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特長１

特長２

特長３

SIMカメラ（またはLTEカメラ）とはインターネットの固定回線を利用せず、
SIMカードを挿入し、スマートフォンと同じように4G回線やLTE回線で
通信するカメラです。

回線工事不要。
SIMカメラは4G/LTE回線を利用するため、インターネットの
回線工事をする必要がありません。

設置・移動がかんたん。
LANケーブルでの配線が不要なため、簡単に設置することができ、
場所を変えたいときも移動が容易です。

どこでも設置可能。
4G/LTEの電波が届く場所であればどこでも設置が可能です。
屋外の回線が引きづらい場所でも利用できます。

回線が引けない場所、
カメラの設置を諦めていた場所に。

おススメ 2タイプ

SIMカメラって何？



SIMカメラはインターネット回線工事がいらないため、
とても幅広く活用できます。 農業・畜産現場
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導入後の結果

検知機能を利用し、侵入者に即時に気づ
けるようになった。設置していることで犯
罪の抑止につながった。

●

ライブ映像をスマートフォンですぐに確
認できるため、対応を即時に決められるよ
うになった。

●

導入前の課題

収穫物が盗難に遭い、被害が大きい。●

災害時の作物や生き物の様子が心配。●

導入後の結果

落石危険地帯で環境の変化を確認し、
落石事故を未然に防いだ。

●

定期巡回の回数を減らし業務効率UP●

機材盗難等の犯罪抑止効果UP●

導入前の課題

不便な場所で定期点検以外での訪問が難
しく、トラブル時にも対応が遅れてしまう。

●

僻地への定期点検がコストに見合ってい
ない。

●

導入後の結果

リアルタイム映像で緊急度が直感的に分
かる。

●

常時監視でスピード感のある対応が可能。
人手もかからない。

●

導入前の課題

気候変動により土砂崩れ等の急に起こる
災害が増加。

●

急激に被害が拡大するため、自治体の注
意・警告では避難が間に合わない。

●

農業・畜産現場 僻地監視・太陽光発電所 河川・ダム

建設現場 コインパーキング 公園・自動販売機周辺

導入後の結果

資材盗難対策●

作業員のが安全意識向上し、トラブル発
生時にも証拠を残すことができるように
なった。

●

工事過程の記録に利用し、施主様に報告
資料として提出できるようになった。

●

導入前の課題

工事期間中だけ監視カメラが欲しかった
が、コストが見合わない。

●

資材の盗難や作業中のトラブル●

導入後の結果

犯罪抑止効果●

近隣とのトラブル対策、車上荒らし事件後
の犯人特定/自販機へのいたずら抑止。

●

導入前の課題

駐車場での不正行為、揉め事が増加して
おり、監視カメラ導入を検討していたが、
コストに見合うシステムがなかった。

●

導入後の結果

トイレ壁への落書きがなくなった。●

夜間の公園利用トラブル（女性ランナーを
狙った痴漢など）が減少した。

●

トラブル発生時の証拠として提出可能に
なった。

●

導入前の課題

トイレ周辺の不審者対策や自動販売機な
どへのいたずら対策を実施したい。

●

SIMカメラで広がるカメラの活用シーン
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日本中どこでも設置、どこからでも見守り
通信工事不要！電源とSIMカード装着だけのIPカメラです。
工事現場、畜産・農地、僻地監視、イベント会場など様々なシーンで活用できます。

■寸法図 ■仕様
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下面
※防水キャップを外した状態
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電源アダプター（1.5m）
LANケーブル（ストレート1.5m）
取り付けネジ・アンカー×3
混合器（LAN+電源）
中継コネクター
SIMトレイ用取り出しピン

nanoSIMカードトレイ
かんたんインストールガイド
インストールCD-ROM
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

レンズ

音　声

映像圧縮形式
光感度

解像度

フレームレート

記録媒体

動作条件
カメラ本体サイズ

重　量
電　力

使用端末

設置場所
接続方式
接　続

対応バンド

屋外、屋内
P2P通信
LTE、有線LAN

イメージセンサー
防水仕様

起動時：ー20～50℃、作動時：ー30～50℃
H52×W58×D213ｍｍ（本体のみ）
368ｇ（本体、ブラケット） ＊アダプター重量含まず
DC12V/1A

microSD（SDXC 64GB対応）、ハードディスク、NAS

パソコンOS：Windows（36台同時視聴）
スマートフォン：iOS、Android（4台同時視聴）
iPad:iOS（6台同時視聴）

オーディオモニタリング用マイク内蔵

モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
赤外線無効時：0.2 Lux、赤外線有効時：0 Lux（視界10m）

30fps（通信環境により変動）

2.8mm、F2.0、水平画角：120°
固定アイリス、フォーカス範囲：50㎝～∞

保護等級 IP66
RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS

ノーマルモード時：1920×1080（FullHD）、1280×720、
　　　　　　　　  640×360（HVGAW）
モバイルモード時：1280×720、640×360(HVGAW)

同時接続ユーザー数 最大8ユーザー

防水・防塵タイプの保護等級IP66対応
■付属アクセサリー

LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、
通信をおこないます。通信回線が用意
できない場所でも視聴が可能です。
NTTドコモ、au系SIMに対応しています。

暗闇でもハッキリ映像が見られる
デイ＆ナイト機能対応

動体検知による自動録画、メール通知、
アラーム通知
現地の映像を記録に残す録画＆
スナップショット機能

現地の音声を聞くことができる機能

最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能

有線接続対応

YouTubeライブ配信対応

■機能

200万画素

120度広角レンズ

LTE通信対応

LANケーブル（電源＋LAN）

防水・防塵（IP66）

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3
分間受け続けても内部に水が浸入しな
い構造です。

フタフタ
nanoSIMnanoSIM

nanoSIMカードトレイnanoSIMカードトレイ

microSDカードスロットSIM挿入口

Band 1（2.0GHz）、 Band 18（800MHz）、
Band 19（800MHz）、 Band 26（800MHz）

デモカメラ映像をご視聴いただけます。
https://www.solidcamera.net/demo/

使用アプリ

Viewla
（iOS/Android対応）

SIMフリー
au・docomo系
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配線ゼロ！ 置くだけ設置もOK
電源工事・通信工事不要！SIMカード・SDカード内蔵のIPカメラです。
太陽光パネルなどの僻地監視、畜産・農地など電源がとりづらい様々なシーンで活用できます。

LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、
通信をおこないます。通信回線が用意
できない場所でも視聴が可能です。
SIMが内蔵された状態でお届けします。

防水・防塵（IP66）

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3
分間受け続けても内部に水が浸入しな
い構造です。

■寸法図

防水・防塵タイプの保護等級IP66対応

暗闇でもハッキリ映像が見られる
デイ＆ナイト機能対応

動体検知による自動録画、メール通知、
アラーム通知
現地の映像を記録に残す録画＆
スナップショット機能

現地の音声を聞くことができる機能

双方向音声対応

太陽光発電で給電可能 最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能

■機能

200万画素

LTE通信対応

64GB microSDカード（内蔵）
充電池×4（内蔵）
充電用USBケーブル
USBアダプタ
ネジ×8（本体カバー用）
ネジ・アンカー×4
SIMサービスお申込みのご案内

nanoSIMカード（内蔵）
専用ブラケット
アンテナ×2
ミニドライバー
カメラ固定用ネジ×2
UID・シリアルナンバーシール
かんたんインストールガイド

■仕様

レンズ

電池容量
動作条件
本体サイズ
重　量

赤外線
光感度
電　池
電池容量
充　電

スリープモード
映　像

消費電力

記録媒体

音　声

設置場所
ストリーム
接　続

屋外、屋内
1920×1080/15fps, 640×360/15fps
LTE

イメージセンサー
防水仕様

microSDカード（4GB～128GB）
※64GB microSDカード（VSD-001064）内蔵

［スリープ時（待機状態）］0.03W　
［稼働時 ］昼モード1.3W / 夜モード 3W

15秒 / 30秒 / 60秒 / 無効

18650リチウムイオン電池(2500mAh)×4本
継続的な雨天時の際も約60日間の待機動作が可能
5W ソーラーパネル充電、5V/２A USBポート（約8時間でフル充電）

最大4ユーザー
ー20～60℃
W136 × D231 × H106 (mm)
905ｇ ＊バッテリー含む

［ファイル形式］MP4　［コーデック］H.265

波長850nm　有効照射距離：約20ｍ
カラー撮影 0.001lux(スターライト)/白黒撮影 0lux（赤外線LED使用）

4mm、F2.0、撮影画角：約90°
デジタルズーム4倍

［コーデック］AACおよびG.726　
［ビットレート］8Kbps、16bit

保護等級 IP66
2.9インチ CMOS

■付属アクセサリー

使用アプリ

デモカメラ映像をご視聴いただけます。
https://www.solidcamera.net/simcam/sll-01lte.html

正面
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底面

アンテナ2本セット

背面
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i-Cam+
（iOS/Android対応）

ソリッドSIMサービス
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SIM通信プラン

ソリッドカメラでは、「IPC-16LTE」「SLL-01LTE」専用の
SIMをご用意しました！

月額 1,600円（税込1,760円）～
●NTTドコモ系MVNOのLTE回線をご用意
●大容量でもリーズナブル
●最低利用期間・解約金なし（ただし解約月の日割りはございません）
●カメラの延長保証がついて安心！

タイプ カメラ視聴時間目安 初期費用（税抜） 月額（税抜） ご注意点

定額制

月間約30時間視聴プラン（約30～60分/1日）
●5GB+カメラ延長保証

月間約60時間視聴プラン（約90～120分/1日）
●10GB+カメラ延長保証

月間約180時間視聴プラン（約330～360分/1日）
●30GB+カメラ延長保証

月間約270時間視聴プラン（約450～540分/1日）
●45GB+カメラ延長保証

月間約360時間視聴プラン（約600～720分/1日）
●60GB+カメラ延長保証

月間約600時間視聴プラン（約960～1200分/1日）
●100GB+カメラ延長保証

月間約720時間視聴プラン（24時間常時視聴可能）
●150GB+カメラ延長保証

3,000円

1,600円

2,080円

4,000円

5,000円

6,200円

9,400円

12,800円

税込1,760円

税込2,288円

税込4,400円

税込5,500円

税込6,820円

税込10,340円

税込1,4080円

税込3,300円

●ご契約の通信上限に達
した場合、通信が停止
します。

●データ容量の繰り越し
はできません。

●1GB：1,000円（税抜）
でデータチャージが可
能です。

SIM通信プランの延長保証
●ソリッドSIMプラン加入中、最大5年間の延長保証が適用されます。
●さらに! 無償保守期間中は交換製品を先出対応いたします。
弊社保守サービスはセンドバック方式となります。保守お預かり中の代替機はございません。

5年保証
製品保証期間

無償保守

延長保証4年

無償保守 保守価格70%分を
当社が負担

保守価格60%分を
当社が負担

保守価格50%分を
当社が負担

1年 2年 3年 4年 5年

保守先出対応期間

※SIMプランの詳細は、ホームページをご確認ください。
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ワンランク上の
IPカメラセキュリティ

■ スマート検知など豊富な機能
■ プラグ＆プレイでかんたん通信
■ 使いやすいUI

■ レコーダー不要
■ IDとパスワードで視聴もかんたん
■ 累計12万台以上の実績

メールでのお問合せはこちら▶info@solidcamera.net
電話でのお問合せはこちら　▶06-6228-0577

かんたん見守り IPカメラのご案内

「IPC-16LTE」を含むビューラシリーズ
プロ仕様なのにかんたん設置、カメラ単体で通信するIPカメラ

高機能NVR IPカメラのご案内

Viewlaのサポート体制そのまま！
ソリッドカメラのレコーダー型IPカメラ

IPネットワークカメラ



IPC-16LTE SLL-01LTE

最大200万画素

機能・仕様

暗闇でもハッキリ映像が見られる
デイ＆ナイト機能対応

PIRセンサーの熱感知による自動
録画、メール通知、アラーム機能

動体検知による自動録画、
メール通知、アラーム機能

防水・防塵タイプの保護等級
IP66対応

現地の映像を記録に残す録画＆
スナップショット機能

視聴側からカメラ側に話しかける
ことができる双方向音声機能

最大4倍まで映像拡大できる
デジタルズーム機能

現地の音声を聞くことが
できる機能

侵入者の威嚇に効果的な
スピーカーアラーム機能

YouTubeライブ配信対応

営業的なご相談、仕様の確認等は下記までお問合せください。

【お見積り依頼フォームはこちら】

［受付時間］平日9：00～12：00/13：00～18：00
※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

サポート
専用のサポート窓口をご用意しております。
操作・カメラの不具合に関するお問い合わせに対し
電話またはメールにてしっかりサポートいたします。

〈テクニカルサポートダイヤル〉 〈お問合せフォーム〉

※弊社ではオンサイト（現地）サポートは行っておりません。

0570-007-654
0570-042-777 https://www.solidcamera.net/help/

Viewla 専用サポート窓口

SolLa 専用サポート窓口

光感度

同時接続ユーザー数

記録媒体

動作条件

カメラ本体サイズ

重　量

最大消費電力

※メール通知はなし

最大8ユーザー

microSD（SDXC 64GB対応）

最大４ユーザー

赤外線無効時：0.2Lux、赤外線有効時：0Lux（視界10m） カラー撮影 0.001lux(スターライト)/白黒撮影 0lux（赤外線LED使用）

microSDカード（4GB～128GB）
※64GB microSDカード（VSD-001064）内蔵

起動時：ー20～50℃、作動時：ー30～50℃ ー20～ 60℃

W136 × D231× H106(mm) H52×W58×D213ｍｍ（本体のみ）

368ｇ（本体、ブラケット） ＊アダプター重量含まず 905ｇ ＊バッテリー含む

［スリープ時（待機状態）］0.03W　
［稼働時 ］昼モード1.3W / 夜モード 3WLTE接続時：7W／有線接続時：5.5W

ソリッド株式会社　ソリッドカメラグループ
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F

［受付時間］平日9：00～12：00/13：00～18：00　
※土日祝、夏季休暇、年末年始を除く

06-6228-0577
SC2209


