
シリーズ エルーアⅢ エルーアⅡ

品番※ 1 YS-3000M
YS-3000MC

YS-2500M
YS-2500MC

YS-2000
YS-2000M
YS-2000MC

YS-1500

カメラ

登録カメラ数 16 12 8 4

対応カメラ※ 2 Panasonic（i-pro/BB） ／ AXIS ／ SONY ／ Canon ／ JVC  ／ エルモ

インターネットカメラ登録 固定 IP取得カメラ

マルチキャスト接続 ○※ 3 △※ 4 ー

表示 モニター出力 HDMI または ディスプレイポート HDMI　または　VGA

表示

ネットワーク RJ-45 1000BASE-T ×1系統 （Gigabit LAN）

外部制御 LAN経由で設定の変更が可能 ー

解像度 最大 1920×1080（30fps）

設定 カメラ簡単設定（自動検出） 工場出荷時設定のみ検出

音声 ライブ音声出力 ○※ 5 ー

概要

動作温度 0℃～ 40℃

設置 横置きのみ　（縦置き用スタンド付属せず） 縦／横置き可能　（縦置き用スタンド付属）

寸法 W240×H28×D174mm （突起物含まず） W26×H190×D150mm （突起物含まず）

重量 １,800g （ACアダプタ含まず） １,550g （ACアダプタ含まず）

保証 保証期間 1年

※ 1　YS-3000M・3000MC・2500M・2500MC・2000M・2000MCはモニタリング専用機です。（録画機能はありません。）
※ 2　一部の機種を除きます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。
※ 3　YS-2500MC／ YS-3000MCのみ対応です。（Panasonic／ SONY社製の弊社指定機種に限ります。）
※ 4　YS-2000MCのみ対応です。（Panasonic／ SONY社製の弊社指定機種に限ります。）　
※ 5　Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。YS-3000MC・2500MC・2000MCは音声機能はありません。

モニタリングは進化する。

ネットワークカメラ モニタリングユニット

エルーアⅢ：YS-3000M・3000MC・25000M・2500MC
エルーアⅡ：YS-2000・2000M・2000MC・1500

エルーア シリーズ

多様化するネットワークカメラのニーズに

16分割モデル登場

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。 ●対応カメラの会社名は各社の商標または登録商標です。
●エルーアおよび aileunは、株式会社エルーア・システムの登録商標です。

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地
電話：（045）932-4050　FAX：（045）932-4054

株式会社エルーア・システム

●お客様ご相談窓口
●エルーア特設サイト http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html

0120 - 377-707   詳しくは
こちらまで

045 - 933 - 4566携帯・ＩＰ電話

！ 安全に関するご注意
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
この製品はRoHS（特定有害物質の使用制限）指令に適合しています。

■仕様

■周辺機器

ちょいスティック™シリーズ
YS-1020 / YS-1024 / YS-1028

ネットワークカメラ専用のジョイスティック。
PTZネットワークカメラをこれ1台でかんたん操作。

エルーア付属リモコンの赤外線が届きにくい
シーンに活用することで、より快適に操作できます。

YS-2011KB YS-1030MB

※写真はYS-1024※カメラには対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

●YS-1020 / カメラ1台登録
●YS-1024 / カメラ4台登録
●YS-1028 / カメラ8台登録PoE対応

ネットワークカメラ簡易コントローラー

USBテンキーボード 
エルーア専用有線コントローラー

VESAマウントブラケット

エルーアⅡ本体をVESAマウントに
取り付けることができます。

エルーアⅡ専用VESAマウントブラケット

2015.05

エルーアⅢ専用
近日発売予定

当社は、製造及び設計・開発
部門において ISO9001 を取得
し、顧客ニーズをダイレクト
に製品とサービスに反映し、
お客様に還元します。

NEW



エルーアⅢ エルーアⅡ

外　観

品　番 YS-3000M YS-3000MC YS-2500M YS-2500MC YS-2000 YS-2000M YS-2000MC YS-1500

登録カメラ数※ 1 16 12 8 4

録画機能 ー ー ー ー ○ ー ー ○

音声機能※ 3 ○ ー ○ ー ○ ○ ー ー

マルチキャスト※ 5 ー ○ ー ○ ー ー ○ ー

表示レイアウト /
シーケンス表示

単画表示×16シーケンス
2分割表示× 8シーケンス
4分割表示× 4シーケンス
6分割表示（A）× 3シーケンス
6分割表示（B）× 3シーケンス
8分割表示×2シーケンス
9分割表示×2シーケンス
12分割表示×2シーケンス
16分割表示

単画表示×12シーケンス
2分割表示× 6シーケンス
4分割表示× 3シーケンス
6分割表示 (A)×2シーケンス
6分割表示（B）×2シーケンス
8分割表示×2シーケンス
9分割表示×2シーケンス
12分割表示

単画表示× 8シーケンス
2分割表示× 4シーケンス
4分割表示×2シーケンス
6分割表示 (A)
6分割表示（B）
8分割表示
9分割表示（8画面）

単画表示× 4シーケンス
2分割表示×2シーケンス
4分割表示

広がるネットワークカメラのニーズに、進化したエルーアがお応えします。広がるネットワークカメラのニーズに、進化したエルーアがお応えします。
必要なことだけに絞った機能と圧倒的な低価格で、ネットワークカメラモニタリングの常識を変えてきたエルーアに、大規模施設やプロフェッショナルニーズにお応えする、新シリーズが登場。
シンプルな操作性や低価格はそのままに、最大16台のカメラ登録や分割レイアウト、PCアプリによる設定操作など、多様なシーンで活躍する機能をコンパクトボディに搭載しました。
今再びエルーアが、ネットワークカメラモニタリングの世界を広げていきます。

エルーアⅢシリーズ
YS-3000M・3000MC・2500M・2500MC 大規模施設のモニタリングも手軽に。 高機能と使いやすさを追求した新シリーズ

エルーアⅡシリーズ
YS-2000・2000M・2000MC・1500

モニタリングユニットとしての
地位を築いたベーシックモデル

●最大16台まで登録可能
●各メーカーのカメラに対応※1

●インターネット上のカメラ登録※2

●カメラのマイク音声をライブ出力※3

●パソコン不要のかんたんシステム
●カメラを自動認識・自動設定※4

●設定から操作までリモコンひとつで完了
●LAN経由での設定変更も可能

●一括制御機能で最大16台まで表示
●16台同時表示においても、「クラス最高描画」を実現
　（解像度：1920×1080 Total160fps相当）

YS-2500は最大12台まで

POEハブ

HDMI

モニタ
ネットワークカメラ

各メーカーのカメラを
最大16台まで登録

コンパクトボディに
抜群のユーザビリティ 高画質映像を多彩な表示レイアウトで

1 2 3 14 15 164 …

9分割

6分割（B）

12分割

6分割（A）

16分割

8分割

単画面2分割4分割

※1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。　※2固定 IP取得カメラに限ります。　※3 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。詳細は弊社ホームページをご参照ください。　※4 工場出荷時設定のみ検出　※5 Panasonic／ SONY社製の弊社指定機種に限ります。　○モニター画面ははめ込み画像です。

●各メーカーのカメラを最大8台まで登録※1

●A5サイズのコンパクトボディ
●単画面～ 8画面まで、多彩な表示レイアウト

最大8台のカメラを登録・分割表示 YS-1500は最大4台まで

●市販の外付けHDDでかんたん録画※1

●見たいところだけの録画映像の切り出し可能

外付HDD対応で、コストを抑えて
簡易録画システムも構築 YS-2000M・2000MCはモニタリング専用

■機能比較

2013年の発売以来、
多彩なシーンで活躍

表示レイアウト

低コスト
かんたん
導入

パソコン
不要 かんたん

操作




