
この製品を製造している三菱電機コミュニケーションネット
ワーク製作所（郡山工場）は、環境/品質マネジメントシステ
ムの国際規格であるISO14001:2004 / ISO9001:2000
を認証取得しております。

※本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。
　万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

※MELOOKは、三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

※カタログ中に使用した映像写真及びメニュー画面はハメコミ写真のため、実際の映像とは異なります。

は、防犯機器の安心マークです。

優良防犯機器認定制度（ＲＢＳＳ制度）は、㈳日本防犯設備協会が
一般の方々の安心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要
とされる機能と性能の基準に適合した機器を「優良防犯機器」として
認定しマークを付与、普及促進を図る自主認定制度です。

●Eメールでのお問い合わせは   tmd.cctv_melook@rc.MitsubishiElectric.co.jp

「CCTV」のウェブサイト 

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

熱、湿気、油煙、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

流通業向けシステム例 

CIT-8800M
ＳＦＶ、
電子増感機能

受付

出入口

工場内

駐車場・外周

カメラコントローラー
S-9520ＳA
カメラコントローラー
S-9520ＳA

VPカットボックス
Ｊ-4117
VPカットボックス
Ｊ-4117

リモートコントローラー
Ｒ-2450
リモートコントローラー
Ｒ-2450

CIT-7610
屋外複合一体型
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売り場状況の
確認など
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安全管理に
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※接続可能な機種は、販売窓口にお問い合わせください。 ※1 接続可能な機種は、販売窓口にお問い合わせください。

システム構成
品　　名 型　　名
カラーカメラ CIT-8100VF
ドーム型カラーカメラ CIT-8711M
屋外一体型カラーカメラ CIT-8800M
カラーカメラ CIT-8510M
バリフォーカルレンズ C-3V2R9F8NIR 
電源ユニット PA-904
モニター 汎用品

システム構成
品　　名 型　　名
屋外一体型カラーカメラ CIT-8800M
ドーム型カラーカメラ CIT-8711M
カラーカメラ CIT-8100VF
屋外複合一体型カラーカメラ CIT-7610
カメラコントローラー S-9520ＳA
VPカットボックス J-4117
リモートコントローラー R-2450
モニター 汎用品

CIT-8510M
不審者に対して
犯罪抑止効果

製造業向けシステム例  

モニターモニター

CIT-8711M
エントランスホールで
目立ちにくいドーム型

CIT-8100VF
ライン状況を確認

ロングセラーを続ける三菱のアナログCCTV。高い汎用性で柔軟にシステムアップ。

三菱CCTVシステム　
MELOOK-G

「三菱電機 CCTV」で検索してください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/cctv

屋内から屋外まで。
多彩な機能でワイドに監視。

V-V01-3-C9162-D　本-1410〈IP〉

本カタログ掲載製品のうち、外国為替及び外国貿易法により規制されている貨物・技術に該当するものについては、
輸出（個人の携行を含む）する場合、同法に基づく日本政府の許可が必要です。
この印刷物は、2014年10月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には、
工事費は含まれておりません。三菱CCTVシステム

MELOOK-G

2014年10月版

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）

お問い合わせは、技術とサービスを誇る当店へ…

北海道支社
東 北 支 社
北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 社
四 国 支 社
九 州 支 社

本社通信ソリューション営業部
…〒100-8310
…〒060-8693
…〒980-0011
…〒920-0031
…〒451-8522
…〒530-8206
…〒730-8657
…〒760-8654
…〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）・・・・・・・・・・・・
札幌市中央区北2条西4丁目1（北海道ビル）・・・・・・・・・・・・
仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）・・・・・・・・・・・・・
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー）・・・
大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）・・・・・・・・・・・・・
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（03）3218-6402
（011）212-3708
（022）216-4625
（076）233-5507
（052）565-3372
（06）6347-2510
（082）248-5263
（087）825-0008
（092）721-2150

2014年10月作成



白飛びしない

顔もくっきり確認SFV オンSFV オフ

夜間の監視に

電子増感機能

さらに暗い時に

カラー/白黒自動切替

対応最低照度
カラー時

0.02ルクス※

対応最低照度
白黒時

0.002ルクス※

CIT-8711M
CIT-8600M

水平方向

垂直方向

レンズ回転

エレベーター内に
出入口に

屋外に

耐塵・防水

近赤外線照明灯
●CIT-8800Mオプション

K-9880

屋外に

高速シャッターの可変機能
従来、固定されていた高速シャッターの速度を1/1200～1/16000まで11段階で調整が可能。照度差が小さい場合は
シャッタースピードを遅くすることで合成部の不自然さがなめらかになり、照度差が大きい場合は速くすることで、従来よりも
広いダイナミックレンジで、見える照度差の範囲が広くなります。高速シャッターの速度は自動または手動で調整が可能です。

出入口や逆光になる場所にスーパー・ファイン・ビュー機能

それぞれ照度の異なる被写体や背景、周囲の画像データを分析することで、最適画質を自動設定する
「スーパー・ファイン・ビュー機能」。日差しが差し込む店舗の出入口でも、人物と店舗外の背景を共に鮮明に映しだします。

※別売クリアカバー使用時。標準スモークカバー使用時はP.3参照。

※防雪フード（オプション）装着時の写真はCIT-7410です。CIT-7620とは脚部形状が異なります。

̶

屋内 屋外

VP多重/500m VP多重/500m

38万画素（768×494）

̶ ̶

0.5 lx 0.02 lx（最大40倍時） 2 lx

●● ● ● ● ̶ ●● ● ●

● ● ● ●

̶

逆光補正機能/オートホワイトバランス/フリッカーレス機能

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ IP66

̶

AC100V
1.2Km

固定型

ＳＦＶ機能

設置場所

有効画素数

レンズ

画角

電子ズーム機能

音声マイク

共通機能

防水性/防塵性

CIT-8000

最低被写体照度
（電子増感）

カラー/白黒自動切替機能

電源/伝送距離
（5C-2V）

CIT-8100VF CIT-8510M CIT-9510M CIT-8711MCIT-8600M CIT-721A CIT-8800M

カラー/白黒：なし カラー/白黒：なし

0.05 lx
（最大16倍時）

0.02※ lx
（最大40倍時）

0.04※ lx
（最大16倍時）

0.02 lx
（最大40倍時）

̶ ̶最大2倍 最大2倍

● ● ● ● ̶● ●̶

̶ ̶ ̶ ̶バリフォーカル
レンズ付き

バリフォーカル
レンズ付き

バリフォーカル
レンズ付き

バリフォーカル
レンズ付き

水平：99.86°～35.23°
垂直：73.28°～26.40°

水平：100.8°～28.5°
垂直：73.5°～21.4°

水平：100.8°～27.7°
垂直：73.9°～20.8°

水平：110.6°
垂直：86.5°

水平：90.3°～31.9°
垂直：66.4°～23.9°

照度差が小さい例

●駅のホームで●建物の影で
電車通過時の電車の影や、日の向きによって
変わる建物の影による照度差の変化

照度差が大きい例

●出入口で●建物の内部で
強い日差しの入る場所と屋内を同時に見る場合

※CIT-7610/7613/7620/7623には本機能を搭載しておりません。

台風などの荒天にも耐えるカメラケースは、耐塵・防水に関するJIS規格
（JIS C 0920 保護等級6（暴噴流形）IP66）に準拠。雨風や粉塵など
の過酷な環境でも監視が可能です。また、取付足を組み替えることに
より、壁掛け・天吊り・据置などさまざまな設置状態に対応します。

CIT-8800M

電子増感機能により、月明かり程度の明るさでの監視を実現。さらに暗い低照度環境では、カメラが自動的に白黒に切り換わり、監視を続行します。

※CIT-8510M/9510M/8711M（別売クリアカバー使用時）/8800Mの場合。 ※CIT-7610/7613/7620/7623には本機能を搭載しておりません。

暗い場所での監視に電子増感＆カラー/白黒自動切換

逆光や暗所などの悪条件下でもクリアに監視。
高性能カメラが、見たい箇所を逃さずキャッチ。

屋内から屋外まで様々なシーンに合わせて、
選べるカメララインアップ。
天井面や壁掛けでも適正な画角に
調整可能なドーム型 C IT -8711M/8600M
軽量・コンパクト設計と、3軸方向調整機能により画角調整をレンズ
支持部の水平・垂直方向に加え、レンズ自身の回転により多角的に
行えますので、天井面だけではなく、壁面への取り付けやエレベーター内
の設置も自由に行えます。 

屋外でも取付可能なカメラケース付き
CIT -8800M

防水性の優れたIP65仕様で屋外の様々な環境（暴風雨など）時にも優れた耐塵・防水（防噴
流形）性を発揮。また、－30°の寒冷地も対応でき、オプションとして防雪フード、照明灯もご用意
しています。さらに、水平360°エンドレス旋回が可能で、より広範囲の監視を実現します。

寒冷地などの耐環境性に優れた
CIT -7620/C IT -7623

高倍率21倍ズームレンズ搭載のカメラ・屋外用カメラケース・高速回転台を一体化した屋外型
カメラです。パン方向最大180度／秒、チルト方向最大90度／秒の高速駆動により広範囲
の高速監視が可能。さらに電子増感機能により、低照度環境でも良好な監視を実現します。

屋外や低照度環境でも広範囲を監視
CIT -7610/C IT -7613

CIT-7620
防雪フード
（オプション）
装着時

据置型CIT-7610
天吊型CIT-7613

据置型CIT-7620
天吊型CIT-7623

マスキング機能

AC100V/1.2Km

38万画素（768×494）

逆光補正機能/オートホワイトバランス/フリッカーレス機能

IP65

複合一体型

ＳＦＶ機能

設置場所

有効画素数

ズーム機能

最大旋回角度

最大旋回速度

マスキング機能

音声マイク

共通機能

防水性/防塵性

最低被写体照度
（電子増感）

電源/伝送距離
（5C-2V）

水平：44.8°～2.3°
垂直：33.8°～1.8°

水平：360°エンドレス
垂直：－90°～90°

水平：±175°
垂直：－90°～90°

0.0002 lx
（最大160倍時）

屋外

̶

̶

21倍
（光学21倍）

水平：180°/秒
垂直：90°/秒

0.0025 lx
（最大160倍時）

̶

CIT-7610
（据置タイプ）

CIT-7613
（天吊タイプ）

CIT-7620
（据置タイプ）

CIT-7623
（天吊タイプ）

画角

̶̶ ̶

21

CIT-8100VF
CIT-8510M
CIT-9510M

CIT-8600M
CIT-8711M

CIT-8800M
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天吊タイプ

屋外用

据置タイプ

屋外用

カメラ、高倍率ズームレンズ、屋外用カメラケース、高速回
転台を一体化。有効画素数約38万画素の1/3型CCD
固体撮像素子と電子増感方式を採用し、高感度化を実現。

オープン価格＊（受注生産品） 
CIT-7613
オープン価格＊（受注生産品） 
CIT-7610

オプション
防雪フード装着時

天吊タイプ

屋外用

据置タイプ

屋外用

カメラ、高倍率ズームレンズ、屋外用カメラケース、高速回
転台を一体化した全天候タイプの屋外型カメラです。屋外
の様々な環境（暴風雨など）時にも優れた防噴流形（IP65
相当）。旋回範囲がPAN360°のエンドレス回転が可能。
電子増感160倍で、0.0002lxの低照度でも監視が可能。
オプションで防雪フードや照明灯もご用意しています。

オープン価格＊（受注生産品） 
CIT-7623
オープン価格＊（受注生産品） 
CIT-7620

撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数 768（H）×494（V）・・・約38万画素
解像度 標準時（中心部） 水平：480本以上 垂直：350本以上
   電子増感時（中心部） 水平：460本以上 垂直：260本以上
S/N 50dB以上（AGC OFF時）
最低被写体照度 0.03 lx（F1.6、1/60s）／0.0002 lx（F1.6、電子増感160倍）
レンズ 焦点距離（倍率） 5.8mm～121.8mm　21倍ズーム  F1.6  
ズーム、フォーカス 電動リモコン式      　            　 　　　　　　  
画角 水平：44.8°～2.3°、垂直：33.8°～1.8°
最大旋回角度 PAN：360°エンドレス、TILT －90°～＋90°
最大旋回速度 PAN 180°/s、TILT 90°/s
電源／消費電力 AC100V±10％、50Hz／60Hz、最大：150W以下
最大伝送距離 1.2km（カメラコントローラー相当品間、5C-2V使用）
外形寸法／質量 351（W）×408（H）×256（D）mm、13.4kg以下
耐風速 動作可能40m/s以下:非動作、非破壊60m/s以下
防水性・防塵性 IP65 （JIS  C  0920  防噴流形、耐塵形）
設置状態 据置（CIT-7620）／天吊（CIT-7623）
使用温度／湿度 －30℃～+40℃（ただし、凍結なきこと。－5℃以下の環境では通電のこと）／
 90％RH以下（結露なきこと）
オプション 防雪フード（CIT-7620のみ）、照明灯250W 1灯

複合一体型カメラ

屋内用

固定型  SFV搭載カラーカメラ

オープン価格＊〈レンズ別売〉
CIT-9510M

CIT-8510M

オープン価格＊（バリフォーカルレンズ付き） 
CIT-8100VF

屋内用

屋内用

VP多重

VP多重

AC駆動

VP多重
オープン価格＊（バリフォーカルレンズ付き） 
CIT-8800M

CIT -8510Mと同等の機能を搭載。
小型・軽量化したドーム型カメラ。

：160,000円（税別）〈レンズ別売〉希望小売価格

VP多重

屋内用

オープン価格＊（バリフォーカルレンズ付き） 
CIT-8600M

屋内用

VP多重
：200,000円（税別）

CIT-8711M

屋外用

K-9880
近赤外線照明灯
●オプション

：60,000円（税別）希望小売価格

耐塵・防水に関するJIS規格 JIS C 0920保護
等級6（暴噴流形）IP66に準拠。雨風や粉塵などの
環境でも監視が可能。また、取付足を組み替える
ことにより、壁掛け・天吊り・据置が可能。

「RBSSマークは（社）日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです」

固定型  高感度カラーカメラ

：108,000円（税別）〈レンズ別売〉希望小売価格
CIT-8000

1/2型CCD採用。薄型デザインにより壁面への設置
もでき、室内の景観を損ねることなく監視できます。

：180,000円（税別）希望小売価格
CIT-721A

水平：535本以上、垂直：350本以上の
高解像度を誇る1/3型CCD採用の
VP多重方式の高感度カラーカメラです。

屋内用

VP多重

屋内用

VP多重

ラインアップもオプションも充実、「屋内用カメラ」

型名 CIT-8100VF CIT-8510M CIT-9510M
撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数 768（H）×494（V）・・・有効38万画素
解像度 標準時　　 水平：480本以上　垂直：350本以上
 電子増感時 水平：460本以上　垂直：260本以上
最低被写体照度 標準時 標準時 0.8 lx（F1.4、1/60s）
 0.8 lx（F1.4、1/60s） 0.02 lx（F1.4、電子増感40倍）
 0.05 lx（F1.4、 白黒時 0.08 lx（F1.4、1/60s）
 電子増感16倍） 0.002 lx（F1.4、電子増感40倍）
カラー/白黒切替 なし 自動/手動　切替
S/N 50dB以上（AGC OFF時）
マスキング機能 有り（最大3ヶ所）
電源 DC（カメラコントローラーなどにより供給） AC100V±10％、50/60Hz
レンズ 焦点距離 F=2.8mm～8.0mm － －
画角 水平：99.86°～35.23°/ － －
 垂直：73.28°～26.40°
消費電力 － 約6W（レンズ含まず）
最大伝送距離 500m（カメラコントローラー 1.2km（カメラコントローラー
 相当品間、5C-2V使用） 相当品間、5C-2V使用）
音声入力 マイク内蔵
外形寸法（レンズカバー含む） 70（W）×60（H）×170（D）mm 70（W）×60（H）×164（D）mm 70（W）×60（H）×166（D）mm
質量 480g以下 490g以下 500g以下（電源ケーブル含まず）
使用温度／湿度 －10℃～+50℃／80％RH以下（結露なきこと）

固定型  SFV搭載カラーカメラ
撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数 768（H）×494（V）・・・有効38万画素
解像度 標準時　　 水平：480本以上　垂直：350本以上
 電子増感時 水平：460本以上　垂直：260本以上
最低被写体照度 標準時 0.8 lx（F1.4、1/60s）
  0.02 lx（F1.4、電子増感40倍）
 白黒時 0.08 lx（F1.4、1/60s）
  0.002 lx（F1.4、電子増感40倍）
S/N 50dB以上（AGC OFF時）
マスキング機能 有り（最大3ヶ所）
電源 DC（カメラコントローラーなどにより供給）
レンズ 焦点距離3mm～9mm
 約3倍バリフォーカルレンズ
画角 水平：90.3°～31.9°/垂直：66.4°～23.9°
最大伝送距離 500m（カメラコントローラー相当品間、5C-2V使用）
外形寸法 122（W）×216.5（H）×306（D）mm
質量 1.6kg以下
構造 屋外型、JIS C 0920保護等級6（暴噴流形）IP66
使用温度／湿度 －10℃～+50℃／80％RH以下（結露なきこと）

型名 CIT-8600M CIT-8711M
撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数 768（H）×494（V）・・・有効38万画素
解像度 標準時　　 水平：480本以上　垂直：350本以上
 電子増感時 水平：460本以上　垂直：260本以上
最低 【標準スモークカバー使用】 標準時1.18 lx（F1.2、1/60s） 標準時1.6 lx（F1.3、1/60s）/ 0.04 lx（F1.3、電子増感40倍）
被写体   　　　0.08 lx（F1.2、電子増感16倍） 白黒時0.16 lx（F1.3、1/60s）/ 0.004 lx（F1.3、電子増感40倍）
 照度 【別売クリアカバー使用】 標準時0.6 lx（F1.2、1/60s） 標準時0.8 lx（F1.3、1/60s）/ 0.02 lx（F1.3、電子増感40倍）
 標準価格6,000円（税別） 　　　0.04 lx（F1.2、電子増感16倍） 白黒時0.08 lx（F1.3、1/60s）/ 0.002 lx（F1.3、電子増感40倍）
カラー/白黒切替 なし  自動/手動　切替 
S/N 50dB以上（AGC OFF時）
マスキング機能 有り（最大3ヶ所）
電源 DC（カメラコントローラーなどにより供給）
パン チルト調整範囲 パン（水平）±175°　チルト0°（真下）から＋70°　レンズ回転 ±90°
レンズ 焦点距離2.8mm～10mm バリフォーカル 焦点距離2.8mm～10mm バリフォーカル
 絞り範囲 F1.2～F360相当 絞り範囲 F1.3～F360相当
画角 水平：100.8°～28.5°/垂直：73.5°～21.4° 水平：100.8°～28.5°/垂直：73.5°～21.4°
最大伝送距離 500m（カメラコントローラー相当品間、5C-2V使用）
音声入力 マイク無し マイク内蔵
外形寸法 ∅168×80.6（H）mm ∅168×85（H）mm
質量 410g以下 450g以下
使用温度／湿度 －10℃～+40℃／80％RH以下（結露なきこと）

高い耐塵・防水性能で自然環境に対応、「屋外用カメラ」

＊オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

在庫僅少

ドーム型カラーカメラ用  オプション

：6,000円（税別）希望小売価格K-9873
屋内用ドーム型カメラCIT-8711M用 交換用クリアカバー。

：20,000円（税別）希望小売価格K-9874
屋内用ドーム型カメラCIT-8711M用 天井埋め込み金具。

：6,000円（税別）希望小売価格K-9860
屋内用ドーム型カメラCIT-8600M用 交換用クリアカバー。

：20,000円（税別）希望小売価格K-9870
屋内用ドーム型カメラCIT-8600M用 天井埋め込み金具。

固定型カラーカメラ用  カメラ取付足

：1,700円（税別）希望小売価格
A-5624
取付カメラ質量1.0kg以下

：13,000円（税別）希望小売価格
WH-LS1

：7,000円（税別）希望小売価格
WH-11

推奨品（（株）トキナー製）
617～1004mm（調整可能）
取付カメラ重量2.0kg以下

推奨品（（株）トキナー製）
308～468mm（調整可能）
取付カメラ重量2.0kg以下

撮像素子 1/3型インターライン転送方式CCD
有効画素数 768（H）×494（V）・・・約38万画素
解像度 標準時（中心部） 水平：480本以上 垂直：350本以上
   電子増感時（中心部） 水平：460本以上 垂直：260本以上
S/N 50dB以上（AGC OFF時）
最低被写体照度 0.4 lx（F1.6、1/60s）／0.0025 lx（F1.6、電子増感160倍）
レンズ 焦点距離（倍率） 5.8mm～121.8mm　21倍ズーム  F1.6  
ズーム、フォーカス 電動リモコン式      　            　 　　　　　　  
画角 水平：44.8°～2.3°、垂直：33.8°～1.8°
最大旋回角度 PAN：±175°、TILT －90°～＋90°
最大旋回速度 PAN 180°/s、TILT 90°/s
電源／消費電力 AC100V±10％、50Hz／60Hz、最大：150W以下
最大伝送距離 1.2km（カメラコントローラー相当品間、5C-2V使用）
外形寸法／質量 351（W）×408（H）×256（D）mm、13.4kg以下
耐風速 動作可能40m/s以下:非動作、非破壊60m/s以下
防水性・防塵性 IP65 （JIS  C  0920  防噴流形、耐塵形）
設置状態 据置（CIT-7610）／天吊（CIT-7613）
使用温度／湿度 －30℃～+40℃（ただし、凍結なきこと。－5℃以下の環境では通電のこと）／
 90％RH以下（結露なきこと）
オプション 照明灯250W 1灯

希望小売価格
（バリフォーカルレンズ付き）

※防雪フード（オプション）装着時の写真はCIT-7410です。CIT-7620とは脚部形状が異なります。
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型名 カメラ部
CIT-8000相当
CIT-8100VF相当
CIT-8510M相当
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）

レンズ部
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当

付属取付台 ワイパー
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当

322,200円
302,200円
374,200円
424,700円
411,100円
399,300円

デフロスター ファン ヒーター 希望小売価格（税別）
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

CIT-8000 B31
CIT-8100 B31
CIT-8510 B31
CIT-9510 B31
CIT-9510 B32
CIT-9510 B33

型名 カメラ部
CIT-8000相当
CIT-8100VF相当
CIT-8510M相当
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）

レンズ部
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当

付属取付台 ワイパー
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当
A-5615相当

270,400円
250,400円
322,400円
309,300円
372,900円
359,300円
347,500円
326,300円

デフロスター ファン ヒーター 希望小売価格（税別）
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●

CIT-8000 B21
CIT-8100 B21
CIT-8510 B21
CIT-9510 B21
CIT-9510 B22
CIT-9510 B23
CIT-9510 B24
CIT-9510 B25

型名 カメラ部
CIT-9510M相当（AC駆動）
CIT-9510M相当（AC駆動）

レンズ部
C-3V2R9F8NIR相当
C-3V2R9F8NIR相当

付属取付台
A-5614相当
A-5615相当

290,500円
299,000円

希望小売価格（税別）
CIT-9510 B11
CIT-9510 B13

屋内型カメラケース 屋外型カメラケース カメラケース取付台

固定レンズ付カメラ専用。天井吊り下げ可能
構造：JIS C 0920 （防塵形）IP50相当
適合取付台：カメラ取付台A-5614
外形寸法／重量：112（W）×102（H）×235（D）mm／1.3kg以下

：17,000円（税別）希望小売価格
B-1100

ズームレンズ付カメラ専用。天井吊り下げ可能
構造：JIS C 0920 （防塵形）IP50相当
適合取付台：カメラ取付台A-5615
外形寸法／重量：112（W）×102（H）×324（D）mm／1.6kg以下

：34,200円（税別）希望小売価格
B-1130

固定レンズ付カメラ専用。天井吊り下げ可能
構造：JIS C 0920保護等級2（防滴Ⅱ形）IP52相当
使用温度／湿度：
－10℃～＋40℃／90％RH以下
外形寸法／重量：136（W）×113（H）×265（D）mm／2.0kg以下

：34,000円（税別）希望小売価格
B-2100

ズームレンズ付カメラ専用。天井吊り下げ可能
構造：JIS C 0920保護等級2（防滴Ⅱ形）IP52相当
外形寸法／重量：166（W）×153（H）×385（D）mm／3.7kg以下

：51,000円（税別）希望小売価格
B-2120

屋内型カメラケース
（B-1100）取付専用架台。

：6,000円（税別）希望小売価格
A-5614

B-1130、B-2100、
B-2120取付専用架台。

：7,800円（税別）希望小売価格
A-5615

固定型カラーカメラ用  交換レンズ

10倍電動ズームレンズ
1/3型焦点距離5.7～57mm、最大口径比1:1.2の
自動絞り付き10倍電動ズームレンズです。

：130,000円（税別）希望小売価格
T10Z5712DC-CS

6倍ズームレンズ（CBC（株）製）

1/3型焦点距離5.7～34.2mm、最大口径比1:1.0の
自動絞り付き 6倍手動ズームレンズです。

：62,000円（税別）希望小売価格
T6Z5710AIDC-CS

1/3型焦点距離5.7～34.2mm、最大口径比1:1.0の
自動絞り付き 6倍電動ズームレンズです。

：130,000円（税別）希望小売価格
T6Z5710DC-CS

T6Z5710DC-CSにズーム、フォーカスをプリセットする
ための位置検出用ポテンションメータを内蔵しています。

：155,000円（税別）希望小売価格
T6Z5710PDC-CS

10倍ズームレンズ（CBC（株）製）

10倍プリセットズームレンズ
T10Z5712DC-CSにズーム、フォーカスをプリセットする
ための位置検出用ポテンションメータを内蔵しています。

：155,000円（税別）希望小売価格
T10Z5712PDC-CS

1/3型焦点距離2.9～8mm、
最大口径比1:0.95の自動絞り付きレンズです。
焦点距離：2.9～8mm 絞り：F1.4～360
水平視角：94.37°～35.18° 
垂直視角：69.30°～26.26°

バリフォーカルレンズ固定レンズ

TG2813FCS-3
焦点距離：2.8mm 絞り：F1.3 水平視角：91.1° 垂直視角：70°

TG0412FCS-3
焦点距離：4mm 絞り：F1.2 水平視角：63.9° 垂直視角：49.1°

TG0812FCS-3
焦点距離：8mm 絞り：F1.2 水平視角：34.7° 垂直視角：25.9°

：37,000円（税別）希望小売価格
C-3V2R9F8NIR

●屋内一体型カメラ（防塵型）

●屋外一体型カメラ（防雨型）

●屋外一体型カメラ（防滴型）

※ワイパー・デフロスター・ファン・ヒーター使用時は別売の電源ユニットが必要です。別途、営業窓口までご相談ください。

コントローラーオプション

ラックマウント金具

：4,000円（税別）希望小売価格K-9700

：17,000円（税別）希望小売価格Q-7806
カメラコントローラー（S-9520SA）、および電源
ユニット（PA-901）にオプションで実装することで、
マイク付カメラからの集音が可能となります。

複数台のコントローラーS-9520SAを縦続接続する
場合に使用します。（長さ0.6m）

：3,000円（税別）希望小売価格W-9500
音声カード

コントローラー、電源ユニット、映像分配機、プリセットアダプター

縦続接続ケーブル

カメラコントローラー

：95,000円（税別）希望小売価格S-9520SA 
カメラを4台まで接続できるカメラコントローラーです。コントローラーは4台まで
縦続接続可能で、カメラ16台までのシステムが構築できます。

複合一体型カメラ、VP多重以外のカメラ（AC100Vタイプなど）を
カメラコントローラー（S-9520SA）に接続するときに使用します。

VPカットボックス

：52,000円（税別）希望小売価格J-4117

カメラコントローラー（S-9520SA）に接続して
使用するワイヤードリモコンです。

リモートコントローラー

：63,000円（税別）希望小売価格R-2450

電源ユニット

：85,000円（税別）希望小売価格PA-904
最大4台のカメラを接続可能。映像・カメラ電源・音声を1本の同軸ケーブルで伝送するVP
多重方式を採用。1chのみ音声の伝送ができ、マイク付カメラの集音が可能となります。

1台のカメラを接続するときに使用します。映像・カメラ電源・音声を1本の同軸ケーブルで
伝送するVP多重方式を採用。オプションとして音声カード（Q-7806）の装着が可能です。

：36,000円（税別）希望小売価格PA-901

屋外カメラケース（B-2120等）、付属のワイパー、吹き出しファン、デフロスタ、ヒーター
専用の電源ユニットです。

電源ユニット

：53,000円（税別）希望小売価格P-4390A

映像分配器

：38,000円（税別）希望小売価格D-8810
切換スイッチにより1入力-8分配、1入力-4分配×2、1入力-2分配×3の
3通りの入出力構成が可能な汎用映像分配器です。

MELOOK-Gコントローラーと組み合わせて、接点入力により複合一体型カメラを
制御するアダプターです。

プリセットアダプター

：150,000円（税別）希望小売価格J-9010S

カメラコントローラー（S-9520SA）などの1Uタイプの
機器をEIAラックにマウントするための金具です。

：4,500円（税別）希望小売価格K-9702
4ch電源ユニットPA-904をEIAラックにマウント
するための金具です。
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カメラケース

21,000円（税別）
希望小売価格：

32,000円（税別）
希望小売価格：

23,000円（税別）
希望小売価格：

在庫僅少

在庫僅少
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この製品を製造している三菱電機コミュニケーションネット
ワーク製作所（郡山工場）は、環境/品質マネジメントシステ
ムの国際規格であるISO14001:2004 / ISO9001:2000
を認証取得しております。

※本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。
　万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

※MELOOKは、三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

※カタログ中に使用した映像写真及びメニュー画面はハメコミ写真のため、実際の映像とは異なります。

は、防犯機器の安心マークです。

優良防犯機器認定制度（ＲＢＳＳ制度）は、㈳日本防犯設備協会が
一般の方々の安心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要
とされる機能と性能の基準に適合した機器を「優良防犯機器」として
認定しマークを付与、普及促進を図る自主認定制度です。

●Eメールでのお問い合わせは   tmd.cctv_melook@rc.MitsubishiElectric.co.jp

「CCTV」のウェブサイト 

安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

熱、湿気、油煙、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、
故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

流通業向けシステム例 

CIT-8800M
ＳＦＶ、
電子増感機能

受付

出入口

工場内

駐車場・外周

カメラコントローラー
S-9520ＳA
カメラコントローラー
S-9520ＳA

VPカットボックス
Ｊ-4117
VPカットボックス
Ｊ-4117

リモートコントローラー
Ｒ-2450
リモートコントローラー
Ｒ-2450

CIT-7610
屋外複合一体型
ワイパー、デフロスター
を装備、照明灯などの
オプションも充実

レジ周り

店舗内

店舗外周

バックヤード
裏口・駐車場

CIT-8100VF
レジでの
接客態度を確認
トラブル回避
（お金の受け渡しなど）

CIT-8711M
不正抑止や
売り場状況の
確認など

CIT-8800M
電子増感機能
屋外・駐車場などの
安全管理に

電源ユニットPA-904電源ユニットPA-904

デジタル
レコーダー※
デジタル
レコーダー※

デジタル
レコーダー※1 
デジタル
レコーダー※1 

モニターモニター

ピッ
!

※接続可能な機種は、販売窓口にお問い合わせください。 ※1 接続可能な機種は、販売窓口にお問い合わせください。

システム構成
品　　名 型　　名
カラーカメラ CIT-8100VF
ドーム型カラーカメラ CIT-8711M
屋外一体型カラーカメラ CIT-8800M
カラーカメラ CIT-8510M
バリフォーカルレンズ C-3V2R9F8NIR 
電源ユニット PA-904
モニター 汎用品

システム構成
品　　名 型　　名
屋外一体型カラーカメラ CIT-8800M
ドーム型カラーカメラ CIT-8711M
カラーカメラ CIT-8100VF
屋外複合一体型カラーカメラ CIT-7610
カメラコントローラー S-9520ＳA
VPカットボックス J-4117
リモートコントローラー R-2450
モニター 汎用品

CIT-8510M
不審者に対して
犯罪抑止効果

製造業向けシステム例  

モニターモニター

CIT-8711M
エントランスホールで
目立ちにくいドーム型

CIT-8100VF
ライン状況を確認

ロングセラーを続ける三菱のアナログCCTV。高い汎用性で柔軟にシステムアップ。

三菱CCTVシステム　
MELOOK-G

「三菱電機 CCTV」で検索してください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/cctv

屋内から屋外まで。
多彩な機能でワイドに監視。

V-V01-3-C9162-D　本-1410〈IP〉

本カタログ掲載製品のうち、外国為替及び外国貿易法により規制されている貨物・技術に該当するものについては、
輸出（個人の携行を含む）する場合、同法に基づく日本政府の許可が必要です。
この印刷物は、2014年10月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には、
工事費は含まれておりません。三菱CCTVシステム

MELOOK-G

2014年10月版

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）

お問い合わせは、技術とサービスを誇る当店へ…

北海道支社
東 北 支 社
北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 社
四 国 支 社
九 州 支 社

本社通信ソリューション営業部
…〒100-8310
…〒060-8693
…〒980-0011
…〒920-0031
…〒451-8522
…〒530-8206
…〒730-8657
…〒760-8654
…〒810-8686

東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）・・・・・・・・・・・・
札幌市中央区北2条西4丁目1（北海道ビル）・・・・・・・・・・・・
仙台市青葉区上杉1-17-7（仙台上杉ビル）・・・・・・・・・・・・・
金沢市広岡3-1-1（金沢パークビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
名古屋市西区牛島町6-1（名古屋ルーセントタワー）・・・
大阪市北区堂島2-2-2（近鉄堂島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広島市中区中町7-32（ニッセイ広島ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・
高松市寿町1-1-8（日本生命高松駅前ビル）・・・・・・・・・・・・・
福岡市中央区天神2-12-1（天神ビル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（03）3218-6402
（011）212-3708
（022）216-4625
（076）233-5507
（052）565-3372
（06）6347-2510
（082）248-5263
（087）825-0008
（092）721-2150

2014年10月作成


