 のプリセット

パターン スキャン 4 つのパターン スキャン 

電源オフ メモリ サポート

エンコード

映像エンコード H.265/H.264/MJPEG（メイン ストリームはサポートされていません）

最大解像度 メインストリーム : 1920×1080@25fps、サブストリーム : 704×576@25fps、サードストリーム : 1280×960@25fps

H.265 プロファイル メイン プロファイル 

H.264 プロファイル ベースライン プロファイル / メイン プロファイル / ハイ プロファイル

映像ビットレート 32Kbps ～ 16Mbps

音声エンコード G.711

映像解析

イベント検出 モーション検出、映像不正干渉検出、境界横断検出

ネットワーク

プロトコル IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、
RTP、TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、Bonjour

統合インターフェース ONVIF

Web ブラウザ IE8 以上

同時ライブ ビュー 最大 20 チャンネル

セキュリティ ユーザー認証、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X、IP アドレス フィルタリング

インターフェース

アラーム インターフェース 7 チャンネル アラーム入力 /2 チャンネル アラーム出力

ネットワーク インターフェース 1x RJ45、10M/100M

音声 1 チャンネル音声入力 /1 チャンネル音声出力

エッジ ストレージ 最大 256GB の microSD/SDHC/SDXC をサポート

仕様



モデル HEIPTZ-2736-WI

一般

動作温度 -40°C ～ 60°C

動作湿度 ≤90%（非結露）

保護レベル IP68

電源 100VAC ～ 240VAC 

消費電力 100W（最大）

エンクロージャ材質 ステンレス鋼 316L

防爆認定 TUV 18 ATEX 8308、IECEx TUR 18.0065

寸法 440 (L) ×258 (W) ×510 (H) mm

重量 36.7kg

注記 : 仕様は予告なく変更されることがあります。

寸法（mm）

アクセサリ
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HEIPTZ-2736-WI
2MP 赤外線防爆 PTZ カメラ、1/1.8 インチ CMOS、H.265/H.264/MJPEG、TDN、150m 赤外線、36 倍
光学ズーム、パン角度 : 360° エンドレス、チルト角度 : -90° ～ 90°、ONVIF、IP68、ステンレス鋼 316L、
100VAC ～ 240VAC

注文情報


