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動体検知 遠隔操作 アンサーバック

基板完成実用ユニット／UT-101・102
動画撮影／リモコン操作
UT-101：●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
　　　    ●オート録画  ●バイブレーション  ●WEBカメラ
UT-102：●動画撮影（1280×720px）●H.264
　　　    ●写真撮影（2592×1944px）●動体検知
　　　    ●外部電源　
  UT-101
【動画ファイル】1920×1080pixel 
  UT-102
【動画ファイル】1280×720pixel 
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel 

【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約25g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間  
【セット内容】1.製品本体  2.小型レンズ  3.USB接続ケーブル
　4.専用リモコン  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

動画撮影 遠隔操作

基板完成実用ユニット／UT-101α
動画撮影／リモコン操作
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画●バイブレーション（切替スイッチ付）
●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】57×34×13mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約23g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間  
【セット内容】1.基板本体  2.小型レンズ   3.専用リモコン
　4.USB接続ケーブル  5.絶縁保護パック  6.絶縁保護カバー
　7.ボタン型レンズキャップ  8.日本語取扱説明書 

基板完成実用ユニット／UT-102α
動画撮影／リモコン操作
●動画撮影（1280×720px）●Ｈ.264
●写真撮影（2592×1944px)●動体検知●外部電源
●バイブレーション（切替スイッチ付）

【動画ファイル】1280×720pixel 
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel  
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約2時間
【製品サイズ】55×38×13mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約25g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間  
【セット内容】1.基板本体  2.小型レンズ   3.専用リモコン
　4.USB接続ケーブル  5.絶縁保護パック  6.絶縁保護カバー
　7.ボタン型レンズキャップ  8.日本語取扱説明書 

基板完成実用ユニット／UT-103
動画撮影／リモコン操作
●動画撮影（1280×720px）●Ｈ.264
●写真撮影（5200×3900px)●動体検知●外部電源
●オート録画機能  ●バイブレーション

【動画ファイル】1280×720pixel 
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約21g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット  2.小型レンズ（FPC：18cm）
　3.保護プラケース  4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
　6.外部電源用USBケーブル  7.ボタン型レンズキャップ
　8.専用操作リモコン  9.日本語取扱説明書

基板完成実用ユニット／UT-103α
動画撮影／リモコン操作
●動画撮影（1280×720px）●Ｈ.264
●写真撮影（5200×3900px)●動体検知●外部電源
●オート録画機能   ●バイブレーション  ●３連写撮影

【動画ファイル】1280×720pixel 
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】5200×3900pixel  
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約1時間
【製品サイズ】55×28×12mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約21g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8（32/64bit動作検証済）
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約90分
【セット内容】1.基板完成ユニット  2.小型レンズ（FPC：18cm）
　3.保護プラケース  4.絶縁保護カバー 5.データ接続用USBケーブル
　6.外部電源用USBケーブル  7.ボタン型レンズキャップ
　8.専用操作リモコン  9.バッテリー接続延長ケーブル
   10.日本語取扱説明書
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基板完成実用ユニット／UT-106
動体検知／アンサーバックリモコン
●動画撮影（1280×720px）●Ｈ.264
●写真撮影（2592×1944px)●動体検知●外部電源
●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel   
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】50×38×8mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約15g
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体  2.アンサーバックリモコン   
　3.USB接続ケーブル   4.日本語取扱説明書 
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http://www.onsquare.info/SHOP/1010001336ut1010.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001350ut101a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001351ut102a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001352ut1030.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001360ut103a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002052ut106.html


基板完成実用ユニット／UT-106W
動体検知／アンサーバックリモコン
●動画撮影（1280×720px）●Ｈ.264
●写真撮影（2592×1944px)●動体検知●外部電源
●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1280×720pixel 
【圧縮形式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2592×1944pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角約120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】50×38×8mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約15g
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体  2.アンサーバックリモコン   
　3.USB接続ケーブル   4.日本語取扱説明書 

基板完成実用ユニット／UT-107
オート録画／アンサーバックリモコン
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画機能  ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】60×35×8mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約13g
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体  2.アンサーバックリモコン   
　3.USB接続ケーブル   4.日本語取扱説明書 

基板完成実用ユニット／UT-107W
オート録画／アンサーバックリモコン
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●オート録画機能  ●アンサーバックリモコン機能

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】広角約120°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約90分（※500mAh使用時）
【製品サイズ】60×35×8mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約13g
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体  2.アンサーバックリモコン   
　3.USB接続ケーブル   4.日本語取扱説明書 

基板完成実用ユニット／UT-108
720P／動体検知／リモコン操作
●動画撮影（1280×720px）
●写真撮影（4032×3024px)1200万画素保存
●動体検知 ●外部出力●外部バッテリー接続

【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約2時間（※450mAh使用時）
【製品サイズ】47×23×10mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約3時間(※450mAh使用時）
【セット内容】1.基板本体   2.フレキシブルレンズ
　3.保護プラケース　4.リチウムバッテリー（450mAh)
　5.専用リモコン　6.コンポジット付USBケーブル
　7.レンズキャップ（×5種）　8.日本語取扱説明書　
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基板完成実用ユニット／UT-109
ダブルレンズ（※レンズ２基搭載）
●動画撮影（２画面:1280×480px・１画面:640×480px）
●写真撮影（2560×1920px）
●オート録画機能  ●外部出力 ●リモコン操作
 
【動画ファイル】２画面：640×480pixel 
　　　　　　　 １画面：640×480pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約75分（※400mAh使用時）
【製品サイズ】52×30×8mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約9g※本体のみ
【動作温度】0～50℃ 
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.基板本体  2.フレキシブルレンズ×2
   3.専用リモコン  4.USB接続ケーブル  5.レンズキャップ（×5種）
   6.日本語取扱説明書

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

これは PDF の内容を含めずに保存された 

Adobe® Illustrator® ファイルです。 

このファイルを他のアプリケーションに配置 

または開くには、Adobe Illustrator で「PDF 互換ファイルを作成」 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。 

このオプションは、Adobe Illustrator ファイルを 

「別名で保存」コマンドを使用して 

保存するときに表示される、Illustrator オプション 

ダイアログボックスにあります。

の内容を含めずに保存された

の内容を含めずに保存された

ファイルです。

ファイルです。

このファイルを他のアプリケーションに配置

このファイルを他のアプリケーションに配置

Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator で「PDF 

オプションを選択して保存しなおす必要があります。

オプションを選択して保存しなおす必要があります。

Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator ファイルを

「別名で保存」コマンドを使用して

「別名で保存」コマンドを使用してIllustrator 
Illustrator オプション

ダイアログボックスにあります。

Illustrator オプション

ダイアログボックスにあります。

フレキシブル標準レンズ
(長さ：125mm)

ダブルレンズ

フレキシブル標準レンズ
(長さ：212mm)

基板完成実用ユニット／UT-111
外部電源／外部バッテリー接続
●動画撮影（1920×1080px）
●写真撮影（2560×1440px）
●ボイスレコーダー●繰返し録画 ●外部電源
●外部バッテリー接続 ●遠隔操作
 
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【視野角】約53°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約13時間（※付属バッテリー使用時）
【製品サイズ】30×22×17mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約10g※本体のみ
【動作温度】10～40℃   
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電池（5200ｍAh)
【セット内容】1.基板本体   2.赤外線リモコン  3.ポータブルバッテリー
　4.USB接続ケーブル   5.日本語取扱説明書

遠隔操作繰返し録画外部電池接続
フレキシブル標準レンズ
(長さ：212mm)

ポータブル
バッテリー

基板ユニット

専用リモコン

バッテリー

(長さ：212mm)

ポータブル
バッテリー

基板ユニット

専用リモコン

バッテリー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010002053ut106w.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002058ut1070.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002059ut107w.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002060ut1080.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002061ut1090.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004295ut1110.html


基板完成実用ユニット／UT-112
赤外線／外部バッテリー接続
●動画撮影（1920×1080px）
●写真撮影（2560×1440px）
●ボイスレコーダー ●赤外線撮影●繰返し録画  
●外部バッテリー接続 ●遠隔操作
 
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約53°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0 
【最大稼働時間】約13時間（※付属バッテリー使用時）
【製品サイズ】30×22×17mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約12g※本体のみ
【動作温度】10～40℃   
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【付属バッテリー】リチウムイオン充電池（5200ｍAh)
【セット内容】1.基板本体   2.赤外線リモコン  3.ポータブルバッテリー
　4.USB接続ケーブル   5.日本語取扱説明書

遠隔操作繰返し録画外部電池接続
フレキシブル標準レンズ
(長さ：212mm)

ポータブル
バッテリー

基板ユニット

専用リモコン

(長さ：212mm)

ポータブル
バッテリー

基板ユニット

ポータブル

基板ユニット

専用リモコン専用リモコン

バッテリー
ポータブル
バッテリー
ポータブル

(長さ：212mm)

基板完成実用ユニット／UT-114
外部出力／外部バッテリー接続
●動画撮影（1920×1080px）
●写真撮影（4032×3024px）
●動体検知●遠隔操作 ●オート録画 ●外部出力
●外部バッテリー接続
 
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約55°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約2時間（※450mAh使用時）
【製品サイズ】18×53×6mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約9g※本体のみ
【動作温度】10～40℃   
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電池（450ｍAh)(950ｍAh)
【セット内容】1.基板本体   2.リモコン  3.リチウムバッテリー（450mAh)
　4.リチウムバッテリー（950mAh)   5.USB&映像出力ケーブル
    6.日本語取扱説明書

遠隔操作

遠隔操作

オート録画動体検知

フレキシブル
標準レンズ
(長さ：137mm)

基板ユニット
専用リモコン

専用リモコン

付属バッテリー

基板完成実用ユニット／UT-117
外部電源／外部バッテリー接続
●動画撮影（1280×720px）（640×360px）（本体・スマホ)
●写真撮影（1280×720px）（640×360px）(スマホ)
●オート録画●繰返し録画 ●スマホ接続 ●外部電源
●外部バッテリー接続
 
【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約90分（※600mAh使用時）
【製品サイズ】23×59×12mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約12g※本体のみ
【専用アプリ】iOS：UCCAM（OS:6.0以降）
　　　　　      Android：UCCAM（OS:4.4.2以降） 
【動作温度】10～40℃   
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【付属バッテリー】リチウムポリマー充電池（600mAh）
【セット内容】1.基板本体   2.リチウムポリマー電池  
　3.USB接続ケーブル　4.USB変換アダプタ   5.日本語取扱説明書

スマホ接続オート録画

フレキシブル標準レンズ
(長さ：110mm)

基板ユニット

製品本体

クリップ

動体検知 外部電源
対応

外部電源
対応

基板完成実用ユニット／UT-113
赤外線／外部バッテリー接続
●動画撮影（1920×1080px）●写真撮影（2560×1440px）
●動体検知  ●赤外線撮影●WEBカメラ●外部電源
●外部バッテリー接続
 
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel
【フレームレート】～最大23FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約45°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約１１時間（※5200mAh使用時）
【製品サイズ】本体：約29×42×18mm／
　付属クリップ：44×29×13mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約9g※本体のみ
【動作温度】10～40℃ 
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
　※本製品にバッテリーは搭載しておりません。
　※ご使用になるには別途バッテリーが必要になります。
【セット内容】1.製品本体   2.クリップオプション 
　3.USB接続ケーブル   4.日本語取扱説明書

赤外線撮影

クリップ

専用リモコン

専用リモコン

(長さ：137mm)

フレキシブル標準レンズ
(長さ：110mm)

基板ユニット

バッテリー
950ｍAｈ

バッテリー
450ｍAｈ

バッテリー
600ｍAｈ

720p
Quality
圧縮方式：H.264

バッテリー
600ｍAｈ

基板完成実用ユニット／UT-118
外部電源／外部バッテリー接続
●動画撮影（1920×1080px）
●写真撮影（4032×3024px）
●動体検知●外部電源 ●繰返し録画 ●遠隔操作
●外部バッテリー接続
 
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約48°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約9時間（※付属バッテリー使用時）
【製品サイズ】20×34×6mm ※本体のみ
【重　 量】約6g ※本体のみ
【付属バッテリー】リチウムイオン充電池（2500mAh）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【防　 水】非防水 
【動作温度】10～40℃   
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【セット内容】1.製品本体    2.リモコン    3.USB接続ケーブル
    4.モバイルバッテリー    5.日本語取扱説明書

フレキシブル標準レンズ
(長さ：215mm)

基板ユニット

外部電源
対応

基板完成実用ユニット／UT-116
外部電源／外部バッテリー接続
●動画撮影（640×480px）
●オート録画 ●動体検知 ●外部電源
●外部バッテリー接続

 
【動画ファイル】640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約33°
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約5時間（※1000mAh使用時）
【製品サイズ】38×28×7mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約25g※ケーブル含む
【動作温度】10～40℃   
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1／Windows10
【セット内容】1.製品本体   2.日本語取扱説明書

動体検知 動体検知オート録画
フレキシブル標準レンズ
(長さ：110mm)

基板ユニット一体型

外部電源
対応

フレキシブル標準レンズ
(長さ：110mm)

基板ユニット一体型 付属バッテリー

フレキシブル標準レンズ
(長さ：215mm)

付属バッテリー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004296ut1120.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004579ut1130.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004580ut1140.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004689ut1160.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004731ut1170.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004769ut1180.html


720p
Quality

720p
Quality

撮影機能付ポータブル充電器／A-630
1080P／動体検知／外部電源
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能 　●外部電源機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー　●充電器機能　●LEDライト
【カラー】ブラック／ホワイト／シアン／オレンジ
【動画ファイル】1920×1080／1280×720／640×480／320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック 
【静止画ファイル】4032×3024pixel
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約72°   
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】約110×65×17mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約100g
【動作温度】10～40℃ 
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約10時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル 3.USB充電ケーブル 
     4.USB変換ケーブル  5.microUSBコネクタ  6.DOCKコネクタ 
     7.日本語取扱説明書  8.製品保証書

圧縮方式：H.264 K：ブラック

K：ブラック

G：オレンジ

C：シアン
W：ホワイト動体検知

繰返し
録画

外部電源
対応

繰返し
録画

外部電源
対応

外部電源
対応 繰返し

録画
繰返し繰返し繰返し繰返し繰返し

外部電源
対応

撮影機能付ポータブル充電器／A-620
720P／暗視補正／外部電源
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●暗視補正機能　●充電器機能 　●繰返し録画機能
●外部電源機能

【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック  
【静止画ファイル】4032×3024px 
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約52×52×20mm
【重　 量】約54g 
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムポリマー蓄電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.データ通信ケーブル
    3.充電ケーブル    4.USB変換ケーブル    5.microUSB変換コネクタ
    6.Apple Dock変換コネクタ    7.日本語取扱説明書
    8.製品保証書

圧縮方式：H.264

暗視補正

撮影機能付充電器／A-610α
1080P／動体検知機能／長時間録画
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●充電器機能 　●長時間録画　●繰返し録画機能

【動画ファイル】1920×1080／1280×720／640×480／320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック  
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約120×78×13mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約122g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池（カメラ・外部共用：3200mAh）
【充電時間】約4～5時間 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USBデータ接続用ケーブル
　3.USB充電用ケーブル  4.USB変換ケーブル  5.microUSBコネクタ
　6.DOCKコネクタ  7.日本語取扱説明書  8.製品保証書

動体検知

圧縮方式：H.264

S：シルバー

B：ブラック

暗視補正
繰返し
録画

撮影機能付スマホデザイン充電器／A-660
1080P／赤外線撮影／動体検知
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（3264×2448px）●赤外線撮影　
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能 

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel　
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】3264×2448px  
【フレームレート】～最大～30FPS
【視野角】約90°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約58×123×13mm
【重　 量】約100g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約8時間 
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル　
　 3.5in1マルチUSBケーブル   4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

動体検知

圧縮方式：H.264

赤外線撮影

撮影機能付スマホDockスタンド／A-650
720P／動体検知機能／ボイスレコーダー
●動画撮影（1280×720px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●外部電源専用 　●繰返し録画機能　●遠隔操作機能

【カラー】 ブラック
【動画ファイル】 1280×720pixel 
【圧縮方式】H.264コーデック  
【フレームレート】～最大30FPS 
【視野角】約90° 
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】約72×72×34mm（幅×奥行×高さ）
【重　 量】約39g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】非搭載
【通電方法】付属ACアダプターと専用ケーブルで外部電源により接続
【セット内容】1.製品本体  2.リモコン  3.USB接続ケーブル
　4.ACアダプター(PSE認定)　5.日本語取扱説明書
　6.製品保証書

ボイスレコーダー

圧縮方式：H.264

動体検知 繰返し
録画

K：ブラック

720p
ボイスレコーダー

H.264

繰返し
録画録画
繰返し繰返し繰返し繰返し繰返し
録画録画

外部電源
対応

16GB
内蔵

外部電源
対応

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-610
1080P／動体検知機能／充電器機能
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px/640×480px）
●静止画撮影（4032×3024px/2560×1920px
                               /2048×1536px/1280×960px）
●動体検知機能　●繰返し録画機能    ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px 
【静止画ファイル】4032×3024px/2560×1920px
                                    /2048×1536px/1280×960px
【フレームレート】～最大30FPS（※1080px選択時～25FPS)
【視野角】約53°   
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約24時間（録画時目安）
【製品サイズ】約120×78×13mm
【重　 量】約120g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続用ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

動体検知

繰返し
録画

+

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001514sa610b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004691sa610p.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001530sa620k.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001575sa630k.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001629sa650.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001770sa660.html


動体検知

繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付ポータブル充電器／A-640
1080P／LEDライト／暗視補正
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知　●LEDライト　●暗視補正機能　
●外部電源機能　●充電器機能

【カラー】ナイトブラック/マリンブルー/ワインレッド
【動画ファイル】1980×1080px/1280×720px 
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px/2048×1536pixel 
【フレームレート】～最大60FPS（※1080P選択時～30FPS)
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約72°   
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約123×68×17mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約130g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約6時間
【充電方法】USBケーブル接続(バスパワー)/ACアダプター(別売)
【セット内容】1.製品本体  2.充電ケーブル  3.USB変換ケーブル
　4.microUSB変換コネクタ  5.Apple Dock変換コネクタ
　6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

圧縮方式：H.264

C：マリンブルー
B：ナイトブラック

R：ワインレッド

LEDライト ボイスレコーダー

H.264

C：マリンブルー
R：ワインレッド

C：マリンブルー

撮影機能付ポータブル充電器／A-690Ｂ
1080P／動体検知／オート録画
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●動体検知機能　●遠隔操作機能　●オート録画機能
●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】M-JPEG
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°   
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約54×98×11mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約59g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン　3.USB充電用ケーブル  
　4.USB変換用ケーブル  5.接続コネクタ２種
　6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

繰返し
録画

撮影機能付ポータブル充電器

外部電源
対応

モバイルバッテリー型カメラ／A-602
1080P／LEDライト／充電器機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）
●LEDライト　●動体検知機能    ●外部電源機能
●ＡＶ出力機能　●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約50°   
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約12時間（録画時目安）
【製品サイズ】約75×130×14mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約170g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.AV出力ケーブル  4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
　S

LEDライト
動体検知 外部電源

対応

モバイルバッテリー型カメラ／A-603
1080P／外部電源機能／急速充電機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●外部電源機能　●繰返し録画機能　●急速充電機能　

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約50°   
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大128GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約18時間（録画時目安）
【製品サイズ】約140×68×19mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約250g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】ACアダプター(別売)
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

圧縮方式：H.264

充電器機能

遠隔操作
動体検知

microSDXC

128GB
microSDXC

モバイルバッテリー型カメラ／A-604
1080P／赤外線撮影／充電器機能
●動画撮影（1920×1080px/1440×1080px/
                          1280×720px/848×480px/640×480px）
●赤外線撮影　●オート録画機能    ●外部電源機能
●繰返し録画機能　●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1440×1080px/1280×720px
   　　　　　　　848×480px/640×480px 
【フレームレート】～最大23FPS 
【視野角】約52°   
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約71×145×15mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約136g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル3.給電用ケーブル  
　4.コネクタ２種  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

外部電源
対応

オート録画
赤外線撮影

繰返し
録画

外部電源
対応

繰返し
録画

外部電源
対応

繰返し繰返し繰返し繰返し
録画録画録画

外部電源
対応

撮影機能付ポータブル充電器／A-670
1080P／赤外線撮影／動体検知
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰返し録画機能 　●充電器機能　

【カラー】マットブラック（アルミボディ）
【動画ファイル】1920×1080pixel　
【圧縮方式】H.264コーデック  
【フレームレート】～最大24FPS  
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約3時間（赤外線不使用時）
【製品サイズ】約65×117×10mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約104g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約5時間 
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル  
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

動体検知

圧縮方式：H.264

赤外線撮影

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001887sa670.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002036sa640b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003569sa6900.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004551sa6020.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004622sa6030.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004702sa6040.html


スマートフォン型ビデオカメラ／A-665
1080P／赤外線撮影／動体検知
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●暗視補正機能　●赤外線撮影　●動体検知機能　
●繰返し録画機能    ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px　
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px  
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約90°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約58×123×13mm
【重　 量】約100g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約8時間 
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル　
　 3.5in1マルチUSBケーブル   4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

外部電源
対応

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-605
1080P／動体検知機能／充電器機能
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px/640×480px）
●静止画撮影（4032×3024px/2048×1536px
　　　　　　　/1920×1080px/1280×960px）
●ボイスレコーダー　●LEDライト　●動体検知機能　
●繰返し録画機能    ●充電器機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px／2048×1536px
　　　　　　　　／1920×1080px／1280×960px
【フレームレート】60FPS（※1080px選択時～30FPS)
【視野角】約52°   
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約120×70×14mm
【重　 量】約134g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.給電用ケーブル
　4.コネクタ2種　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

動体検知 繰返し
録画

動体検知

外部電源
対応

スマホバッテリーケース型ビデオカメラ／A-606
1080P／1200万画素保存／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●繰返し録画機能    ●外部電源機能　●オート録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約50°   
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約70×148×20mm
　　　　　　　／モックアップ：約67×138×7mm
【重　 量】本体：約140g／モックアップ：約134g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.カードカバー
　4.目隠しシール　5.iPhone6 モックアップ（シルバー）
　6.日本語取扱説明書　7.製品保証書

スマホバッテリーケース型ビデオカメラ／A-607
1080P／1200万画素保存／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●繰返し録画機能    ●外部電源機能　●オート録画機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約50°   
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約8時間（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約80×168×20mm
　　　　　　　／モックアップ：約78×158×7mm
【重　 量】本体：約153g／モックアップ：約181g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.カードカバー
　4.目隠しシール　5.iPhone6Plus モックアップ（ゴールド）
　6.日本語取扱説明書　7.製品保証書

オート録画

繰返し
録画

オート録画

繰返し
録画

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-608
1080P／動体検知機能／充電器機能
●動画撮影（1280×720px）
●動体検知機能　●繰返し録画機能    ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約58°   
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約54×94×14mm
【重　 量】約78g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.給電用ケーブル
　4.コネクタ2種（microUSB／Lightning）5.裏面カバーパネル（2枚）
　6.専用ポーチ　7.日本語取扱説明書　8.製品保証書

動体検知

繰返し
録画

外部電源
対応

K1K111111
SUPER VISIONSUPER VISION

iPhone6/6s用

外部電源
対応

外部電源
対応

外部電源
対応

720p
Quality

繰返し
録画

動体検知

圧縮方式：H.264
圧縮方式：H.264

圧縮方式：H.264

圧縮方式：H.264

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-611
1080P／繰り返し録画／充電器機能
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●繰返し録画機能    ●充電器機能    ●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】~25FPS
【視野角】約60°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大128GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約5時間（録画時目安）
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【製品サイズ】約54×88×14mm
【重　 量】約74g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【セット内容】1.製品本体　 2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

繰返し
録画

赤外線撮影

スマートフォン型ビデオカメラ／A-665スマートフォン型ビデオカメラ／A-665スマートフォン型ビデオカメラ

繰返し繰返し繰返し繰返し繰返し繰返し
録画録画録画
繰返し繰返し繰返し繰返し
録画

外部電源
対応

充電器機能 外部電源
対応

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-611モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-611モバイルバッテリー型ビデオカメラ
1080P／繰り返し録画／1080P／繰り返し録画／1080P／ 充電器機能
●動画撮影（ ）

充電器機能充電器機能iPhone6Plus/6sPlus用オート録画

外部電源

iPhone6Plus/6sPlus用iPhone6Plus/6sPlus用

iPhone6
モックアップ
プレゼント

iPhone6
モックアップ
プレゼント

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004712sa6650.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004713sa6050.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004717sa6060.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004718sa6070.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004722sa6080.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004768sa6110.html


1080P／赤外線撮影／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px/640×480px）
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰返し録画機能　●外部出力機能　●オート録画機能
●自動回転機能

【カラー】ブラック／メタリックシルバー
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px　
【フレームレート】～最大30FPS（※1080P選択時 ～25FPS)
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約13時間（録画時目安）
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【製品サイズ】約75×130×10mm
【重　 量】約138g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体  2.コンポジット付USB接続ケーブル　
　 3.SDカード挿入口カバーシール   4.日本語取扱説明書  
　 5.製品保証書

繰返し
録画

動体検知
赤外線撮影

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-612

ブラック

メタリック
シルバー

繰返し繰返し繰返し繰返し
録画録画録画

動体検知
赤外線撮影赤外線撮影

モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-612モバイルバッテリー型ビデオカメラ／A-612モバイルバッテリー型ビデオカメラ

ブラック

メタリック
シルバー

繰返し繰返し繰返し繰返し

メタリック
シルバー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004852sa612b.html


スマホ接続
オート録画

撮影機能付ペンクリップ／Bb-638
720P／暗視補正機能／HDMI接続
●動画撮影（1440×1080/1280×720/320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能
●動体検知機能　●HDMI接続　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel 
【圧縮方式】H.264コーデック  
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
　　　　　　　　 1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】動画：約2時間／録音：約4時間（目安）
【製品サイズ】約120×28×20mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約38g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】USB（バスパワー）接続
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.HDMIケーブル
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

圧縮方式：H.264

暗視補正

720p
Quality 720p

Quality

繰返し
録画

外部電源
対応

動体検知

ホワイト

ブラック

撮影機能付ボールペン／Bb-643
オート録画機能／WEBカメラ
●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1280×1024px）
●オート録画機能　●WEBカメラ　

【カラー】シルバー／ゴールド
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】1280×1024pixel 
【フレームレート】～30FPS
【視野角】約72°
【内蔵マイク】 新高性能マイク 
【メモリー】内蔵 8GB 
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】動画：約1時間（録画時目安）
【製品サイズ】全長約143×直径約15mm  
【重　 量】約28g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分
【充電方法】 USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB延長ケーブル　3.ボールペン替え芯　
　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

オート録画
WEBカメラ

シルバー

USB変換
アダプター付

ゴールド

暗視補正 50FPS

圧縮方式：H.264 圧縮方式：H.264

撮影機能付ボールペン／P-117S
1080P／暗視補正機能／50フレーム
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2048×1536px）
●暗視補正機能　●オート録画機能　●カスタム設定機能

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080／1280×720pixel  
【圧縮方式】H.264コーデック    
【静止画ファイル】2048×1536pixel 
【フレームレート】～最大50FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB 
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（1280×720pxl 録画時目安）
【製品サイズ】約157×15mm（全長×直径）  
【重　 量】約50g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USB（バスパワー）接続
【セット内容】1.製品本体  2.日本語取扱説明書  3.製品保証書  
    4.ボールペン替え芯（１本）

16GB
内蔵

シルバー

50FPS

圧縮方式：

シルバー

カスタム設定

撮影機能付ボールペン／Bb-643

ゴールド

720p
Quality
720p
Quality
720p
圧縮方式：

720p

撮影機能付ボールペン／P-118α
スマホ接続／オート録画　
●動画撮影（本体：1280×720px・スマホ：640×360px）
●静止画撮影（スマホ：640×360px）
●繰返し録画機能　●オート録画機能　●外部電源機能
●スマホ接続
【動画ファイル】本体：1280×720pixel  
【圧縮方式】H.264コーデック    
【静止画ファイル】iOS:640×360pixel 
【フレームレート】～最大25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°  
【対応メモリー】4GB Class4以上のmicroSD-microSDXC推奨 
　最大64GB対応
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約45分（録画時目安）
【製品サイズ】約18×152×17mm（楕円径×縦×厚み）
【重　 量】約41g
【動作温度】-10～50℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済）
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間  
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.ボールペン替え芯
　4.USB変換アダプタ　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

オ ト録画

microSDXC

撮影機能付ペンクリップ／P-320
720P／外部電源機能／外部出力機能
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●外部電源機能　●外部出力機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約5.5時間
【製品サイズ】約108×23×20mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約34g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済） 
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

720p
Quality

B:ブラック
S:シルバー

G:ゴールド

R:レッド

C:ブルー

繰返し
録画

撮影機能付ペンクリップ／撮影機能付ペンクリップ／P-310
1080P／赤外線機能／スマホ接続
●動画撮影（1920×1080/1280×720/848×480/640×480px）
●静止画撮影（ 4032×3024px/2048×1536px/1920×1080px ）
●動体検知　●外部電源　●赤外線撮影　●スマホ接続

【カラー】ブラック／シルバー／ゴールド／レッド／ブルー
【圧縮方式】H.264コーデック  
【動画ファイル】1920×1080／1280×720／848×480／640×480pixel 
【静止画ファイル】4032×3024px／2048×1536px／1920×1080px
【フレームレート】～最大60FP（1080ｐ選択時：～30FPS）
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約110°
【内蔵マイク】高感度マイク 
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分
【製品サイズ】約117×28×19mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約51g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】AC電源アダプタ／USB（バスパワー）接続
【セット内容】1.製品本体　2.USB充電用ケーブル　
　3.HDMI接続ケーブル　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

C:ブルー

R:レッド

G:ゴールド
S:シルバー

720p
Quality
720p
Quality
720p

B:ブラック

撮影機能付ペンクリップ／P-310 撮影機能付ペンクリップ／

赤外線撮影
スマホ接続 外部電源

対応

外部出力

圧縮方式：H.264

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001147bb638b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001539sp117s.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003928sp118a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001155bb643s.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003909sp310b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003925sp3200.html


ボイスレコーダー オート録画 ボイスレコーダー
WEBカメラ

撮影機能付ボールペン／P-120
1080P／ボイスレコーダー／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1440px）
●外部電源機能　●ボイスレコーダー　●外部カメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分
【製品サイズ】 約144×18×15mm（全長×高さ×横） 
【重　 量】約36g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】 Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済） 
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB（バスパワー）接続
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書 

撮影機能付ボールペン／P-120

2.3K

2.5K

ペンキャップ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大15FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約45分（録画時目安）
【製品サイズ】約143×16×18mm（全長×直径×厚み）
【重　 量】約39g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済）
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

撮影機能付ボールペン／P-121
1080P／オート録画／ボイスレコーダー
●動画撮影（本体：1920×1080px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●オート録画機能　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

外部電源
対応

オート録画 ボイスレコーダー
動体検知

【カラー】ブラック
【動画ファイル】2304×1296pixel 
【圧縮方式】 H.264 
【静止画ファイル】4532×3264pixel 
【フレームレート】～最大60FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約56°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【対応メモリー】内蔵32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約157×15×20mm（全長×直径×厚み）
【重　 量】約48g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済）
【バッテリー】リチウムイオン充電池 
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　3.専用キャップ　
　4.替え芯　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

撮影機能付ボールペン／P-122
2.3K／ボイスレコーダー／32GB内蔵
●動画撮影（本体：2304×1296px）2.3K
●静止画撮影（4532×3264px）
●オート録画機能　●ボイスレコーダー　●動体検知
●外部電源

オート録画
ボイスレコーダー

【カラー】ガンメタ
【動画ファイル】2560×1440pixel 
【圧縮方式】 H.264 
【フレームレート】～最大60FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】 約113×25×16mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】約91g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP（動作確認済）
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

撮影機能付ペンクリップ／P-330
2.5K／オート録画／ボイスレコーダー
●動画撮影（本体：2560×1440px）2.5K
●オート録画機能　●ボイスレコーダー　●外部電源
●繰返し録画　●電源ロック

繰返し
録画

外部電源
対応

ペンクリップ型ビデオカメラ／P-350
1080P／回転レンズ／ボイスレコーダー
●動画撮影（1920×1080px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー　●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大27FPS
【視野角】約52°
【内蔵マイク】有 
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約180分
【製品サイズ】約83×28×12mm
【重　 量】約25g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

動体検知
ボイスレコーダー

外部電源
対応

ペンクリップ型ビデオカメラ／P-340
720P／回転レンズ／ボイスレコーダー
●動画撮影（1280×720px）
●ボイスレコーダー　●外部電源機能　●繰り返し録画
●操作ロック機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大20FPS
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約180分
【製品サイズ】約112×25×16mm
【重　 量】約58g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル  3.ネックストラップ
　4.レンズクロス　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

動画撮影
ボイスレコーダー

外部電源
対応

720p
Quality 90°

Rotary lens

ロータリー  
 レンズ

SYSTEM

ペンクリップ型ビデオカメラ／P-340

繰返し
録画

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004265sp1200.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004393sp1210.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004582sp1220.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004554sp3300.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004699sp3400.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004710sp3500.html


撮影機能付キーレス／A-265
720P／暗視補正機能／外部電源機能
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能

【カラー】シルバーゴールド
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約72° 
【内蔵マイク】有  
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約61×37×18mm  
【重　 量】約28g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.データ用USBケーブル
　3.外部電源用USBケーブル  4.シガーソケットUSB電源
　5.日本語取扱説明書  6.製品保証書
   ※USBコネクタ保護キャップ・オリジナルフック式キーリング

撮影機能付キーレス／A-265

暗視補正
720p
Quality

外部電源
対応

シガーソケット
USB電源付属
シガーソケット
USB電源付属

キーリング付属キーリング付属

圧縮方式：H.264

暗視補正
720p
Quality

繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付キーレス／A-270
720P／暗視補正機能／HDMI接続
●動画撮影（1440×1080/1280×720/320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●外部電源機能　●繰返し録画機能
●動体検知機能　●HDMI接続　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック（ダミーキー部分：アルミ製）
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel 
【圧縮方式】H.264コーデック  
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
　　　　　　　　 1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約70×36×18mm  
【重　 量】約50g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.データ接続用ケーブル  3.外部電源用ケーブル
　4.HDMIケーブル  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書
   ※オリジナルフック式キーリング

動体検知
720p
Quality
720p
Quality
720p

キーリング付属キーリング付属

撮影機能付キーレス／A-201
1080P／赤外線機能／動体検知機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影機能　●動体検知機能　●オート録画機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【視野角】約72° 
【内蔵マイク】有 
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約64×34×13mm
【重　 量】約61g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.キーリング  4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
  

オート録画赤外線撮影
WEBカメラ

動体検知

撮影機能付キーレス／A-201

動体検知

http://www.onsquare.info/SHOP/1010101096sa2650.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001098sa2700.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001965sa201.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002389sa202l.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004728sa2030.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004734sa2040.html


赤外線撮影

1200
万画素保存

撮影機能付キーレス／Bb-644
1080P／赤外線機能／動体検知機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影機能　●動体検知機能　●繰返し録画機能
●外部電源機能　●WEBカメラ

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大24FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【視野角】約72° 
【内蔵マイク】有  
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約72×35×21mm
【重　 量】約40g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  　　　　
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書
  

繰返し
録画

外部電源
対応

動体検知 WEBカメラ

1200

撮影機能付キーレス／Bb-644

http://www.onsquare.info/SHOP/1010002026bb6440.html


E-230
ミラーレンズ

E-231
クリアレンズ

E-232
サングラス

撮影機能付メガネ／E-230・231・232
720P／ボイスレコーダー／オート録画
●動画撮影（1280×720px）
●ボイスレコーダー機能　
●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel   
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約150×140×30mm（長さ×横幅×高さ）  
【重　 量】約36g
【動作温度】0～60℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.メガネ入れ（ソフトカバー） 4.レンズ拭き
　5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

16GB
内蔵

オート録画

720p
Quality

撮影機能付双眼鏡／Bb-637
動画撮影／写真撮影／光学10倍
●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1280×960px）
●光学10倍ズーム

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】1280×960pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°    
【倍　率】光学10倍（固定）
【レンズ直径】25mm
【焦点範囲】3m～
【最低被写体照度】1.0Lux
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約4時間（録画時目安）
【製品サイズ】約140×105×40mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約233g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単3形乾電池 2本（※付属しておりません）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書
   ※SanDisk８GB（Class4）microSDカード + USB変換アダプタ付属

8GB microSD +
USB変換アダプタ付属
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

写真撮影
光学１０倍

動画撮影 乾電池式
写真撮影
光学１０倍

動画撮影 バッテリー式

撮影機能付双眼鏡／PR-805
動画撮影／写真撮影／光学12倍
●動画撮影（1920×1080/1440×1080/1280×720/
　　　　　　848×480/640×480px）
●静止画撮影（2592×1944/2048×1536/1920×1080/
　　　　　    1280×960/640×480px）
●光学12倍ズーム    ●WEBカメラ

【カラー】シルバー×ブラック
【動画ファイル】1920×1080/1440×1080/1280×720/
　　　　　　　  848×480/640×480pxl 
【静止画ファイル】2592×1944/2048×1536/1920×1080/
　　　　　         1280×960/640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°    
【倍　率】光学12倍（固定）※デジタルズーム4倍
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約３時間（録画時目安）
【製品サイズ】約145×100×50mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約420g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約５時間  
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.レンズクリーナー
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
  

バッテリー式

外部電源
対応

撮影機能付サングラス／E-240
720P／外部電源／ティアドロップ
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●外部電源　●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック    
【動画ファイル】1280×720pixel
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】 約150×148×48（長さ×横幅×高さ）  
【重　 量】約36g
【動作温度】0～60℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー蓄電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.メガネ入れ　3.メガネ拭き
　4.USB接続用ケーブル　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

動画撮影

720p
QualityQuality

E-230
ミラーレンズ

撮影機能付メガネ／E-230

クリアレンズ

E-232
サングラス

クリアレンズクリアレンズ

外部電源
対応

撮影機能付メガネ／E-250
Full HD 1080P／1200万画素保存
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●WEBカメラ

【カラー】ピアノブラック    
【メガネレンズ】クリアレンズ
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel    
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0LuxS
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】 約148×148×33mm（長さ×横幅×高さ）  
【重　 量】約33g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル  3.メガネケース
　4.メガネクロス  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

動画撮影 WEBカメラ

撮影機能付メガネ／E-250

1200
万画素保存

撮影機能付メガネ／E-260B
720P／テンプル型スペアバッテリー
●動画撮影（1280×720px）
●オート録画機能 ●外部電源機能 ●WEBカメラ
●バッテリー交換

【カラー】ピアノブラック    
【メガネレンズ】ミラーコートレンズ
【動画ファイル】1280×720pixel  
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0LuxS
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【メモリー】16GB内蔵
【インターフェイス】USB2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】 約160×143×36mm（長さ×横幅×高さ）  
【重　 量】約41g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.スペアバッテリー  3.USB接続用ケーブル
　4.USBコンバーター  5.交換用ノーズパッド  6.メガネクロス
　7.日本語取扱説明書  8.製品保証書

WEBカメラ
720p
Quality

16GB
内蔵

オート録画

16GB

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001114se2300.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001146bb6370.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001335pr8050.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001797se2400.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001941se250.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002039se260B.html


撮影機能付メガネ／E-280
Full HD 1080P／1200万画素保存
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存

【カラー】ピアノブラック    
【メガネレンズ】ミラーコートレンズ
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px   
【フレームレート】～最大25FPS
【視野角】約60°  
【内蔵マイク】 有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB2.0  
【最大稼働時間】～約１時間（録画時目安）
【製品サイズ】 約148×152×32mm  
【重　 量】約36g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続用ケーブル
    3.メガネケース    4.メガネクロス    5.日本語取扱説明書
    6.製品保証書

動画撮影 写真撮影

1200

32GB
内蔵

1200
万画素保存

32GB

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004767se2800.html


撮影機能付腕時計／W-735
1080P／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●オート録画機能（電源投入時自動録画開始）
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（本革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約110分（録画時目安）
【製品サイズ】約44×44×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約79g
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2～3時間 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.ACアダプタ（PSE）
 　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
    ※防水キャップ

オート録画

16GB
内蔵

撮影機能付腕時計／W-760
720P／赤外線撮影／外部電源機能
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ホワイト／ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel   
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約56×51×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約103g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用USBケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

赤外線撮影

16GB
内蔵

外部電源
対応

720p
Quality

撮影機能付腕時計／W-755
1080P／赤外線撮影／動体検知
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（メタルバンド：シルバー）  
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel  
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約50×45×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約145g
【動作温度】10～80℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体   2.USB接続ケーブル  3.日本語取扱説明書
　4.製品保証書
   ※防水キャップ

赤外線撮影
動体検知

16GB
内蔵

撮影機能付腕時計／W-765
720P／赤外線撮影／外部電源機能
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック／ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約56×51×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約103g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用USBケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

赤外線撮影

16GB
内蔵

外部電源
対応

720p
Quality

撮影機能付腕時計／W-770B
720P／1200万画素／替えバンド付
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●生活防水機能（防水キャップ使用時）
【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel   
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約53×51×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約94g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.着せ替えラバーバンド 
　3.バンド調整工具  4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ 
　6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

16GB
内蔵

ボイスレコーダー

撮影機能付腕時計／W-770W
720P／1200万画素／替えバンド付
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●生活防水機能（防水キャップ使用時）
【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約53×51×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約94g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.着せ替えラバーバンド 
　3.バンド調整工具  4.専用USBケーブル 5.防水用キャップ 
　6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

16GB
内蔵

ボイスレコーダー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001015sw7350.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001107sw7550.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001108sw7600.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001109sw7650.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001503sw770B.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001504sw770W.html


撮影機能付腕時計／W-776
1080P／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●WEBカメラ

【カラー】シルバー（革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×52×17mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約101g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用USBケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

赤外線撮影
※可視タイプ

16GB
内蔵

撮影機能付腕時計／W-777
1080P／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×52×17mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約101g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用USBケーブル  3.バンド調整工具
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

赤外線撮影
※可視タイプ

16GB
内蔵

動体検知

撮影機能付腕時計／W-774
1080P／動体検知機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1920px）
●動体検知機能　●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約50×48×15mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約111g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約60分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用USBケーブル  3.バンド調整工具
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

動体検知

16GB
内蔵

16GB
内蔵

撮影機能付腕時計／Bb-616
1080P Quality／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●オート録画機能　●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック（本革バンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約44×44×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約82g
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3時間   
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体   2.USB接続ケーブル  
　3.マイク用防水キャップ   4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
   ※ポータブル充電器（O-110）付属

ポータブル充電器付属ポータブル充電器付属

オート録画

撮影機能付腕時計／Bb-628
1080P Quality／赤外線撮影／オート録画
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線機能　●オート録画機能     ●WEBカメラ

【カラー】文字盤：ブラック（ウレタンバンド：ブラック）
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約47×47×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約109g
【動作温度】0～45℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2～3時間   
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体   2.USB接続ケーブル
　3.マイク用防水キャップ   4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
   ※ポータブル充電器（O-110）付属

ポータブル充電器付属ポータブル充電器付属

オート録画
赤外線撮影 16GB

内蔵

撮影機能付腕時計／W-780
1080P／動体検知／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2560×1440px）
●赤外線撮影　●動体検知機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約53×49×17mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約97g
【動作温度】0～45℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
　3.防水キャップ  4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

ボイスレコーダー
赤外線撮影

16GB
内蔵

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001508sw7740.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001510sw7760.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001511sw7770.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001123bb6160.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001135bb6280.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001769sw7800.html


撮影機能付腕時計／W-790
720P／赤外線撮影／外部電源
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×50×14mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約143g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
　3.バンド調整工具  4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

ボイスレコーダー
赤外線撮影

16GB
内蔵

720p
Quality

外部電源
対応

撮影機能付腕時計／W-795
720P／赤外線撮影／外部電源
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×50×14mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約72g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
　 3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

ボイスレコーダー
赤外線撮影

16GB
内蔵

720p
Quality

外部電源
対応

外部電源
対応

撮影機能付腕時計／W-795

ボイスレコーダー
赤外線撮影

720p

外部電源
対応

撮影機能付腕時計／W-702
1080P／赤外線撮影／動体検知
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1440px）
●赤外線撮影　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ
●動体検知　●外部電源

【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約53°
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】約45×50×17mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約128g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 ～約4時間（USBバスパワー） 
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル  3.防水用キャップ
　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

赤外線撮影
動体検知

16GB
内蔵

外部電源
対応

16
内蔵

外部電源
対応

撮影機能付腕時計／W-704
1080P／赤外線撮影／音感検知
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●音感検知機能　
●生活防水機能（防水キャップ使用時）

【カラー】文字盤：ブラック（メタルバンド：シルバー）  
【動画ファイル】1920×1080pixel  
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約53°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約54×51×17mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約150g
【動作温度】10～60℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】生活防水機能（防水キャップ使用時）
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.防水用キヤップ
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

赤外線撮影
音感検知

32GB
内蔵

撮影機能付腕時計／W-705
1080P／バイブレーション／ボイスレコーダー
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（2560×1440px）
●バイブレーション　●ボイスレコーダー　
●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel  
【静止画ファイル】2560×1440pixel 
【フレームレート】～最大24FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】本　体：約52×22×13mm（縦×横×厚み）
　　　　　　   ベルト：約16×265（幅×全長）  
【重　 量】約29g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

ボイスレコーダー

腕時計型ビデオカメラ／W-706
2.3K／60FPS／動体検知／オート録画
●動画撮影（2304×1296px/1920×1080px/1280×720px）
●静止画撮影（4352×3264px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●カラー変更撮影
●オート録画機能　●ボイスレコーダー

【カラー】シルバー
【動画ファイル】2304×1296px/1920×1080px/1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック    
【静止画ファイル】4352×3264px
【フレームレート】～最大60FPS  
【視野角】約58°
【内蔵マイク】有 
【メモリー】内蔵 32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約52×52×16mm
【重　 量】約129g
【動作温度】10～60℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
　 3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

動体検知
オート録画

32GB
内蔵 外部電源

対応

腕時計型ビデオカメラ

外部電源
対応圧縮方式：H.264

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001883sw790.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001884sw795.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003974sw7020.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004604sw7040.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004651sw7050.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004692sw7060.html


腕時計型ビデオカメラ／W-707
2.3K／60FPS／動体検知／オート録画
●動画撮影（2304×1296px/1920×1080px/1280×720px）
●静止画撮影（4352×3264px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●カラー変更撮影
●オート録画機能　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】2304×1296px/1920×1080px/1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック    
【静止画ファイル】4352×3264px
【フレームレート】～最大60FPS  
【視野角】約60°
【内蔵マイク】有 
【メモリー】内蔵 32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約54×55×16mm 
【重　 量】約110g
【動作温度】10～60℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USBバスパワー／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体（豪華ケース付） 2.USB接続用ケーブル
　 3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

動体検知
オート録画

外部電源
対応

32GB
内蔵
圧縮方式：H.264

外部電源
対応H.264

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004719sw7070.html


バイブレーション赤外線撮影

S：シルバー

B：ブラック

撮影機能付USBメモリ／A-440
1200万画素／赤外線撮影
●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●WEBカメラ
●バイブレーション機能

【カラー】ガンメタリック
【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～15FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】約77×24×12mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約23g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.日本語取扱説明書
    4.製品保証書  

外部電源
対応

繰返し
録画

赤外線撮影 赤外線撮影 WEBカメラ

撮影機能付USBメモリ／A-450 B/S
720Ｐ／赤外線撮影／外部電源
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●繰返し録画
●WEBカメラ

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●繰返し録画
●動体検知機能　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ

【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1280×720pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約79×24×12mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約45g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.日本語取扱説明書
    4.製品保証書  

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約60°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
　　　　　　　（※4GB Class4以上のmicroSD-microSDXC推奨 ）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約45分（録画時目安）
【製品サイズ】約26×71(キャップ使用時：75)×12mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約22g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約45分  
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.日本語取扱説明書
    4.製品保証書

外部電源
対応

外部電源
対応

撮影機能付USBメモリ／A-460
1080Ｐ／赤外線撮影／外部電源

繰返し
録画

繰返し
録画S：シルバー

B：ブラック

A-450 B

S：シルバー

繰返し繰返し繰返し繰返し
録画

撮影機能付キーホルダー／A-430
720P／動体検知／ボイスレコーダー
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知機能　●WEBカメラ　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約82×24×11mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約45g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～70％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.USB変換アダ
   プタ付属  4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

USB変換アダプタ付

動体検知

720p
Quality

撮影機能付USBメモリ／A-420
1200万画素／動体検知／外部電源
●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能　●WEBカメラ

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約52×20×12mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約9g（microSD非装着時）
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～70％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分  
【充電方法】USB接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.キーリング
　4.フック式キーリング  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

B：ブラック

Ｗ：ホワイト

外部電源
対応

動体検知

1200
万画素保存

720p
Quality

12001200
万画素保存

赤外線撮影 WE
動体検知

microSDXC

外部電源
対応

極小モデル WEBカメラ 動体検知

●動画撮影（1280×960px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●WEBカメラ

【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大20FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約50°  
【内蔵マイク】高感度マイク 
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約52×20×10mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約10g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～70％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分  
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.日本語取扱説明書
   4.製品保証書

撮影機能付USBメモリ／A-475
シリーズ最小・最軽量の超マイクロミニサイズ

外部電源

撮影機能付USBメモリ／A-475／A-475／

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001519sa420B.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001527sa4300.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001534sa440.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001771sa450b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003570sa4600.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004004sa4750.html


外部電源
対応動画撮影 写真撮影

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）5枚連写1200万画素保存
●外部電源機能

【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約50°  
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約１時間（録画時目安）
【製品サイズ】約20×63×11mm
【重　 量】約14g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.日本語取扱説明書
    4.製品保証書

撮影機能付USBメモリ／A-490
1080Ｐ／写真撮影（連写）／外部電源

動画撮影

A-490

1200
万画素保存

外部電源
対応

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（1280×720px）
●外部電源機能　●WEBカメラ　●キーチェーン付

【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】1280×720pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】約61×21×9mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約16g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約90分  
【充電方法】USB（バスパワー）接続／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  3.キーチェーン
   4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

撮影機能付USBメモリ／A-485

WEBカメラ

1080Ｐ／回転キャップ式／外部電源

キーチェーン付

A-485 撮影機能付USBメモリ／A-401
1080P／動体検知／外部電源
●動画撮影（1920×1080px）FullHD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約50°  
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応 （別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約2時間（録画時目安）
【製品サイズ】約26×71×13mm  
【重　 量】約20g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続ケーブル
    3.ハンドストラップ    4.ネックストラップ    5.日本語取扱説明書
    6.製品保証書

外部電源
対応

動体検知

撮影機能付USBメモリ／A-401

動体検知

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004003sa4850.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004730sa4900.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004742sa4010.html


ライター型スパイカメラ／A-520
1080P／動体検知機能／64GB対応
●動画撮影（1920×1080px）
●動体検知機能

【デザイン】カーボン／レザー ／ブルー
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大64GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約80×25×12mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約24g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB延長ケーブル  
　3.オリジナルステッカー×2枚　4.日本語取扱説明書　
　5.製品保証書

L：レザー

ブラック

C：カーボン B：ブルーL：レザーC：カーボン L：レザー B：ブルーL：レザー B：ブルーB：ブルー

動体検知

ライター型スパイカメラ／A-530
1080P／繰返し録画機能／バイブレーション
●動画撮影（1920×1080px）
●繰返し録画機能　●外部電源機能　●バイブレーション

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大24FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約48°  
【内蔵マイク】有
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約45分（録画時目安）
【製品サイズ】約82×28×13mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約27g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー
【セット内容】1.製品本体  2.オリジナルUSB延長ケーブル
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

バイブレーション

外部電源
対応 繰返し

録画

ライター型スパイカメラ／A-540
1080P／繰返し録画機能／バイブレーション
●動画撮影（1920×1080px）
●繰返し録画機能　●外部電源機能　●バイブレーション

【カラー】ブラック／ネイビー 
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約50°  
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】約82×26×14mm
【重　 量】約25g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.オリジナルUSB延長ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

バイブレーション

外部電源
対応 繰返し

録画
ネイビー

／A-540
バイブレーション

●動画撮影（1920×1080px）
●繰返し録画機能　●外部電源機能　●バイブレーション

ネイビー

ブラック

ライター型スパイカメラ
繰返し録画機能

●動画撮影（1920×1080px）
●繰返し録画機能　●外部電源機能　●バイブレーション

バイブレーション

繰返し繰返し繰返し繰返し
録画録画

ライター型スパイカメラ／A-540ライター型スパイカメラ／A-540ライター型スパイカメラ
繰返し録画機能／バイブレーション／バイブレーション／

●動画撮影（1920×1080px）

ネイビー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004586sa520l.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004406sa5300.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004857sa540b.html


撮影機能付置時計／R-217S
1080P／動体検知／長時間録画／リモコン
●動画撮影（1920×1080px/1440×1080px/
                           1280×720px）Full HD画質
●静止画（2592×1944px）　●動体検知機能
●ボイスレコーダー　●繰返し録画　●外部電源機能
●HDMI接続　●WEBカメラ　●リモコン操作  
【カラー】シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel /1440×1080pixel/
                                1280×720pixel   
【静止画ファイル】2592×1944pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約90°
【内蔵マイク】高感度マイク使用 
【リモコン操作範囲】最長約7m
【内蔵メモリー】非内蔵 
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】録画：約6.5時間／録音：約15時間（目安）
【ケースサイズ】約45×125×55mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約130ｇ   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間（ACアダプター使用）
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体   2.USB接続ケーブル   3.リモコン  
　4.ACアダプタ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

Eye Clock
アイ クロック

外部電源
対応動体検知

繰返し
録画

撮影機能付ポータブルスピーカー／M-918
液晶／再生機能／暗視補正／赤外線
●動画撮影（640×464px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●暗視補正機能　●外部電源機能　●ボイスレコーダー 
●繰返し録画   ●赤外線ライト機能   ●FMラジオ機能

【カラー】ブラック／シルバー
【動画ファイル】640×464／320×240pixel　
【静止画ファイル】1600×1200／1280×1024／1024×768／
　　　　　　　     800×600／640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約2.5時間（録画時目安）
【製品サイズ】約50×80×52mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約155g
【動作温度】-10℃ ～60℃  
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター
【セット内容】1.製品本体 2.ACアダプター 3.USB接続ケーブル  
　4.オーディオケーブル 5.イヤホン  6.携帯用巾着袋
　7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

暗視補正
赤外線撮影
ボイスレコーダー
FMラジオ

繰返し
録画

外部電源
対応対応

S：シルバー

B：ブラック

Ｂ：ブラック

Ｗ：ホワイト

撮影機能付置時計／Bb-641
動体検知／繰返し録画／リモコン
●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知    ●外部電源   ●繰返し録画  ●ボイスレコーダー  
●WEBカメラ  ●リモコン操作　●デジタルアラーム機能

【カラー】ホワイト＋ブラック
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】通常：1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約5～6m
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約480分以下（録画時目安）
【製品サイズ】約115×118×72Smm（縦×横×厚み）
【重　 量】約110g
【動作温度】-20～80℃
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】PCバスパワーにて8時間、ACアダプタにて約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.専用リモコン
　4.その他取扱説明書/製品保証書

動体検知
動画撮影
ボイスレコーダー

動体検知

Ｂ：ブラック

繰返し
録画

外部電源
対応

720p
Quality

撮影機能付  置時計／Ｃ-540
1080Ｐ／赤外線撮影／動体検知機能
●動画撮影（1920×1080px）
●赤外線撮影
●遠隔操作　●外部電源機能　●繰返し録画   
●動体検知

【カラー】ブラック
【動画ファイル】■1920×1080pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約78°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約7時間（録画時目安）
【製品サイズ】約123×54×51mm（幅×高さ×奥行）
【重　 量】約120g
【動作温度】0～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.リモコン　3.USB接続ケーブル　
　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

赤外線撮影 動体検知 繰返し
録画

外部電源
対応
外部電源
対応

撮影機能付  置時計／

外部電源
対応

撮影機能付デザイン置時計／R-209・210
動体検知／長時間録画／リモコン

Shine Clock mini
シャインクロック ミニ

●動画撮影（1280×960px） ●静止画（1600×1200px）
●動体検知機能　●繰返し録画　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●リモコン操作  

【カラー】ホワイト／ブラック
【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約90° 
【リモコン操作範囲】最長約3m 
【内蔵メモリー】非内蔵 
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約10時間（録画時の目安）
【ケースサイズ】約90×100×45mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約137ｇ   
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.リモコン  
　4.ACアダプタ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

動体検知

繰返し
録画

R-209
ホワイト

R-210  ブラック

撮影機能付置時計／R-202
動体検知／長時間録画／リモコン
●動画撮影（1280×960px） ●静止画（1600×1200px）
●動体検知機能　●繰返し録画　●ボイスレコーダー
●WEBカメラ　●リモコン操作 

【カラー】ホワイト+シルバー
【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約140°
【リモコン操作範囲】最長約3m
【内蔵メモリー】非内蔵 
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約24時間（録画時の目安）
【ケースサイズ】約86×122×26mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約191ｇ   
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約8時間
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続ケーブル  3.リモコン 
　 4.ACアダプタ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

Shine Clock
シャインクロック動体検知

繰返し
録画

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001018rr2020.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001162rr2090.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001170rr217s.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001580sm918s.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001151bb641b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003973sc5400.html


【カラー】ブラック
【動画ファイル】1440×1080pixel 
【静止画ファイル】3264×2448pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】約70°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間（録画時目安）
【製品サイズ】約95×34×43mm（幅×高さ×奥行）
【重　 量】約118g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.赤外線リモコン　
　3.USB接続ケーブル　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

撮影機能付  置時計／Ｃ-560
1080Ｐ／赤外線撮影／F2.2レンズ
●動画撮影（1440×1080px）
●静止画撮影（3264×2448px）
●赤外線撮影 ●動体検知　●オート録画　●外部電源
●繰返し録画   ●遠隔操作

赤外線撮影 動体検知 繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付  置時計／Ｒ-231
1080Ｐ／動体検知／ボイスレコーダー
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px/640×480px）
●静止画撮影（2592×1944px）
●ボイスレコーダー  ●白黒撮影機能　●動体検知　
●外部電源　●繰返し録画   ●遠隔操作

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px/640×480px
【静止画ファイル】2592×1944px
【フレームレート】～最大20FPS 
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約80°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約16時間（録画時目安）
【製品サイズ】約89×65×50mm（幅×高さ×奥行）
【重　 量】約160g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.リモコン　3.USB接続ケーブル　
　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

動体検知 遠隔操作

撮影機能付  置時計／Ｒ-231

繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付  置時計／Ｃ-590
赤外線撮影／再生機能／FMラジオ機能
●動画撮影（1920×1080/1280×720/640×480px）
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰り返し録画　●動画/写真/音楽再生機能
●FMラジオ機能　●外部スピーカー機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【圧縮方式】 H.264  
【フレームレート】～最大15FPS 
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有  
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約5時間（録画時目安）
【製品サイズ】 約165×80×60mm
【重　 量】約446g
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

赤外線撮影 動体検知

繰返し
録画

外部電源
対応

B:ブラック

W:ホワイト

1080p
Quality

撮影機能付  置時計／Ｃ-590
W:ホワイト

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004392sc5600.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004745sc590w.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004282rr2310.html


繰返し
録画
繰返し繰返し
録画録画録画

撮影機能付火災報知器／M-910
1080P／暗視補正／動体検知
●動画撮影（ 1920×1080/1280×720/640×480/320×240px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●暗視補正機能　●動体検知機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー   ●リモコン操作　●長時間録画

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1920×1080,1280×720,640×480,320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】1280×720/320×240 選択時：～30FPS
　　　　　　　　 1440×1080 選択時：～15FPS
【最低被写体照度】1.0Lux（暗視補正機能付）
【視野角】約62°
【内蔵マイク】高感度マイク  
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約10時間（録画時目安）
【製品サイズ】約100×50mm（直径×高さ）  
【重　 量】約50g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約200分
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.専用リモコン
　4.ビス・両面テープ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書
   ※オリジナルフック付キーリング

16GB
内蔵

圧縮方式：H.264

暗視補正 動体検知

圧縮方式：H.264
1080p
Quality

撮影機能付火災報知器／Bb-631
動体検知機能／リモコン操作
●動画撮影（1280×960px） ●静止画撮影（1600×1200px）
●動体検知機能　●ボイスレコーダー   ●WEBカメラ　
●リモコン操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×960pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【録音可能範囲】最大約40㎡
【リモコン有効範囲】最長約15m
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約5時間（録画時目安）
【製品サイズ】約116×30mm（直径×高さ）  
【重　 量】約103g
【動作温度】-10～60℃
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.専用リモコン
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書
   ※オリジナルフック付キーリング

動体検知 繰返し
録画

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001516sm9100.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001138bb6310.html


撮影機能付フック／R-222
1080P／動体検知／リモコン操作
●動画撮影（1440×1080／1280×720／320×240px） 
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知録画　●ボイスレコーダー　●外部電源機能
●繰返し録画　●HDMI接続　●リモコン操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1440×1080/1280×720/320×240pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【圧縮方式】H.264コーデック    
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約72° 
【内蔵メモリー】非内蔵 
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【内蔵マイク】高感度マイク
【インターフェイス】USB 1.1/2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【ケースサイズ】約62×125×50mm（横×高さ×奥行）
【重　 量】約60ｇ   
【動作温度】0～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】ACアダプター／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.AC電源アダプター
　4.HDMIケーブル  5.取付用アタッチメント  6.日本語取扱説明書
　7.製品保証書

HOOK Camera
フックカメラ

撮影機能付フック／R-222撮影機能付フック／R-222撮影機能付フック

HOOK Camera
フックカメラフックカメラ動体検知

外部電源
対応

繰返し
録画圧縮方式：H.264

1080p
Quality

撮影機能付フック／Bb-636
動画撮影／動体検知／リモコン操作
●動画撮影（1280×960px）
●動体検知録画　●ボイスレコーダー　●リモコン操作
●WEBカメラ

【カラー】ホワイト／ブラック  
【動画ファイル】1280×960pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約8～9m
【メモリー】内蔵 8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約150分（録画時目安）
【製品サイズ】約92×50×65mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約54g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン  3.取り付けキット
　4.USB接続ケーブル  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

撮影機能付フック／

動体検知
ボイスレコーダー

動画撮影

8GB
内蔵

動体検知
ボイスレコーダー

外部電源
対応

繰返し
録画

撮影機能付フック／Bb-642
赤外線／動体検知／リモコン操作
●動画撮影（1280×720px）●静止画撮影（2560×1440px）
●動体検知録画　●外部電源機能　●リモコン操作
●繰返し録画　●赤外線

【カラー】ホワイト／ブラック  
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】2560×1440pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux 
【視野角】約72° 
【内蔵マイク】高感度マイク
【リモコン有効範囲】最長約8～9m
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約87×62×46mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約54g
【動作温度】10～50℃   
【動作湿度】10～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン  3.取り付けキット
　4.USB接続ケーブル 5.USB変換アダプタ 6.日本語取扱説明書  
　7.製品保証書

動画撮影

動体検知
ボイスレコーダー

外部電源
対応

動画撮影

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001144bb636w.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001175rr2220.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001153bb642b.html


圧縮方式：H.264

1080p
Quality

圧縮方式：

1080p
Quality
1080p
Quality
1080p

撮影機能付PCアダプター／M-917
1080P／H.264／動体検知／リモコン
●動画撮影（1440×1080px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●ボイスレコーダー   ●リモコン操作   ●長時間録画

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1440×1080／1280×720／320×240pixel
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】新高性能マイク  
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】約96×43×30mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約145g
【動作温度】0～60℃  
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.専用リモコン
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

圧縮方式：

動体検知 繰返し
録画

外部電源
対応

1080p
Quality

撮影機能付USB・ACアダプター／M-928
1080P／動体検知／同型のアダプター付
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●外部カメラ   ●リモコン操作  

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）　　　　　　　　　　
【製品サイズ】約67×37×22mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約26g
【動作温度】10～40℃  
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows7／Windows8／Windows8.1
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.専用リモコン
　4.同型ACアダプター  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

動体検知 WEBカメラ 繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付ACアダプター／Bb-640
動画撮影／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（720×480px）
●動体検知機能　●外部電源機能　   ●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】720×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】本体内蔵型16GB
【製品サイズ】約64×38×24mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約35g
【動作温度】0～45℃  
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセントプラグ接続またはUSBと別売ACアダプター接続
【生産国】中国
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.日本語取扱説明書  
　4.製品保証書

動体検知
外部電源
対応

16GB
内蔵

撮影機能付USB・ACアダプター／M-944
1080P／赤外線撮影／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●繰返し録画　
●オート録画機能  

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px 
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約56°
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0 　　　　　　　　　　
【製品サイズ】約31×75×55mm（コンセントプラグ使用時奥行71mm）  
【重　 量】約82g
【動作温度】10～40℃  
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセント接続／ポータブルバッテリー（別売）
【セット内容】1.製品本体     2.USB接続ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

繰返し
録画

外部電源
対応

32GB
対応

動画撮影

●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●外部電源機能　●繰返し録画  ●オート録画

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px 
【フレームレート】～最大23FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約46°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード～最大32GB対応（別売）　
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】 約25×25×45mm（横×縦×厚み） 
【重　 量】約19g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.日本語取扱説明書
    4.製品保証書

外部電源
対応

撮影機能付USBメモリ／M-933
1080Ｐ／繰返し録画／外部電源

繰返し
録画

赤外線撮影 オート録画機能

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001533sm9170.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010002009sm9280.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001150bb6400.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004690sm9330.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004776sm9440.html


ボタン付セキュリティカメラ／Bb-617
バイブレーション機能
●動画撮影（720×480px）
●静止画撮影（2048×1536px）
●バイブレーション　●ボイスレコーダー　●WEBカメラ    

【カラー】ブラック  
【動画ファイル】720×480pixel 
【静止画ファイル】4032×3024 pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約60分（録画時目安）
【製品サイズ】約59×23×10mm
【重　 量】約17g（保護キャップ含む）
【動作温度】10℃～60℃   
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）  
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

8GB microSD +
USB変換アダプタ付属
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

バイブレーション スマホ接続 動体検知

ボタン型ビデオカメラ／P-315
1080Ｐ／スマホ接続／動体検知
●動画撮影（1920×1080/1280×720/848×480/640×480px ）
●静止画撮影（4032×3024px／2048×1536px／1920×1080px ）
●動体検知 ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●スマホ接続

【動画ファイル】1920×1080/1280×720/848×480/640×480pixel 
【静止画ファイル】4032×3024px／2048×1536px／1920×1080pixel 
【フレームレート】～60FPS（1080P選択時～30FPS)
【視野角】 約70° 
【内蔵マイク】 有 
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約1.5時間（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約29×114×20mm
　　　　　　／ボタン部分：直径約13mm
【重　 量】約44g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【専用アプリ】iOS:FinalCam（OS:6.1以降）/Android:FinalCam（OS:3.0以降） 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB充電用ケーブル
　3.HDMI接続ケーブル　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

外部電源
対応 繰返し

録画

ボタン型ビデオカメラ／Ｍ-931
動体検知／繰返し録画／オート録画
●動画撮影（1920×1080px）
●動体検知機能　●オート録画機能　●繰返し録画機能
●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【視野角】約45°
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】 カメラ：約24×26×15mm
                              ボタン：直径φ約11mm
                              レンズ：直径φ約2mm
                              USBケーブル：約1.5m
【重　量】約17g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
                         ／ ポータブルバッテリー（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.カモフラージュ用ボタン（4個）
    3.USB変換アダプタ　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

動画撮影 動体検知

繰返し
録画

外部電源
対応

動画撮影 ボイスレコーダー

ボタン型ビデオカメラ／P-345
720Ｐ／ボイスレコーダー／動体検知
●動画撮影（1280×720px ）
●ボイスレコーダー 　●外部電源機能 　●繰り返し録画
●操作ロック機能

【動画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～20FPS
【視野角】 約50° 
【内蔵マイク】 有  
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約3時間（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約25×112×21mm
【重　 量】約57g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB充電用ケーブル
　3.ネックストラップ　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

外部電源
対応 繰返し

録画

720p
Quality

動画撮影
静止画撮影

オート録画機能 オート録画機能

ボタン型ビデオカメラ／M-936
動画撮影／写真撮影／オート録画機能
●動画撮影（720×480px ）
●静止画撮影（1280×1024px ）　●オート録画機能

【動画ファイル】720×480px
【フレームレート】～25FPS
【視野角】 約50° 
【内蔵マイク】 有
【メモリー】本体内蔵型16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】約80分（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約15×70×14mm
【重　 量】約10g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル
　3.カモフラージュボタン（5個）　4.日本語取扱説明書　
　5.製品保証書

16GB
内蔵

ボイスレコーダー

動画撮影

ボタン型ビデオカメラ／M-945
1080Ｐ／繰返し録画／オート録画機能
●動画撮影（1920×1080px ）
●外部電源機能　●繰り返し録画　●オート録画機能

【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～18FPS
【視野角】 約66° 
【内蔵マイク】 有  
【メモリー】microSDカード 最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】本体：約18×26×12mm
【重　 量】約12g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】非搭載
【充電方法】バスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB変換アダプタ
    3.カモフラージュ用ボタン（6個）    4.専用ケース
    5.日本語取扱説明書    6.製品保証書

外部電源
対応

繰返し
録画

ボタン型ビデオカメラ／ボタン型ビデオカメラ／ボタン型ビデオカメラ

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001124bb6170.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003971sp3150.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004700sp3450.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004602sm9310.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004715sm9360.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004856sm9450.html


赤外線付トイデジカメラ／A-370
1080P／AV出力対応／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●動体検知機能　●外部電源機能
●繰返し録画　●WEBカメラ

【カラー】ブラック（フルメタル仕様）
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS（1080P選択時：～25FPS)  
【最低被写体照度】 1.0Lux
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約50°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】約25×23×21mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】約30ｇ
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB/AV出力接続ケーブル
　3.マウント２種　4.ネックストラップ　5.日本語取扱説明書
　6.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影 動体検知

トイデジタルムービーカメラ／A-340
1080P／赤外線撮影／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080/1280×720px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●動体検知機能
●WEBカメラ

【カラー】ブラック／シルバー
【動画ファイル】1920×1080pixel 1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel  
【フレームレート】～最大15FPS  
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約170°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】 ～約100分以下 
【製品サイズ】 約23×55×15mm（縦×横×厚み）
　　　　　　　カメラレンズ部分25mm （厚み）
【重　 量】約45g
【動作温度】10～40℃   SS
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体　2.USB/AV出力接続ケーブル
　3.ネックストラップ　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影

防水ケース付トイデジカメラ／A-350
1080P／防水ケース／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px）Full HD画質
●静止画撮影（4032×3024px）1200万画素保存
●赤外線撮影　●外部電源機能　●音感検知
●WEBカメラ
【カラー】ブラック（フルメタル仕様）
【動画ファイル】1920×1080pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約72°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約100分（録画時目安）
【製品サイズ】カメラ本体：約25×55×20mm（縦×横×厚み）
　　　　   防水ケース装着：約40×75×35mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】カメラ本体：約57ｇ/防水ケース装着：約87ｇ
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】カメラ本体：非防水  /防水ケース装着：水深 約10ｍ防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB/AV出力接続ケーブル
　3.USB接続ケーブル　4.防水ケース　5.各種マウント
　6.マウント用ストラップ　7.ネックストラップ　8.日本語取扱説明書
　9.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影

防水ケース付トイデジカメラ WiFi機能付トイデジカメラ／A-360
WiFi／リモート機能／赤外線撮影
●動画撮影（640×480px）
●赤外線撮影　●外部電源機能　●リモート機能
●WiFi機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【フレームレート】～最大10FPS  
【最低被写体照度】 1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux） 
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約80分（録画時目安）
【製品サイズ】本体：約42×22×18mm（縦×横×厚み）
【重　 量】約18ｇ
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水 
【専用アプリ】doyog
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約120分  
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続用ケーブル
　3.マウント2種（クリップ型、スタンド型） 4.ネックストラップ
　5.microSDカードリーダー  6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影
WiFi 機能

繰返し
録画

赤外線付トイデジカメラ／A-375
1080P／写真連続撮影／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px）
●静止画撮影（2560×1440px）
●赤外線撮影　●写真連続撮影　●ボイスレコーダー
●繰返し録画　●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】2560×1440px
【フレームレート】～最大20FPS（1080P選択時：～14FPS)  
【最低被写体照度】 1.0Lux 
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約52°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約70分（録画時目安）
【製品サイズ】約26×25×21mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】約11ｇ
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル
　3.マウント２種　4.ネックストラップ　5.日本語取扱説明書
　6.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影 ボイスレコーダー

繰返し
録画

赤外線付トイデジカメラ／A-380
1080P／動体検知機能／赤外線撮影
●動画撮影（1920×1080px/1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●赤外線撮影　●動体検知撮影　●ボイスレコーダー
●繰返し録画　●外部電源機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px/1280×720px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS（1080P選択時：～25FPS)  
【最低被写体照度】 1.0Lux
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【視野角】約50°
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約35分（録画時目安）
【製品サイズ】約40×20×17mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】約25ｇ0
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】 USB（バスパワー）充電／ACアダプター（別売） 
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル
　3.マウント２種　4.ネックストラップ　5.日本語取扱説明書
　6.製品保証書

外部電源
対応

赤外線撮影 ボイスレコーダー

繰返し
録画

ブラックブラック

シルバーシルバー

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001767sa340b.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001804sa3500.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001873sa360.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004603sa3700.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004705sa3750.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004701sa3800.html


写真撮影
動画撮影

●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2592×1944px）
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720px
【静止画ファイル】1280×720px
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約50分（録画時目安）
【製品サイズ】本  体：約28×55×18mm（縦×横×厚み）
　　　　　      フック：W67×H35mm  
【重　 量】約18g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約1時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.イヤーパッド  3.USB接続ケーブル
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-919
1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

外部電源
対応

写真撮影
動画撮影

●動画撮影（1920×1080px/1440×1080px /
                          1280×720px/ 640×480px ）
●静止画撮影（4032×3024px）
●繰返し録画
【カラー】ブラック×シルバー
【動画ファイル】1920×1080px　1440×1080px
　1280×720px  640×480px 
【静止画ファイル】 4032×3024px 
【フレームレート】～最大30FPS
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約40分（録画時目安）
【製品サイズ】本  体：約24×60×22mm
【重　 量】約20g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

撮影機能付ワイヤレスイヤホン／M-920
1080P／動画撮影／写真撮影／外部電源

繰返し
録画

圧縮方式：H.264

動画撮影

●動画撮影（1920×1080px）
●繰返し録画機能　●オート録画機能

【カラー】ブラック／ホワイト
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約55°
【内蔵マイク】有 
【メモリー】本体内蔵型8GB
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】本  体：約77×20×14mm
【重　 量】約20g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウム充電池S
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続用ケーブル
　3.イヤホンパッド　4.イヤホンフック　5.日本語取扱説明書
　6.製品保証書

ヘッドセット型ビデオカメラ／M-937
1080P／動画撮影／オート録画

繰返し
録画

ホワイトホワイト

ブラックブラック

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001581sm9190.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001613sm9200.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004724sm937b.html


1.4インチ液晶／録音機能／動画撮影
●動画撮影（1280×720／640×480px）
●静止画撮影（3264×2448px） ●ボイスレコーダー
●外部電源　●即時再生　●音楽再生　●タッチパネル
●ワイヤレス充電　●WEBカメラ　●音質選択

撮影機能付メディアプレイヤー／M-914
1.4インチ液晶／録音機能／
撮影機能付メディアプレイヤー

B：ブラック

W：ホワイト

【カラー】ブラック／ホワイト
【録音形式】WAV
【再生形式】WAV
【ビットレート】128Kbps／256Kbps／768Kbps
【動画ファイル】1280×720／640×480pixel 
【静止画ファイル】3264×2448pixel 
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】1.4型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約5時間（目安）
【製品サイズ】約98×36×13mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約73g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約3時間  
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.イヤホン  3.USBケーブル  4.ACアダプタ
　5.非接点充電スタンド  6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

外部電源
対応

撮影機能付ICボイスレコーダー／M-912
1.44インチ液晶／録音機能／動画撮影
●動画撮影（640×480px） ●ボイスレコーダー
●外部電源機能　●即時再生　●音楽再生
●A-Bリピート再生　●音質選択

音楽再生
即時再生

／M-912

【カラー】シルバー（メタルボディ仕様）
【録音形式】リニアPCM／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【サンプルレート】8kHz／16kHz／24kHz／32kHz／48kHz
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel   
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】1.44型カラー液晶
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】録画：約6時間／録音：約15時間（目安）
【製品サイズ】約98×38×14mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約103g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約4時間  
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.イヤホン  3.USB接続ケーブル
　4.ACアダプタ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

外部電源
対応

指紋認証付ICボイスレコーダー／NB-001
指紋認証システム／録音機能／動画撮影
●動画撮影（640×480px） ●ボイスレコーダー
●指紋認証セキュリティ機能　●外部電源機能　
●WEBカメラ機能

指紋認証
ボイスレコーダー

8GB
内蔵

32GB
対応

+

8GB
内蔵

32GB
対応

+

8GB
内蔵

32GB
対応

+

【カラー】ブラック
【録音形式】WAV
【再生形式】WAV
【動画ファイル】640×480px
【フレームレート】～25FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約45°  
【内蔵マイク】 新高性能マイク
【メモリー】内蔵 8GB
【拡張メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】録画：約2時間／録音：約8時間（目安）
【製品サイズ】約105×39×13mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約56g
【動作温度】10～60℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10
【バッテリー】リチウム充電池
【充電方法】ACアダプタ(別売）／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル
　　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

ICボイスレコーダースパイカメラ／M-913
液晶画面／ボイスレコーダー／動画撮影
●動画撮影（640×480px） ●ボイスレコーダー
●外部電源機能　●即時再生（※音声のみ）●音楽再生
●A-Bリピート再生　●音質選択

【カラー】ガンメタリック（メタルボディ仕様）
【録音形式】WAV／MP3
【再生形式】WAV／MP3
【ビットレート】HPモード：192Kbps／LPモード：64Kbps
【再生機能】A-Bリピート機能
【動画ファイル】640×480pixel   
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】内蔵コンデンサーマイク
【モニター】液晶モニター
【スピーカー】内蔵ラウドスピーカー
【音声出力】ステレオヘッドフォン（32Ω）
【メモリー】内蔵 16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】録画：約3時間／録音：約7時間（目安）
【製品サイズ】約106×22×14mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約62g
【動作温度】0～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】～約3時間  
【充電方法】ACアダプタ／USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.イヤホン  3.USB接続ケーブル
　4.ACアダプタ  5.日本語取扱説明書  6.製品保証書

外部電源
対応

音楽再生
即時再生 外部電源

対応

音楽再生
即時再生

撮影機能付メディアプレイヤー

16GB
内蔵

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001521sm9120.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001522sm9130.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001523sm914B.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004704nb0010.html


2.4インチモニター付
マルチデジタルカメラ／Bb-611
2.4インチ液晶／有線カメラ／リモコン
●動画撮影（800×600/600×480/320×240px）
●静止画撮影（640×480px） ●動体検知　●即時再生
●外部出力　●繰返し録画　●バイブレーション
●ボイスレコーダー　●リモコン操作
【カラー】ブラック  
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】800×600/600×480/320×240pixel 
【静止画ファイル】640×480pixel 
【フレームレート】10／20／30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約77×55×19mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約90g
【動作温度】10℃～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約180分  
【充電方法】急速ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体  2.CCDカメラ  3.USBケーブル
　4.録画リモコン  5.高音質イヤホン  6.外部出力用コンポジットケーブル
　7.急速ACアダプタ充電器  8.ボタン型レンズキャップ
　9.日本語取扱説明書  10.製品保証書
   ※SanDisk８GB（Class4）microSDカード + USB変換アダプタ付属

8GB microSD +
USB変換アダプタ付属
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

バイブレーション

繰返し
録画

外部出力

動体検知動体検知
即時再生

2.4インチ液晶／有線+無線カメラ／リモコン
●動画撮影（640×480/320×240px）
●動体検知　●即時再生   ●外部出力　●繰返し録画　
●外部電源機能　●バイブレーション     ●リモコン操作
【カラー】ブラック  
【液晶パネル】2.4インチTFTモニター
【動画ファイル】640×480/320×240pixel 
【圧縮方式】H.264（MPEG-4 AVC）
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵（※microSDカード 8GB 付属）
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】～約120分（録画時目安）
【製品サイズ】約55×85×16mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約66g
【動作温度】10℃～50℃   
【動作湿度】10～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP　
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約5時間　
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体  2.有線CCDカメラ  3.無線CCDカメラ
　4.USBケーブル   5.専用リモコン   6.AVケーブル   7.ACアダプタ
　8.充電アダプタ   9.リチウムイオンバッテリー  
  10.ボタン型レンズキャップ  11.日本語マニュアル  12.製品保証書
   ※SanDisk８GB（Class4）microSDカード + USB変換アダプタ付属

8GB microSD +
USB変換アダプタ付属
8GB microSD +
USB変換アダプタ付属

繰返し
録画

バイブレーション

即時再生

無線カメラ

外部出力

ワイヤレスカメラ付
マルチデジタルカメラ／Bb-623

外部電源
対応

動体検知 録画録画録画

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001118bb6110.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001130bb6230.html


64ＭB
内蔵

ヘルメット用
アクションカメラ／PR-804
動画撮影／64MB内蔵／乾電池式

乾電池式
動画撮影

●動画撮影（640×480px）
●64MB内蔵
●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°
【内蔵マイク】高感度マイク 
【メモリー】64MB内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【製品サイズ】カメラ部：約36×78×23mm（縦×横×厚み） 
　　　　　　  電池部：約66×56×18mm（縦×横×厚み）   
【重　 量】約60g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】単4形乾電池 3本（※付属しておりません）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル
　3.日本語取扱説明書／保証書
  

ＭB

乾電池式

撮影機能付ベースボールキャップ／M-915
720P／バイブレーション／リモコン
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●遠隔操作機能　●バイブレーション機能　●WEBカメラ

【カラー】赤×紺
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1280×720pixel   
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【サイズ】フリーサイズ（※男女共用） 
【箱サイズ】約19×19×6.5cm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約133g
【動作温度】0～60℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

バイブレーション

720p
QualityQuality

M-915
　赤×紺

撮影機能付ワークキャップ／M-916
720P／バイブレーション／リモコン
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（1280×720px）
●遠隔操作機能　●バイブレーション機能　●WEBカメラ

【カラー】カーキ
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】1280×720pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード 最大32GB 対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約90分（録画時目安）
【サイズ】フリーサイズ（※男女共用） 
【箱サイズ】約19×19×6.5cm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約133g
【動作温度】0～60℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】～約3～4時間
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
　3.専用リモコン 4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

バイブレーション

720p
QualityQuality

M-916
　カーキ

8GB
内蔵

撮影機能指紋認証メモリ／PR-808
指紋認証／外部電源／ボイスレコーダー
●動画撮影（640×480px）
●静止画撮影（1600×1200px）
●セキュリティ機能　●外部電源　●ボイスレコーダー

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 約72° 
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリ8GB／microSDカード最大32GB対応（別売）  
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約3時間 
【製品サイズ】約91.2×34×12.8mm（縦×横×厚み）  
【重　 量】約38g
【動作温度】 0℃～40℃ 
【動作湿度】 20～80％以下（結露なきこと） 
【防　 水】 非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.オリジナルマークシール　4.製品保証書

指紋認証
ボイスレコーダー
外部電源
対応

撮影機能付ティッシュボックスケース
／M-925
動体検知機能／繰返し録画機能／遠隔操作機能
●動画撮影（1280×720px）
●静止画撮影（4032×3024px）
●動体検知機能 ●繰返し録画機能  ●遠隔操作機能
【カラー】ブラック-
【動画ファイル】1280×720pixel 
【静止画ファイル】4032×3024pixel 
【フレームレート】～最大27FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】 約72° 
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】内蔵メモリ16GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約6時間 
【製品サイズ】約286×141×85mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約581g
【動作温度】 10℃～40℃ 
【動作湿度】 20～80％以下（結露なきこと） 
【防　 水】 非防水  
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約8時間 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン  3.日本語取扱説明書 
　 4.製品保証書

動体検知 遠隔操作

繰返し
録画

外部電源
対応

繰返し繰返し

外部電源

ファイバースコープカメラ／M-926
防滴仕様／LEDライト
●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（6224×4742px）　●防滴仕様
●LEDライト

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px 
【静止画ファイル】6224×4742px
【フレームレート】～最大30FPS  
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約5m(USB端子除く)×5.5mm×58mm
【重　 量】約138g
【防塵・防水規格】IP61相当
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体　2.くねくねコード ※色は選べません。
　尚、色やデザインは変わる場合があります。
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

5Ｍ
Φ5.5ｍｍ

動画撮影
写真撮影

ファイバースコープカメラ／M-926ファイバースコープカメラ／M-926ファイバースコープカメラ

写真撮影

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001334pr8040.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001525sm9150.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001526sm9160.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001366pr8080.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001930sm925.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001945sm926.html


ファイバースコープカメラ／M-926Ω フレキシブルファイバースコープカメラ／M-929α
防滴仕様／LEDライト 防水仕様／LEDライト／レンズ径5.0m/m
●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（6224×4742px）　●防滴仕様
●LEDライト

●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（640×480px）　●防水仕様
●LEDライト　●スマホ接続

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px   
【静止画ファイル】6224×4742px 
【フレームレート】～最大30FPS  
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】約10m(USB端子除く)×5.5mm×58mm
【重　 量】約270g
【防塵・防水規格】IP61相当
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP 
【セット内容】1.製品本体　2.くねくねコード ※色は選べません。
　尚、色やデザインは変わる場合があります。
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】最大640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【焦点距離】5cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】全長：約2,320mm / 
　レンズケーブル：約900mm（カメラヘッド：約33mm）/ グリップ
　：約220mm / USBケーブル：約1040mm（USB端子：約58mm）
　 / USB延長ケーブル：約160mm
【重　 量】約166g
【防水】防水仕様  IP67
【専用アプリ】Android:USBwebcamera（OS:4.4.2以降）
　※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作温度】10～40℃
【動作環境】USBホスト機能（OTG）を搭載するAndroid端末   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.レンズ取付ミラー  3.レンズ取付フック
    4.レンズ取付マグネット  5.フック＆マグネット取付部品
    6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

10Ｍ
Φ5.5ｍｍ

動画撮影
写真撮影

動画撮影
写真撮影
スマホ接続

ファイバースコープカメラ／M-926Ωファイバースコープカメラ／M-926Ωファイバースコープカメラ

10Ｍ
Φ5.5ｍｍ

動画撮影
写真撮影

フレキシブルファイバースコープカメラ／M-929αフレキシブルファイバースコープカメラ／M-929αフレキシブルファイバースコープカメラ

720p
Quality

ダブルレンズ 動体検知

ダブルレンズムービーカメラ／M-927
720Ｐ／赤外線撮影／外部電源
●動画撮影（2画面：1280×480px／1画面：640×480px）
●静止画撮影（2画面：5120×1920px／1画面：2560×1920px）
●動体検知 ●外部電源機能 ●繰り返し録画 ●外部出力

【動画ファイル】ダブル：1280×480pixel 
　　　　　　　 シングル：640×480pixel 
【静止画ファイル】ダブル：5120×1920pixel 
　　　　　　　　 シングル：2560×1920pixel 
【フレームレート】～最大25FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約30分（録画時目安）
【製品サイズ】約75×35×14mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約28g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】～約2時間
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.AV出力用USB接続ケーブル
　3.USB接続ケーブル 4.シガーソケット 5.吸盤スタンド
　6.ストラップ 7.日本語取扱説明書 8.製品保証書

外部電源
対応

繰返し
録画

フレキシブルファイバースコープカメラ／M-929Σ
防水仕様／LEDライト／レンズ径7.0m/m
●動画撮影（640×480px）
●写真撮影（640×480px）　●防水仕様
●LEDライト　●スマホ接続

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】最大640×480pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【焦点距離】5cm～∞
【視野角】約60°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【給電方法】USB端子
【製品サイズ】全長：約2,220mm / レンズケーブル：約800mm
　（カメラヘッド：約33mm）/ グリップ：約220mm / 
　USBケーブル：約1040mm（USB端子：約58mm）/ 
　USB延長ケーブル：約160mm
【重　 量】約173g
【防水】防水仕様  IP67
【専用アプリ】Android:USBwebcamera（OS:4.4.2以降）
　※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作温度】10～40℃
【動作環境】USBホスト機能（OTG）を搭載するAndroid端末   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.レンズ取付ミラー  3.レンズ取付フック
    4.レンズ取付マグネット  5.フック＆マグネット取付部品
    6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

動画撮影
写真撮影
スマホ接続

フレキシブルファイバースコープカメラ

720p
Quality

撮影機能付照明スイッチ／H-777
静止画撮影／遠隔操作／外部カメラ
●動画撮影（1280×720px）
●写真撮影（4032×3024px）　●動体検知機能
●外部電源機能　●繰返し録画機能　●遠隔操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約72°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】 約77×123×17mm（横×縦×厚み）
【重　量】約101g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【動作環境】USBホスト機能（OTG）を搭載するAndroid端末
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン  3.USB接続用ケーブル
    4.取付用ビス  5.オリジナルステッカー　6.日本語取扱説明書
    7.製品保証書

動体検知

720p
Quality

動体検知

720p
動体検知

Quality

繰返し
録画

外部電源
対応

撮影機能付照明スイッチ／H-778
静止画撮影／遠隔操作／外部カメラ
●動画撮影（1280×720px）
●写真撮影（4032×3024px）　●動体検知機能
●外部電源機能　●繰返し録画機能　●遠隔操作

【カラー】ホワイト
【動画ファイル】1280×720px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約56°
【メモリー】非内蔵 
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】 約132×182×20mm（横×縦×厚み）
【重　量】約212g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【動作環境】USBホスト機能（OTG）を搭載するAndroid端末
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.専用リモコン  3.USB接続用ケーブル
    4.年間カレンダー（2年分）  5.デザインペーパー
　6.日本語取扱説明書   7.製品保証書

720p
動体検知

Quality

繰返し
録画

外部電源
対応

圧縮方式：H.264 圧縮方式：H.264

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001994sm926.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003926sm929a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003959sm929e.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001995sm927.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003555sh7770.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004605sh7780.html


動画撮影 人体検知

アートフレーム型カメラ／PR-816
720Ｐ／赤外線撮影／人体検知
●動画撮影（1280×720px）
●動体検知 ●外部電源機能 ●繰返し録画 ●人体検知
●録画待機

【動画ファイル】1280×720pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約46°  
【内蔵マイク】高感度マイク
【メモリー】非内蔵  
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約32時間（録画時目安）
【製品サイズ】約245×195×14mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約365g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体 2.USB接続ケーブル
　3.写真  4日本語取扱説明書 5.製品保証書

外部電源
対応

繰返し
録画

アートフレーム型カメラ／アートフレーム型カメラ／アートフレーム型カメラ PR-816／PR-816／

動画撮影
遠隔操作

動体検知

USBハブ型ビデオカメラ／Ｍ-934
1080Ｐ／動体検知／遠隔操作
●動画撮影（1920×1080px ）
●静止画撮影（4032×3024px）
●動体検知 ●外部電源機能 ●遠隔操作機能 

【動画ファイル】1920×1080px
【静止画ファイル】4032×3024px
【フレームレート】～25FPS
【視野角】 約55° 
【内蔵マイク】 有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】本体：約28×31×103mm（横×縦×厚み）
【重　 量】約75g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水 
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【充電方法】USB接続（バスパワー）／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.リモコン　3.USB電源ケーブル
　3.USBデータケーブル　4.日本語取扱説明書　5.製品保証書

外部電源
対応
外部電源

リングファイル型ビデオカメラ／PR-815
1080P／赤外線撮影／人体検知
●動画撮影（1920×1080px）
●赤外線撮影　●人体検知機能　●繰返し録画機能
●録画待機機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約40°
【メモリー】非内蔵 
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約１７時間（録画時目安）
【製品サイズ】 約148×212×38mm（横×縦×厚み）
【重　量】約394g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続用ケーブル
    3.表紙1枚/ルーズリーフ50枚  4.日本語取扱説明書
    5.製品保証書

動画撮影 人体検知

繰返し
録画

赤外線撮影 赤外線撮影

動画撮影
静止画撮影

LEDライト

ファイバースコープカメラ／Ｍ-935
防滴仕様／スマホ接続／LEDライト
●動画撮影（640×480px ）
●静止画撮影（3840×2880px）
●LEDライト 　●スマートフォン操作　●防滴仕様

【動画ファイル】640×480px
【静止画ファイル】3840×2880px
【フレームレート】～30FPS
【焦点距離】3cm～∞
【視野角】 約45° 
【メモリー】非内蔵
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】約5m×5.5mm（長さ×レンズ直径）※USB端子含む
【重　 量】約93g
【動作温度】10～40℃   
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）  
【防塵・防水規格】IP61相当
【専用アプリ】Android:CameraFi（OS:4.4.2以降）
                           ※本アプリはAndroid OSのみ対応となります。
【動作環境】USBホスト機能（OTG）を搭載するAndroid端末
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体　2.レンズ取付ミラー　3.レンズ取付フック
　4.レンズ取付マグネット　5.フック＆マグネット取付部品
　6.くねくねコード ※色は選べません。　7.日本語取扱説明書
　8.製品保証書

静止画撮影

720p
Quality

スマホ接続

ペットボトル型ビデオカメラ／M-938
1080P／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080px）
●動体検知機能　●外部電源機能

【動画ファイル】1920×1080px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約53°
【内蔵マイク】有 
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約2時間（録画時目安）
【製品サイズ】 約209×66mm（※フタは含まず）
【重　量】約59g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.専用ラベル（5枚）　4.専用ボトルキャップ　
　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

ペットボトル型ビデオカメラ
動体検知／外部電源機能

●動画撮影（1920×1080px）

外部電源
対応

外部電源
対応

タンブラー型ビデオカメラ／M-939
動画撮影／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（1280×960px）
●動体検知機能　●外部電源機能

【動画ファイル】1280×960px
【フレームレート】～最大20FPS  
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約2時間半（録画時目安）
【製品サイズ】 約150×77mm（※持ち手は含まず）
【重　量】約123g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【セット内容】1.製品本体　2.USB接続ケーブル　
　3.日本語取扱説明書　4.製品保証書　

動画撮影
動体検知

動画撮影
動体検知

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004667pr8150.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004693pr8160.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004711sm9340.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004714sm9350.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004716sm9380.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004727sm9390.html


外部電源
対応

ポータブルHDD型ビデオカメラ／M-940
1080P／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080px）
●静止画撮影（2560×1920px）
●繰返し録画機能　●人体検知機能　●オート録画機能
●遠隔操作機能

【動画ファイル】1920×1080px
【圧縮方式】H.264コーデック
【静止画ファイル】2560×1920px
【フレームレート】～最大30FPS  
【視野角】約120°
【内蔵マイク】有
【メモリー】microSDカード最大128GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0  
【最大稼働時間】～約15時間（録画時目安）
【製品サイズ】 約140×78×26mm
【重　量】約237g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）   
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【セット内容】1.製品本体　2.専用リモコン　3.USB接続ケーブル
　4.リセットピン　5.日本語取扱説明書　6.製品保証書

オート録画 人体検知
遠隔操作

繰返し
録画

圧縮方式：H.264

USBケーブル型ビデオカメラ／M-942
1080P／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080/1280×720/640×480px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰返し録画
●オート録画機能

【カラー】ブラック/ホワイト
【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約50°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0
【製品サイズ】約21×59×10mm　ケーブル長さ：約750mm
【重　量】約22g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

オート録画 動体検知

繰返し
録画

電源タップ型ビデオカメラ／M-941α
1080P／動体検知／外部電源機能
●動画撮影（1920×1080/1280×720/640×480px）
●動体検知機能　●外部電源機能　●繰り返し録画 
●オート録画機能

【動画ファイル】1920×1080/1280×720/640×480px
【フレームレート】～最大25FPS  
【視野角】約46°
【内蔵マイク】有
【メモリー】本体内蔵型32GB
【インターフェイス】USB 2.0  
【製品サイズ】 約240×60×45mm
【重　量】約312g
【防　水】非防水
【動作温度】10～40℃
【動作湿度】20～80%以下（結露なきこと）
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【バッテリー】非搭載
【給電方法】コンセント接続／ポータブルバッテリー（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.USB接続ケーブル
    3.日本語取扱説明書    4.製品保証書

動画撮影
動体検知

繰返し
録画

32GB
内蔵

USBケーブル型ビデオカメラ

繰返し繰返し繰返し

USBケーブル型ビデオカメラ／M-942USBケーブル型ビデオカメラ／M-942USBケーブル型ビデオカメラUSBケーブル型ビデオカメラ／M-942USBケーブル型ビデオカメラ／M-942USBケーブル型ビデオカメラ

ホワイトホワイト

ブラックブラック

32GB
内蔵

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004729sm9400.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004908sm941a.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004773sm942b.html


撮影機能付暗視スコープ／PR-812
赤外線撮影／光学５倍レンズ／即時再生
●動画撮影（640×480px）●静止画撮影（2560×1920px）
●赤外線撮影　●暗視補正機能 　●光学５倍レンズ
●８倍デジタルズーム　●外部出力  ●即時再生機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480pixel 
【静止画ファイル】2560×1920pixel
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【レンズ】 光学５倍レンズ
【レンズ口径】40ｍｍ
【デジタルズーム】×8.0
【赤外線有効照射距離】最大200ｍ
【内蔵ディスプレイ】1.44TFTカラー液晶
【メモリー】内蔵メモリ4GB 
【最大稼働時間】～約3時間 （赤外線不使用時）
【製品サイズ】 約88×56×200mm（横×縦×長さ）  
【重　 量】約400g
【防　 水】  IP54 
【対 応 OS】XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】 約3時間 
【充電方法】USBケーブル接続（バスパワー）/ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.レンズカバー　3.USB接続用ケーブル
　4.充電用ケーブル　5.AVコンポジットケーブル　6.ACアダプター
　7.ポータブルバッグ　8.ポーチ　9.レンズクリーナー
　10.日本語取扱説明書　11.製品保証書

赤外線撮影
暗視補正
外部電源
対応

暗視補正

撮影機能付暗視スコープ／PR-813
赤外線撮影／光学6倍レンズ／外部出力
●動画撮影（1280×720/640×480px ）
●静止画撮影（2560×1920px／1600×1200px／640×480px ）
●赤外線撮影　●暗視補正機能 　●光学6倍レンズ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720/640×480px
【静止画ファイル】2560×1920/1600×1200/640×480px
【フレームレート】～最大30FPS  
【レンズ】 光学6倍レンズ
【レンズ口径】50ｍｍ
【デジタルズーム】×5.0
【赤外線有効照射距離】最大約350m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】1.5TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】 約10時間 （アルカリ単3形乾電池4本使用時目安）
【製品サイズ】  約108×72×208mm 
【重　 量】約694g 
【防　 水】 IPX4
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.ポータブルバック　3.ハンドストラップ
　4.USB出力ケーブル　5.AV出力ケーブル　6.日本語取扱説明書
　7.製品保証書

赤外線撮影
暗視補正 暗視補正
外部電源
対応

／PR-813

暗視補正
外部電源

撮影機能付暗視スコープ／PR-814
赤外線撮影／光学4倍レンズ／暗視補正
●動画撮影（1280×720/640×480px ）
●静止画撮影（2592×1944px／1600×1200px／640×480px ）
●赤外線撮影　●暗視補正機能 　●光学4倍レンズ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1280×720/640×480px
【静止画ファイル】2592×1944/1600×1200/640×480px
【フレームレート】～最大30FPS  
【レンズ】 光学4倍レンズ
【レンズ口径】50ｍｍ
【デジタルズーム】×5.0
【赤外線有効照射距離】最大約300m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】1.5TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】 約3時間  （単3形アルカリ乾電池4本使用時目安）
【製品サイズ】  約169×205×88mm 
【重　 量】約780g 
【防　 水】 IPX4
【対 応 OS】Windows 10/8.1/8/7/VISTA/XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本（別売）
【セット内容】1.製品本体　2.ポータブルバック　3.ハンドストラップ
　4.USB出力ケーブル　5.AV出力ケーブル　6.レンズクロス
    7.日本語取扱説明書  8.製品保証書

赤外線撮影
暗視補正

／PR-814

720p
Quality

撮影機能付暗視スコープ／PR-817
赤外線撮影／光学3.5倍レンズ／暗視補正
●動画撮影（640×480px ）●静止画撮影（640×480px ）
●赤外線撮影 ※可視タイプ　
●画面輝度調節機能　●暗視補正機能
●光学3.5倍レンズ　●デジタル2倍ズーム
●AV出力機能　●外部電源機能　●即時再生機能

【カラー】ブラック
【動画ファイル】640×480px 
【静止画ファイル】640×480px
【フレームレート】～最大30FPS  
【レンズ】 光学3.5倍レンズ
【レンズ口径】31mm
【デジタルズーム】×2.0
【赤外線有効照射距離】最大約400m
【増倍管世代】第2.5世代相当
【内蔵ディスプレイ】2.0TFTカラー液晶
【インターフェイス】USB 2.0
【メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【最大稼働時間】 約14時間（アルカリ単3形乾電池8本使用時目安）
【製品サイズ】  約216×155×70mm 
【重　 量】約758g 
【防　 水】 IPX4
【対 応 OS】Windows 10／8.1／8／7／VISTA／XP
【バッテリー】単3形乾電池×4本（別売）
【セット内容】1.製品本体    2.レンズクロス    3.USBケーブル
    4.AV出力ケーブル    5.ショルダーストラップ    6.ポータブルバッグ
    7.日本語取扱説明書    8.製品保証書

赤外線撮影 暗視補正

外部電源
対応

オープン
ファインダー

720p
Quality

フラッシュライト
音楽再生

動画撮影

●動画撮影（1280×720px）
●フラッシュライト（3モード）●MP3音楽プレイヤー
●外部電源対応

【カラー】アルマイトレッド
【動画ファイル】1280×720pixel 
【フレームレート】～最大30FPS  
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約120°
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約280分（録画時目安）
【製品サイズ】約90×55×35mm（縦×横×厚み） 
【重　 量】約92g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約4時間（USBバスパワー充電時）
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USBケーブル  3.二輪車用スタンド
　4.イヤホン  5.ストラップ  6.日本語取扱説明書  7.製品保証書

フラッシュライト アクションカメラ／M-921
動画撮影／フラッシュライト／音楽再生

外部電源
対応

外部電源
対応

写真撮影
動画撮影

音楽再生
ボイスレコーダー
ＬＥＤライト

●動画撮影（1600×1200px/1280×720px /
●静止画撮影（4096×3072px/3264×2448px
                             /2592×1944px/1600×1200px）
●フラッシュライト（4モード）●MP3音楽プレイヤー
●ボイスレコーダー●繰返し録画●WEBカメラ

【カラー】ブラック
【動画ファイル】1600×1200pixel 1280×720pixel 
【静止画ファイル】 4096×3072pixel 3264×2448pixel 
    2592×1944pixel 1600×1200pixel 
【フレームレート】～最大30FPS
【最低被写体照度】1.0Lux
【視野角】約72°  
【内蔵マイク】新高性能マイク 
【メモリー】非内蔵
【対応メモリー】microSDカード最大32GB対応（別売）
【インターフェイス】USB 2.0
【最大稼働時間】～約300分（録画時目安）
【製品サイズ】本  体：約H180×φ55mm　持ち手部分φ35mm
【重　 量】約365g
【防　 水】非防水
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【バッテリー】リチウム充電池
【充電時間】約5時間
【充電方法】USBバスパワー／ACアダプター（別売）
【セット内容】1.製品本体  2.USB接続ケーブル  3.二輪車用ゴムベルト
　4.ストラップ  5.製品保証書 

撮影機能付フラッシュライト／PR-807
動画撮影／写真撮影／LEDライト／音楽再生

繰返し
録画

ファインダー赤外線撮影 暗視補正

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001370pr812.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010003564pr8130.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004644pr8140.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004910pr8170.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001614sm9210.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001343pr8070.html


充電式
赤色LED6灯
フラッシュ3段階

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-203
マルチディテクターα（アルファ）
●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】シルバー
【サ イ ズ】約109×50×18mm（H×W×D）
【重　　量】約75g（単4電池2本含む）
【検　　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式(赤色 LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【動作温度】-10℃～80℃ 
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと） 
【使用電源】単4電池2本使用（別売）
【防　　水】非防水
【セット内容】1.製品本体  2.レンズクリーニングクロス
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

電池式
赤色LED4灯

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-212
マルチディテクターγ（ガンマ）
●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約80×56×17mm（H×W×D）
【重　　量】約51g
【検　　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式(赤色 LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約20時間／光学式：約5時間
【動作温度】-10℃～80℃ 
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【バッテリー】リチウムポリマー充電池
【充電時間】約2時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体  2.ACアダプタ（PSE）
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

充電式
赤色LED6灯
液晶モニター

　盗聴器・盗撮器光学式カメラ発見器

盗聴器・盗撮器
光学式カメラ発見器／R-211
マルチディテクターβ（ベータ）
●電波探知機能（1MHz～6500MHz）
●赤外線レーザーライトによるレンズ検知機能

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約75×48×17mm（H×W×D）
【重　　量】約41g
【検　　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式(赤色 LEDライト)
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約7時間／光学式：約1時間
【動作温度】-10℃～80℃ 
【動作湿度】15～85％以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電時間】約3時間
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体  2.ACアダプタ（PSE）
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

電球型セキュリティーカメラ／BC-200
赤外線撮影／動体検知／オート録画
●動画撮影（640×480／352×288px）
●赤外線撮影　●明暗センサー　●動体検知
●繰返し録画　●常時録画　●オート録画　●音声録音

【カラー】シルバー（アルミボディ仕様）※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞ ～ 30cm
【動画ファイル】640×480／352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】水平：約67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【赤外線LED】36灯（940nm）
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重　 量】約125g
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】0～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電　源】AC100V（口金E26） 
【セット内容】1.製品本体  2.日本語取扱説明書  3.製品保証書

  ※本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。

赤外線撮影
動体検知
オート録画

繰返し
録画

赤外線撮影
動体検知
ト録画

赤外線撮影
動体検知
ト録画

電球型セキュリティーカメラ／BC-210
赤外線撮影／LEDライト／動体検知
●動画撮影（640×480／352×288px）
●LEDライト　●赤外線撮影　●明暗センサー
●動体検知　●繰返し録画　●常時録画　●オート録画
●音声録音　●リモコン式LEDライト

【カラー】シルバー（アルミボディ仕様）※アルミヒートシンク採用
【本体カバー部】ポリカーボネート樹脂
【ファイルフォーマット】3GP方式
【フォーカス範囲】∞ ～ 30cm
【動画ファイル】640×480／352×288pixel
【フレームレート】～30FPS
【最低被写体照度】0.5Lux（赤外線使用時：0.0Lux）
【視野角】水平：約67°
【内蔵マイク】高感度マイク
【LEDライト】2灯（0.4W×2）※リモコン式
【赤外線LED】LED2灯（可視光タイプ）
【記録媒体】microSDカード最大32GB対応（別売） 
【製品サイズ】直径約72×高さ110mm
【重　 量】約125g
【動作温度】-10～60℃   
【動作湿度】0～80％以下（結露なきこと）  
【防　 水】非防水  
【対 応 OS】WindowsMe/2000/XP/VISTA/Windows7/Windows8
【電　源】AC100V（口金E26） 
【セット内容】1.製品本体  2.日本語取扱説明書  3.製品保証書

  ※本製品は照明機器（電球）としての機能はありません。

LEDライト
赤外線撮影
動体検知
オート録画

繰返し
録画

ライト
赤外線撮影
動体検知
ト録画

ライト
赤外線撮影
動体検知
ト録画

http://www.onsquare.info/SHOP/1010001394bc2000.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001395bc2100.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001021rr2039.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001164rr2110.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010001165rr2120.html


【注意事項】
 １.本製品は、盗聴器・盗撮器・隠しカメラレンズの発見を保証するものではありません。 ２.また有線式などの盗聴器・盗撮器など、電波を発しないものには反応はいたしません。
 ３.携帯電話・コードレスフォン・テレビ・電子レンジ等の付近では正しく検知ができない事があります。 ４.微弱な電波の場合は、本製品を5cm程度まで接近させないと反応しないことがあります。
 ５.怪しい場所の特定後も、危険を伴う恐れのある場合は、専門の調査機関にご相談ください。

充電式
赤色LED6灯

ワイヤレス電波検知機
カメラレンズ発見器／R-226
マルチディテクター
●電波検知機能（1MHz～6500MHz）
●光学式レンズ探知機能（赤色LEDライト）

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約93×47×20mm（H×W×D）
【重　　量】約43g（単4電池2本含む）
【検　　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式(赤色LEDライト）
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約30時間／光学式：約60時間
【動作温度】10℃～40℃ 
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと） 
【使用電源】単4電池2本使用（別売）
【防　　水】非防水
【セット内容】1.製品本体  2.日本語取扱説明書  3.製品保証書

電池式
赤色LED6灯

電池式

ワイヤレス電波検知機
カメラレンズ発見器／R-227
マルチディテクター
●電波検知機能（1MHz～6500MHz）
●光学式レンズ探知機能（赤色LEDライト）

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約93×47.5×18mm（H×W×D）
【重　　量】約50g
【検　　知】電波式（警告音・バイブ）／光学式(赤色LEDライト）
【受信周波数】1MHz～6500MHz
【稼働時間】電波式：約120分／光学式：約70分
【動作温度】10℃～40℃ 
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【バッテリー】リチウムイオン充電池
【充電方法】ACアダプタ
【セット内容】1.製品本体  2.イヤホン　3.ACアダプタ
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

ワイヤレス電波検知機
盗聴器・盗撮器発見器／R-228
マルチディテクター
●電波検知機能（1MHz～8000MHz）

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約175×68×28mm（H×W×D）
【重　　量】約77g
【検　　知】電波式
【受信周波数】1MHz～8000MHz
【稼働時間】約６時間
【動作温度】10℃～40℃ 
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【バッテリー】9V形乾電池（006P型）
【セット内容】1.製品本体  2.アンテナ　3.9V形乾電池×2個
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

電池式
ブラックライト

ワイヤレス電波検知機
盗聴器・盗撮器発見器／R-229
マルチディテクター
●電波検知機能（1MHz～8000MHz）

【本体カラー】ブラック
【サ イ ズ】約280×62×22mm（H×W×D）
【重　　量】約194g（※電池は含みません）
【検　　知】電波式
【受信周波数】1MHz～8000MHz
【稼働時間】約6時間
【動作温度】10℃～40℃ 
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと） 
【使用電源】9V形乾電池（006P型）
【防　　水】非防水
【セット内容】1.製品本体  2.アンテナ  3.9V形乾電池×2個
　4.日本語取扱説明書  5.製品保証書

電池式

ワイヤレス電波検知機
盗聴器・盗撮器発見器／R-230
マルチディテクター
●電波検知機能（50MHz～6000MHz）

【本体カラー】シルバー
【サ イ ズ】約130×10mm（全長×直径）
【重　　量】約18g（※電池は含みません）
【検　　知】電波式
【受信周波数】50MHz～6000MHz
【付属ライト】ブラックライト
【稼働時間】約20時間
【動作温度】10℃～40℃ 
【動作湿度】20～80％以下（結露なきこと）
【防　　水】非防水
【バッテリー】 ボタン電池（LR41）×3個
【セット内容】1.製品本体  
　2.ボタン電池（LR41）×3個／2セット（※動作確認用）
　3.日本語取扱説明書  4.製品保証書

http://www.onsquare.info/SHOP/1010004277rr2260.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004278rr2270.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004279rr2280.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004280rr2290.html
http://www.onsquare.info/SHOP/1010004281rr2300.html

