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カメラ形状番号

TA　TB

商品画像 商品画像

寸法図 寸法図

寸法 (mm) W143.3 x H47.0 x D117.9 寸法 (mm) W123.2 x H237.8 x D121.0

カメラ形状番号

TC

商品画像 商品画像

寸法図 寸法図

寸法 (mm) W143.3 x H47.0 x D117.9 寸法 (mm) W123.2 x H237.8 x D121.0

カメラ形状番号

TD

商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図

寸法 (mm) W171.6 x H50.0 x D139.3 寸法 (mm) W143.7 x H244.4 x D139.3 寸法 (mm)

カメラ形状番号

TE

商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図

寸法 (mm) W171.6 x H50.0 x D139.3 寸法 (mm) W143.7 x H244.4 x D139.3 寸法 (mm)

カメラ形状番号

FA

商品画像

寸法図

寸法 (mm) W143.3 x H47.0 x D117.9

型番 SCL-BRK626 (+624)

型番 SCL-BRK624 型番 SCL-BRK625 (+624) 型番 SCL-BRK626 (+624)

型番 SCL-BRK632

型番 SCL-BRK627 型番 SCL-BRK628 (+627)

型番 SCL-BRK624 型番 SCL-BRK625 (+624)

型番 SCL-BRK627 型番 SCL-BRK628 (+627)

ブラケットラインナップ

カメラ形状番号とは

IPカメラの製品名中程にあるアルファベット2文字です。

製品名「SCL-02TA03」のIPカメラの場合、カメラ形状番号は「TA」となります。

※「SOV-02PTZ01」のみ、製品名と同様です。

https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk627.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk628.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk627.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk628.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk624.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk625.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk624.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk625.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk632.pdf
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カメラ形状番号

DA

商品画像

寸法図

寸法 (mm) W129.5 x H74.5 x D155.0

カメラ形状番号

DB

商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図 寸法図

寸法 (mm) W117.9 x H39.0 x D143.3 寸法 (mm) W143.3 x H176.3 x D188.4 寸法 (mm) W143.3 x H230.4 x D121.0

カメラ形状番号

DC

商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図 寸法図

寸法 (mm) W155.3 x H50.0 x D188.0 寸法 (mm) W155.3 x H243.8 x D159.6 寸法 (mm)

カメラ形状番号

DD

商品画像 商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図 寸法図 寸法図

寸法 (mm) W117.9 x H39.0 x D143.3 寸法 (mm) W129.5 x H74.5 x D155.0 寸法 (mm) W143.3 x H176.3 x D188.4 寸法 (mm) W143.3 x H230.4 x D121.0

カメラ形状番号

DE

商品画像 商品画像 商品画像

寸法図 寸法図

寸法 (mm) W139.3 x H42.0 x D171.6 寸法 (mm) W139.3 x H140.6 x D199.0 寸法 (mm)

型番 SCL-BRK628B (+641)

型番 SCL-BRK636 型番 SCL-BRK626（＋636） 型番 SCL-BRK625（＋636）

型番 SCL-BRK641 型番 SCL-BRK609 型番 SCL-BRK642 (+641)

ブラケットラインナップ

SCL-BRK617 (+613)

型番 SCL-BRK641 型番 SCL-BRK642 (+641) 型番 SCL-BRK628B (+641)

型番 SCL-BRK613 型番 SCL-BRK614 (+613) 型番

型番 SCL-BRK609

https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk609.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk641.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk642.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk628b.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk613.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk614.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk617.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk641.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk609.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk642.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk628b.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk636.pdf
https://www.solidcamera.net/download/file/secula/dimensions/dim_scl-brk626.pdf

