
TS4200

【特長】
・4G通信を利用した静止画/動画送信が可能　※1

・ IP66の防水設計
・GPS機能付
・4つまで登録できるスケジュール機能
・静止画最大画素数2,000万画素
・パスワード機能付

4G通信対応・GPS機能付 IP66防水設計モデル

TS4200は4G通信機能を有した不法投棄監視カメラです。
IP66の防水設計により、屋外での使用に最適です。
撮影された静止画または動画を自動的にメールで送信します。
3キャリア対応（docomo、KDDI、SoftBank）。メールアドレスを入
力するだけのかんたん通信設定。4つまで登録できるスケジュー
ル機能搭載。SMS機能により、遠隔で撮影することも可能です。

内蔵モニターで確認

乾電池交換も便利なオプションで簡単に

3キャリア対応
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　ターゲットスカウト新製品   TS4200   (2020年2月発売)

※2　カメラ本体のみ。バッテリー含まず。

トリガースピード
画素数
センサー反応距離
夜間撮影（赤外線）
照射距離(m)
サイズ（幅×高×奥/cm）
重さ（g）　※2
バッテリー(乾電池×本数)
外部メモリー(SD/SDHCカード 最大)
動画撮影(秒)
モニター(インチ)
動作温度
表示言語
遠隔設定機能
画像送信方式 / 画像サイズ
周波数帯

対応キャリア
特長

0.6秒
2000万/1600万 / 1200万 / 800万/500万/300万画素
30m
ノーグロー(不可視光)
20m
約9×14×5cm
474g
単3電池×12本
~32GB
5～60秒　録音機能あり
2.0インチHD
－20 ~ 60℃
日本語
あり(SMS)
メール / 圧縮あり/なし選択可能
FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20;
TDD-LTE:B38/B40/B41;
docomo、KDDI、SoftBank
4G通信機能/GPS機能付き、 IP66防水設計

自動撮影カメラ(TREL 4G-R)　仕様

2.0ｲﾝﾁ2000
20M 不可視光

ノーグロー
日本語
メニュー

人物撮影

音声付
HD

タイムラプス

通信設定が簡単

TS4200は、保護等級 IP66の自動撮影カメラです。
耐塵耐水型のため屋外でお使いいただけます。

防水規格 IP66 で屋外使用に最適

TS4200は、通信機能設定ソフトの「メール設定」や、
SIMカードの「APN設定」も項目を選択するだけの簡単設定。 TS4200は、乾電池で動作するため、外部電源が取れない

山林などでも簡単に設置することが可能です。

TS4200は、3キャリア(docomo、KDDI、SoftBank) 
の格安SIMに対応しているので、設置する場所
に合わせて最も電波の強いキャリアを使うこと
ができます。

本体のモニターはカメラのレンズ側に付いているので、
撮影範囲の確認や撮影データの確認も
その場で簡単に行えます。

GPS 機能

GPS機能をONにした場合、送信されるメールに
緯度と経度が記載されるようになります。

SMSの遠隔操作機能で、緯度経度情報を取得し
現在位置を確認することもできます。

※1　通信機能を使用する場合は、別途SIMカードのご契約が必要です

【オプション】
バッテリーカートリッジ(スペア)
を使えば、現地での電池交換も
素早く行えます。　

レンズ

内蔵モニターで撮影範囲の確認



【特長】
・4G通信を利用した静止画/動画送信
・SMS機能による遠隔操作が可能
・3キャリア対応（docomo、KDDI、SoftBank）
・IP66の防水設計
・パスワード機能付
・最大画素数3,600万画素
・スケジュール機能
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ターゲットスカウト新製品　TS4100　(2020年2月発売)

4G通信対応 IP66防水設計モデル

TS4100

TS4100は4G通信機能を有した不法投棄監視カメラです。
撮影された静止画または動画を自動的にメールで送信します。
IP66の防水設計により、屋外での使用に最適です。
スケジュール機能搭載。SMS機能により、遠隔で撮影することも
可能です。3キャリア対応（docomo、KDDI、SoftBank）。

TS4100 はスケジュール機能を搭載しており、
指定した時間帯のみカメラを動作させることができます。

※この場合は「9時～18時は稼動させず、18時~翌朝9時まで稼動させる」という設定です。

0時 24時9時 18時

ON ON

OFF

設定例

トリガースピード
画素数
センサー反応距離
夜間撮影（赤外線）
照射距離(m)
サイズ（幅×高×奥）
重さ（g）　※2
バッテリー(乾電池×本数)
外部メモリー(SD/SDHCカード 最大)
動画撮影(秒)
モニター(インチ)
動作温度
表示言語
遠隔設定機能
画像送信方式 / 画像サイズ
周波数帯

対応キャリア
特長

<1.0秒
3600 万 / 2500万 / 1400万画素
30m
ノーグロー(不可視光)
30m
約15×10×8cm
300g
単3電池×8本
32GB
5～180秒　録音機能あり
2.3インチLCD
－20 ~ 60℃
日本語
あり(SMS)
メール/圧縮あり/なし選択可能
FDD-LTE：B1/B3/B5/B7/B8/B20;
TDD-LTE:B38/B40/B41;
docomo、KDDI、SoftBank
4G通信機能、IP66防水設計、
静止画最大3600万画素

自動撮影カメラ(TREL 4G-H)　仕様

※2　カメラ本体のみ。バッテリー含まず。
※1　通信機能を使用する場合は、別途SIMカードのご契約が必要です

スケジュール機能

4G通信での画像送信 ＆ SMS による遠隔操作※

4G 通信を利用した静止画・動画（約 10MBまで）のメール
送信が可能です。また、SMS機能より遠隔で操作することで、
任意のタイミングでの撮影や設定の変更が出来ます。

PC 不要、カメラ本体だけで設定可能

防水規格 IP66 で屋外使用に最適

TS4100は、保護等級IP66の自動撮影カメラです。
耐塵耐水型のため屋外でお使いいただけます。

また、乾電池で動作するため、
外部電源が取れない山林などにも
設置可能です。場所の変更や、
保守・点検も簡単に行えます。

3 キャリア対応

通信に必要な設定はカメラ本体からでも行うことができます。
メールアドレスなどを入力する項目を選択すると、画面にキーボード
が表示されますので、カメラ本体から入力頂けます。

※ご使用の際はカメラ本体を無断で操作
　できないようにするパスワード設定を
　ご利用ください。

※SMS送信の電話番号の入力と、ゲーム
　コールに使用する音の設定は、カメラ
　本体から行うことができません。

※1

※遠隔操作には SMS機能
　付きの SIMが必要です

TS4100は、3キャリア(docomo、KDDI、SoftBank)
 の格安SIMに対応しているので、設置する場所
に合わせて最も電波の強いキャリアを使うこと
ができます。

離れた場所から撮影や
設定変更を行えます。
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TS500sは、「TS500」の後継機種となり、
トリガースピードが 0.7秒に改善されました。
1台当たりの導入コストが低いため、複数台を設置し
広範囲で監視する目的に適しています。
静止画・動画モードを選択できるため、投棄の瞬間を
記録する事も可能です。

日本語/英語　言語表示切替え可能
TSシリーズの中で一番安価なモデルです

0.7秒
1800/1200/500万画素
～30m
ノーグロー(不可視光)
～30m
約10×15.5×7.3
約300g
単3形x8本
～32GB
5～180秒
2.0ｲﾝﾁ　カラー液晶
-20～60℃
日本語/英語　
音声付きHD動画を撮影できる

トリガースピード（秒）
画素数
センサー反応距離(m)
夜間撮影（赤外線）
照射距離（m）
サイズ（幅x高x奥/cm）
重さ（g）※1
バッテリー（乾電池x本数）
外部メモリー（SDカード  最大容量）
動画撮影（秒）
モニター（インチ）
動作温度
表示言語
特長

自動撮影カメラ(TREL18J-D)　仕様

※1) カメラ本体のみ。バッテリー含まず。

TS500s

TS500sは1800万画素で撮影。
不法投棄行為者特定する際に画像を拡大したいときなどに、
はっきり確認することができます。 
設定画面で1800万/1200万/500万画素を選択できるので、
データ容量を抑えて撮影することが可能です。

昼間はカラーで、夜間は白黒の動画撮影が可能です。
例えば車両を降りてゴミを投棄する瞬間を動画におさめる
ことが可能です。動画はAVI形式で保存されます。
WindowsMediaPlayerなど一般的なソフトで再生できます。 

【特長】

ノーグローフラッシュ搭載

音声付きHD動画撮影

夜間動画

 

TREL 18J-D の設定メニュー画面

日本語 /英語　言語切り替え対応　

2.0ｲﾝﾁ1800
18M 不可視光

ノーグロー
日本語
メニュー

人物撮影

音声付
HD

タイムラプス

静止画　高画質 1800 万画素

上書き機能を設定した場合、長時間稼働
させる場合もSDカード容量を気にせず
使用することができます。
※上書きOFFにもできます。

SD カード上書き機能にも対応！※

本体の設定メニュー画面では
言語選択が可能です。(日本語/英語)

2020年3月発売　TS500s　ターゲットスカウト新製品1　

TS500sは、2.0インチのモニターを内蔵して
いますので、撮影された画像/動画の確認や
設定がその場ですぐにできます。

TS500s は夜間も光ることなく撮影が可能な
ノーグロー（不可視光）モデルです。

・夜間も目に見えずに撮影(ノーグロー)
・音声付きHD動画撮影
・日本語/英語　言語切り替え対応
・大型内蔵モニター
・高画質1800万画素
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