
国土交通省

登録番号：CB-120015-VE

NETIS登録商品

建設現場・資材置場からの盗難防止

ポータブル防犯システム

1台4役、盗難・監視・管理・制御

http://tiguard.net

※タイガードは登録商標です。
■代理店へのお問い合わせは

有限会社 TMD

0800-222-4118
〒501-3124 岐阜県岐阜市大洞1-16-18

回転灯
センサーが反応すると

回転灯が回り、最大105dbの

音量でサイレンが鳴ります。

※音量調整可能です。

赤外線照射機能付きで

夜間でも画像を確認できます。

赤外線照射距離50m

カメラ画素数38万画素

仕様

高 さ 約2,950mm

総重量 約45kg

消費電力 100V / 約35W

赤外線照射カメラ

音声威嚇スピーカー

遠隔地からパソコンやiPadで

自分の声で威嚇できます。

熱感センサー

3つのセンサーを搭載し

小動物などの誤検知を軽減します。

センサー感知範囲 90度12m

無停電装置（UPS）

万が一、100V電源を抜かれても、

約30分間正常作動します。

※警戒中は、電源を抜くと、

回転灯とサイレンが鳴ります。

紹介動画

組 立 て 商品紹介テレビ取材

All of the site are defended

作業現場総合セキュリティ

ー タイガード ー
株式会社 トラスト

0120-742-110

【 本 社 】
〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3-6-15

WEBSITE URL

全国保守サービス対応！！　

● シャープビジネスソリューション株式会社

● 沖縄県 有限会社ナハジムキ【 東京支店 】
〒140-0014 東京都品川区大井4-4-2
　　　　　 オフィスビル大井MAX1 11F

製 造 元

販 売 元

※各機器の仕様は改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

2017年4月発行

カメラ部

センサー部 記録部

機　器　仕　様

電源電圧

最大消費電流

撮像素子

有効画素数

走査方式

カメラ出力

同期方式

解像度（中心部）

最低被写体照度

逆光補正（ワイドダイナミック）

シャッタースピード

AGC

感度アップ

ホワイトバランス

SN比

焦点距離（最大口径比）

画角

赤外線LED

赤外線照射距離

操作方法

デイナイト

デジタルノイズリダクション

シャープネス

プライバシーマスキング

動体検知

使用温度範囲

使用湿度範囲

保護等級

規格認証

外形寸法

質量

DC12 ±10%

700mA(ヒーターOFF時)・(ヒーターON時)

1/3インチ SONY製 Super HADⅡ CCDセンサー

NTSC:768(H)×494(V) 38万画素

インターレース方式

NTSC方式 1.0Vp-p/75Ω

内部同期

600TV本（カラー）/650TV本（白黒）

白黒モード：0 Lux(LED ON)

カラーモード：1.0 Lux

D-WDR : ON/OFF

AUTO/MANUAL(1/60~1/100,000秒)

OFF/LOW/MIDDLE/HIGH

OFF/AUTO/FIXED(×2~×1024)

ATW/MANUAL/AWC(プッシュ）

50dB以上（AGC OFF時）

2.8=11mm(1:1.2)

水平:94°～25° 垂直：55°～15°

80個(LOW/HIGH)

約60m(LED H IGH)

OSD方式/操作パネル上ボタン

AUTO/COLOR/B&W/EXT

3D-DNR:OFF/AUTO/LOW/MIDDLE/HIGH

レベル調整可能

OFF/ON(8箇所)

OFF/ON(4箇所 OSD出力)

-40℃～-50℃（ただし電源投入時は、0℃以上であること)

90%RH以下(ただし結露がないこと)

IP66

CE , FCC

145.5mm×110.4mm×239mm(カメラ本体のみ)

2.35kg

品　　名

品　　番

電源電圧

消費電流

警戒方式

取付高さ

検知エリア

検知ゾーン(セクタ)

検知速度

検知感度

検知方法

表示灯

検知出力

タンパ出力

使用温度範囲

設置場所

色調

質量

INTELLIGENT OUTDOOR DETECTOR

SIR10

DC9V～28V(無極性)
30mA(最大)

立体警戒

(基盤スライド切替方式)

2.0m ~ 2.5mm

47対(94本) 29対(58本)

12m、84°

0.8m ~ 1.2mm

0.3m ~ 2.0m/秒

パッシブインフラレッド方式

背景との温度差：1.5℃

歩行速度　　  ： 1m/秒

環境温度　　  ： +35℃

感度設定　　  ： 100% 

検知灯１＝赤、検知灯２＝赤

自己診断 　　 ：検知灯１、2 点滅(1回/秒)

ウォームアップ　　 ：検知灯１、2 点滅(1回/秒)

検知時 　　 ：検知灯１、2 点灯(消灯設定あり)

警備時 　　 ：検知灯１、2 点滅(1回/2.5秒)

出力方式 ：1b (電圧接点)

接点動作 ：ワンショット (3秒～300秒)

接点容量 ：DC30V、0.3A(抵抗負荷)

閉時出力抵抗 ：3.0Ω以下

出力方式 ：1b (電圧接点)

接点動作 ：ロアカバーを外している間、開

接点容量 ：DC30V、0.3A(抵抗負荷)

閉時出力抵抗 ：3.0Ω以下

-25℃ ～ +50℃ RH95%以下

屋内・屋外の壁面またはポール(IP55)

約 800g

ホワイト

高
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ベットアレイ

標準
 (QVGA)

高画質
(VGA)

0.25s 間隔
(4枚/秒)

0.5s 間隔
(2枚/秒)

1s 間隔
(1枚/秒)

2s 間隔
(0.5枚/秒)

0.25s 間隔
(4枚/秒)

0.5s 間隔
(2枚/秒)

1s 間隔
(1枚/秒)

2s 間隔
(0.5枚/秒)

132.7時間

263.3時間

518.1時間

1003.8時間

33.4時間

66.6時間

132.7時間

263.3時間



分解可能で乗用車でも運べます。

１つのポールにオールインワンで取り付け、様々な現場に対応可能です。

現場の進捗が遠隔地から24時間確認可能。

iPhone・iPad・パソコンでライブ映像確認・録画再生可能。

SDカードで約5日間自動で録画します。（自動で古い録画記録より消去していきます。）

遠隔地から作業工程、映像を見ながらスピーカーを通してiPhone・iPad

パソコンから指示が可能です。（マイク付きのパソコンに限ります。）

侵入異常の場合、遠隔地から設置先に向け、ご自分の声で音声威嚇できます。

セキュリティのセット・解除を携帯電話から行えます。

コンセントを抜くを警報が鳴り響き、メールが届きます。

電源喪失後、約30分間は無停電装置により稼働します。

大丈夫ですか!?

その資材!! コラー!!
無人になる建設現場・資材置き場では

近年、盗難事件が多発しています。 

建設会社の声をカタチにしました！！

そこで！！
作業現場総合セキュリティ

ー タイガード ー

5つの特長5つの特長ここがすごい！ここがすごい！

１ 移動がカンタン！自分で設置！

２ いつでも現場を確認！

３ 自分の声で指示や威嚇！

４ 現場に行かなくてもセット・解除！

５ いたずら防止機能！

24時間遠隔確認

ライブ映像・録画可能

iPhone・iPad対応

双方向の音声通信

可能なアプリ！

作業中断して下さ～い!!

片づけて下さ～い!!

資 材・機 材 の 盗 難 は

タイガードが守ります！

現場事務所

資材置場

進入路

道路

作業現場

設 置 例

《 中日新聞 2011年6月7日に掲載されました。 》

設 置 事 例

導 入 事 例
太陽光施工会社 Ｅ社様

窃盗犯検挙実績　株式会社Ｕ建設様 建設現場　2017年　
▶ 侵入 ▶ タイガード発見 ▶ 警報発令 ▶ 犯人逃走

工場 Ｊ社様

①ライブ映像を確認。
②犯人がいたら、自分の声で更に威嚇!!

①同時にメール通知(画像付)
②警察へ通報（自分で）
③添付のURLをクリック

現場に設置するだけでその容姿で抑止!!
建設現場の資材泥棒の殆どは、抑止することで防げます。下見の段階で、「この現場は、入ると厄介な事になりそうだ!!」と
思わすことが大事です。万が一侵入しようとすると、下図の動作となります。

日
中

夜
間

※ Apple、Apple のロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※ iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

コラー!!

Ｍ建材 砕石現場建設会社 Ｋ社様


