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■メガピクセル＆H.264動画機能（BB-HCM715、HCM735、HCM705）
130万画素イメージセンサーを搭載し、動画データに圧縮効率の高い
動画圧縮規格である H.264を採用。ネットワークへの負荷を抑えつつ、
スムーズに高画質動画像をモニタリングすることができます。

■低照度対応（4画素加算）（BB-HCM715、HCM735、HCM705）
仮想的に４つの画素を１つの画素として取り扱うことにより感度をアップし、
暗い場所もより見やすくします。

■EXズーム機能（BB-HCM715、HCM735、HCM705）
EXズーム機能により、高画質
のままズームが可能。640×480
ドット表示時の拡大画像に
1280×960ドットの画像から
切り出しを行うことで高画質の
ままズームが行えます。

■屋外対応※6
（BB-HCM735）

BB-HCM735は屋外設置のための特別なハウジング
装備を用意しなくても、家屋、店舗などの外壁など、屋
外にそのまま設置をする事ができます。様々な場所へ
の設置が可能となり、活用範囲が大幅に広がります。

BB-HCM511 BB-HCM735（1280×960ドット）

【画質比較】※ 解像度：640×480ドット、照度1ルクス

EXズーム（×2）

※ 最大画像サイズ設定が640x480モードのときのみ有効。
　（最大画像サイズが1280×960モード時は、 640×480ドット以下表示でも使用する事ができません。）
※ 機能のON／OFFは固定設定です。この機能を自動的に切替えることはできません。
※ EXズーム機能と同時使用はできません。
※ 4画素加算ON時はOFFの場合より画質が劣化する場合があります。
★ BB-HCM515:2007年2月発売の当社機種でBB-HCM715の従来機。BB-HCM715はイメージ
　 センサーの性能アップと4画素加算機能により、HCM515に比べてより低照度環境下での使用を
　 可能としています。

※ 最大画像サイズ設定が640x480モード
　のときのみ有効。（最大画像サイズが
　1280×960モード時は、640×480ドット
　以下表示でも使用する事ができません。）
※ 4画素加算と同時使用はできません。

640×480ドット表示用に
1280×960ドット画面から
画像を切り出し

BB-HCM715（4画素加算ON） BB-HCM715（標準時） BB-HCM515★

ネットワークカメラ専用SD／SDHCメモリーカード

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
★SDロゴおよびSDHCロゴは商標です。

BB-HCA11
（BB-HCM705、HCM701専用）

本体希望小売価格（取付調整費別）

15,540円（税抜14,800円）

本体希望小売価格（取付調整費別）

15,540円（税抜14,800円）

BB-HCA10
（BB-HCM527専用）

壁掛け設置に対応

壁掛け設置に対応
※ＡＣアダプターおよびACコードは
　付属しておりません。 

※ＡＣアダプターおよびACコードは
　付属しておりません。 

※ＡＣアダプターおよびACコードは
　付属しておりません。 

※ＡＣアダプターおよびACコードは
　付属しておりません。 

付
属
品

・スタンド　・SDカードカバー
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM 

※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

BB-HCM715
本体希望小売価格（取付調整費別）

94,290円（税抜89,800円）

SSL対応

メガピクセル
PoE対応※1

νMaicovicon®※4
SDHCメモリーカード※3
EXズーム・デジタルズーム※2

H.264 / MPEG-4＆JPEG

簡易逆光補正

パン＆チルト

付
属
品

・スタンド　・コネクターカバー
・日よけハウジング　・安全ワイヤー
・自己融着テープ　 ・防水スポンジ
・セットアップCD-ROM 

※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

BB-HCM735
本体希望小売価格（取付調整費別）

115,500円（税抜110,000円）

SSL対応

メガピクセル
PoE対応※1

νMaicovicon®※4
SDHCメモリーカード※3
EXズーム・デジタルズーム※2

H.264 / MPEG-4＆JPEG

簡易逆光補正

パン＆チルト

付
属
品

・型紙(設置時用)
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・型紙(設置時用)
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

BB-HCM705
本体希望小売価格（取付調整費別）

83,790円（税抜79,800円）

SSL対応

天井埋込対応

天井埋込対応

メガピクセル
PoE対応※1

νMaicovicon®※4
SDHCメモリーカード※3
EXズーム・デジタルズーム※2

H.264 / MPEG-4＆JPEG

簡易逆光補正

デジタル パン＆チルト※5

※PoEによる電源供給については、19ページを参照ください。

BB-HCM701
本体希望小売価格（取付調整費別）

62,790円（税抜59,800円）

SSL対応

広角・低歪広角・低歪

広角・低歪

広角・低歪

PoE対応※1

CMOSセンサー
SDHCメモリーカード※3
デジタルズーム※2

H.264 / MPEG-4＆JPEG

簡易逆光補正

生産完了品

※バージョンアップが必要な場合があります。最新情報についてはパナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。
 ・ カメラコントロールユニット BB-HGW502、無線LANアダプター BB-HGA102は屋内用ですので、屋外での使用はできません。

※写真は、ネットワークカメラBB-HCM581との取り付け写真です。　
※ネットワークカメラは、この商品には含まれておりません。 ※ネットワークカメラは、この商品には含まれておりません。

イーサネット送電アダプターネットワークカメラ専用録画プログラムネットワークカメラ専用録画ビューアソフト 無線LANアダプターネットワークカメラサーバー カメラコントロールユニット

IPv4/IPv6デュアルスタック

BB-HCM715/HCM735/
HCM705EXズーム機能搭載のメガピクセルカメラ

カメラカバー （屋内・天井設置専用） 天井埋込金具

用途やシーンに合わせて選べるネットワークカメラのラインアップ

ネットワークカメラの活用を広げるソフト＆周辺機器

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約1.8 m）
・ACコード（コード長 約0.55 m）
・イーサネットケーブル（ケーブル長 約1 m）（カテゴリー5 ストレートケーブル）
・スタンド

付
属
品

〔対応機種〕
・ネットワークカメラ：BB-HCM735、HCM715、HCM705、HCM701、HCM581、HCM580、
  HCM547、HCM531、 HCM527、HCM511、HCM371、HCM100
・無線LANアダプター：BB-HGA102
・ネットワークカメラサーバー：BB-HCS301

BB-HGW502
本体希望小売価格（取付調整費別） 78,540円（税抜74,800円）

本体希望小売価格（取付調整費別） 52,290円（税抜49,800円）

IEEE802.11a（J52）/b/g準拠
無線ルーター機能搭載

・ＡＣアダプター（コード長 約1.8 m）
・ＡＣコード（コード長 約0.55 m）
・イーサネットケーブル（ケーブル長 約1 m）
・壁掛け用ねじ／ワッシャー

付
属
品

〔対応機種〕
・カメラコントロールユニット：BB-HGW502
・ネットワークカメラ：BB-HCM735、HCM715、HCM705、HCM701、HCM581、HCM580、
  HCM547、HCM531、HCM527、HCM511、HCM371、HCM100
・ネットワークカメラサーバー：BB-HCS301

BB-HGA102
本体希望小売価格（取付調整費別） 31,290円（税抜29,800円） 本体希望小売価格（取付調整費別）26,040円（税抜24,800円）

IEEE802.11a（J52）/b/g準拠
有線接続ネットワークカメラを
手軽に無線化、リピーター（中継）
機能搭載

・ＡＣアダプター（コード長 約1.8 m）
・ＡＣコード（コード長 約0.55 m）

〔対応機種〕
・ネットワークカメラ：
  BB-SC384、HCM735、HCM715、HCM705、HCM701、HCM581、HCM547、
  HCM531、HCM527、HCM511

BB-HPE2
イーサネット送電アダプター

※本製品は、IPv4接続でのみお使いいただけます。

〔対応機種〕
・ネットワークカメラ：
  BB-HCM735、HCM715、、HCM705、HCM701、HCM581、HCM580、
  HCM547、HCM531、HCM527、HCM511、HCM371、HCM100
・ネットワークカメラサーバー：BB-HCS301

※録画ソフトをインストールするパソコンは、お客様運用形態や録画条件にあったパソコンをご使用お願いします。対応するパソコンの仕様は、26ページをご覧ください。
　特に長時間連続運用される場合、パソコン・サーバーの不具合や録画ソフトの動作に不具合を生じる場合がございます。

BB-HNP11
・ＡＣアダプター（コード長 約1.8m）
・ＡＣコード（コード長 約0.55 m）

付
属
品

BB-HCS301
本体希望小売価格（取付調整費別） 

52,290円（税抜49,800円）

BB-HCA6-B（スモーク）
BB-HCA6-X（クリア）

（クリア） （スモーク）本体希望小売価格（取付調整費別） 17,640円（税抜16,800円）

オ
プ
シ
ョ
ン

屋内・固定レンズ・ドームタイプ （天井・壁掛け設置兼用）

屋内・固定レンズ・ドームタイプ （天井・壁掛け設置兼用）

対応機種
使用環境

その他

BB-HCM581／BB-HCM580
温度：0 ℃～40 ℃  湿度：20 ％～80 ％（結露なきこと）
・スモークカメラカバー使用の場合、透過率は約36 ％、最低照度は、標準モードで9ルクス
 （スモークカバー未使用時：3ルクス）、カラーナイトビューモードで0.27ルクス（スモークカバー
  未使用時：0.09ルクス）になります。
・設置場所などの環境やインジケーター設定、ズーム倍率などにより、カメラ画像にインジ
  ケーターやパナソニックロゴが映りこむことがあります。
・カメラカバーに汚れがつくと、画質が悪くなる原因になります。定期的なお手入れが必要です。

アナログカメラ画像を
インターネット経由でモニタリング

IPv6対応※

SDメモリーカード
デジタルズーム

※1 PoEでの受電にあたっては、BB-HPE2などのPoE送電装置が必要です。（BB-HCM580、HCM371、HCM100は、PoEでの受電には対応していません。）　※2 デジタルズームは倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。　
※3 記憶容量が4 GB以上あるSDメモリーカードの上位規格。SDメモリーカードの使用も可能です。2007年10月以前に生産された製品は、最新のファームウェアへのアップデートが必要です。最新情報についてはパナソニック
のサポートウェブサイトをご覧ください。　※４ New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction：ＣＣＤ、ＣＭＯＳ両イメージセンサーの利点を組み合わせたもので、パナソニック株式会社が開発。　
※5 モーター駆動によるパン、チルト機能はありません。　※6 JIS C 0920 準拠　IP55相当（防塵・防噴流型） の防塵、防水性能を確保。 　※7 JIS C 0920 準拠　IPX4相当　防まつ型。（軒下など直射日光や風雨が
直接あたらないところに設置してください。）

［内容物］ACアダプター（コード長  約3 m）／ACコード（コード長  約1.8 m）／延長コード（コード長  約７ ｍ）

音声対応ネットワーク
カメラの音声付き画像の
録画・再生機能搭載
Motion JPEG に対応

〔対応機種〕
・ネットワークカメラ：
  BB-SC384、HCM735、HCM715、HCM705、HCM701、HCM581、HCM580、HCM547、
  HCM531、HCM527、HCM511、HCM371、HCM100
・ネットワークカメラサーバー：BB-HCS301

BB-HNP17
本体希望小売価格（取付調整費別） 

62,790円（税抜59,800円）

H.264、MPEG-4、
MotionJPEGに対応し、
音声付動画をパソコンに録画
ブラウザからアクセスし、
モニタリング、録画データの
閲覧、環境設定も可能

屋内タイプ

屋外（防水※6）タイプ

オ
プ
シ
ョ
ン

※BB-HCM701はH.264動画のみ対応

SDメモリーカード

BB-HCC02オープン価格※
（2 GB）

SDHCメモリーカード

BB-HCC04オープン価格※
（4 GB）

SDHCメモリーカード

BB-HCC08オープン価格※
（8 GB）

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約3 m）
・ＡＣコード（コード長 約1.8 m）
・映像／音声コード（コード長 約0.5 m）
・天井取付カバー
・天井取付金具A（本体側）
・天井取付金具B（天井側）
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約3 m）
・ACコード（コード長 約1.8 m）
・天井取付カバー
・天井取付金具
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約3 m）
・ACコード（コード長 約1.8 m）
・延長コード（コード長  約７ ｍ）
・天井取付カバー　・天井取付金具
・安全ワイヤー　　・自己融着テープ
・防水スポンジ
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ACアダプター（コード長  約3 m）
・ACコード（コード長  約1.8 m）
・延長コード（コード長  約７ ｍ）
・スタンド　　        ・コネクターカバー
・日よけハウジング   ・安全ワイヤー 
・自己融着テープ　・防水スポンジ
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ACアダプター（コード長  約3 m）
・ACコード（コード長  約1.8 m）
・延長コード（コード長  約７ ｍ）
・スタンド　　　　・コネクターカバー
・日よけハウジング　・セットアップCD-ROM
・自己融着テープ   ・パテ

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約3 m）
・ＡＣコード（コード長 約1.8 m）
・天井取付カバー
・天井取付金具A（本体側）
・天井取付金具B（天井側）
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ACアダプター（コード長  約3 m）
・ACコード（コード長  約1.8 m）
・スタンド
・安全ワイヤー
・セットアップCD-ROM

付
属
品

・ＡＣアダプター（コード長 約3 m）
・ACコード（コード長 約1.8 m）
・スタンド
・セットアップCD-ROM

・マイクは内蔵していません。別途市販のマイクが必要です。

PoE対応※1

光学・デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
CCDセンサー

SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト
簡易逆光補正

BB-HCM581
本体希望小売価格（取付調整費別） 

136,290円（税抜129,800円）
BB-HCM527
本体希望小売価格（取付調整費別） 

104,790円（税抜99,800円）

PoE対応※1

光学・デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
νMaicovicon®※4
SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト

SSL対応
簡易逆光補正
天井埋込対応

広　　角

PoE対応※1

光学・デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
νMaicovicon®※4
SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト

SSL対応
簡易逆光補正

広　　角

BB-HCM547
本体希望小売価格（取付調整費別） 

125,790円（税抜119,800円）

PoE対応※1

デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
CCDセンサー

SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト
簡易逆光補正

BB-HCM531
本体希望小売価格（取付調整費別） 

94,290円（税抜89,800円）

IEEE802.11b/g準拠デジタルズーム※2

CCDセンサー
SDメモリーカード※3

パン＆チルト
無線LAN

BB-HCM371
本体希望小売価格（取付調整費別） 

115,290円（税抜109,800円）

光学・デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
CCDセンサー

SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト
簡易逆光補正

※音声には対応していません。

BB-HCM580
本体希望小売価格（取付調整費別） 

120,750円（税抜115,000円）

PoE対応※1

デジタルズーム※2

MPEG-4＆JPEG
CCDセンサー

SDHCメモリーカード※3

パン＆チルト
簡易逆光補正

BB-HCM511
本体希望小売価格（取付調整費別） 

73,290円（税抜69,800円）

BB-HCM100デジタルズーム※2
CMOSセンサー
固定タイプ 本体希望小売価格（取付調整費別） 

41,790円（税抜39,800円）

BB-HCM715、HCM735、HCM705、HCM701専用
ACアダプター

BB-HCA7
本体希望小売価格（取付調整費別）8,400円（税抜8,000円）

※ 強い台風など異常な風雨の被害を軽減するため、軒下への設置を推奨します。
※ 取付工事は防水工事技術を有する販売店により正しく実施する必要があります。
※ 海岸の近くや直接潮風があたる場所、温泉地の硫黄環境への設置は避けてください。
　 （塩害などにより製品寿命が短くなることがあります。）

マルチセンサー（動作検知、ショック検知、音検知、アラーム検知）に対応

屋内タイプ 屋内ドームタイプ 

屋外（防水※7）タイプ

屋外（防水※7）ドームタイプ （天井設置専用）

（ ）


