
品番 YS-1700 YS-2200 YS-2200M YS-2200MC※ 1 YS-3200M※ 1 YS-3200MC※ 1

カメラ
登録カメラ数 4台 8台 16台

対応カメラ※ 2※ 3 Panasonic（i-pro/BB）/AXIS/SONY/Canon/JVC/エルモ /TOA

モニター
モニター出力 VGA（HD-Dsub15pin）×1 系統 or HDMI×1 系統 　※出力は択一式となります。

最大解像度 1920×1080

音声機能※ 4 〇 （〇）※ 5 〇 （〇）※ 5

録画

録画先※ 3 USB3.0に接続された推奨 HDD －

ファイルシステム Ext4 －

録画日数
カメラ 4 台 60日分
特定条件下で、

HDD2TB接続時

カメラ 8台 30日分
特定条件下で、

HDD2TB接続時
－

付属リモコン 個別 ID無線リモコン（キーボード付）

Web操作・設定ツール ○

分割線表示設定 ○（無、通常）

ライブ映像画面フィット ○

NTPクライアント ○

LANポート RJ-45 100/1000BASE-T×1系統（Gigabit LAN）

動作環境 温度 0～40℃　　湿度 10%～90%（結露なきこと）

電源 DC19V 65W以下（専用 ACアダプタAC100V 50/60Hz）通常時約 30W

設置 縦 /横置き可能（縦置き用スタンド付属）

寸法 W40×H165×D200mm（縦置き時、スタンド、ACアダプタ含まず）

重量 約 1,450g（ACアダプタ含まず）

保証 1年（センドバックによる修理対応）

※ 1：受注生産品です。　※ 2：YS-2200MC、3200MCの対応カメラは他と異なりますのでご注意ください。　※ 3：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。
※ 4：弊社指定機種に限ります。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。　※ 5：カメラのマルチキャスト配信をモニタリングする場合は、音声は出力できません。

（　　　  ） （　　　  ）

エルーアⅣシリーズ

ネットワークカメラ
モニタリングユニット

●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。

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町140-2
電話：（045）532-6810　FAX：（045）532-6817

株式会社エルーア・システム

●お客様ご相談窓口

●エルーア製品サイト http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html
0120-377-707   詳しくは

こちらまで
045-532-6823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。
これらの製品はRoHS（特定有害物質の使用制限）指令に適合しています。

2018.02

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。

幅広いニーズに応える エルーア新バージョン

■周辺機器

ちょいスティック™シリーズ
AS-2024・2028

特注品
AS-S1008A

※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。

PoE
受電

※AS-2024は
　最大4台

カメラ最大

台制御8
タッチパネル式
ディスプレイ

カメラ最大

台制御8
ネットワークカメラ簡易コントローラー

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。

※詳細についてはお電話、またはメールにて
　お問い合わせください。

放送局向けカメラコントローラー

ネットワークカメラコントローラーを
お客様のご要望に合わせた形で
カスタマイズ

USBテンキーボード
AS-2011KB

エルーア専用有線コントローラー

使い方や用途に合わせ、エルーアを
快適に操作いただけるテンキーボード。

※写真はAS-2028 ※写真は放送局様用特注品

VESAマウントブラケット
AS-2230MB

エルーアⅣ専用VESAマウントブラケット

エルーア本体をVESAマウントに取り付け
ることでスペースが確保でき、ディスプレ
イ周りもスッキリします。

■仕様

16台
登録モデル

4台
登録モデル

8台
登録モデル

NEW

YS-2200
YS-2200M
YS-2200MC

YS-1700 YS-3200M
YS-3200MC

2018年 2月



導入から設定・操作まで
わかりやすさ・使いやすさを追求。
●パソコン不要のかんたんシステム
●各メーカーのネットワークカメラを自動認識･自動設定
●設定から操作までリモコンひとつで完結

かんたん

コンパクト設計だから
設置場所にも困らない。
●設置場所を選ばないコンパクト設計
●縦置きでも横置きでも選べる設置方法
●省スペース性と静音性に優れたファンレス構造

コンパクト

モニタリングに欠かせない
高画質を遅延少なく実現。
●フル HDの高画質
●高速処理で複数画面の同時表示もスムーズ
●最大 16画面まで豊富な表示レイアウト

キレイ

「かんたん・キレイ・コンパクト」のエルーアⅣが、「ここが見たい」にピッタリおこたえ。
社会のネットワーク化と共に、ネットワークカメラのモニタリングソリューションも
「部分監視」「見守り」「業務効率化」「コミュニケーション向上」と使用用途が広がっています。
そして今、パソコン不要のコンパクトシステムで多彩なシーンにご好評いただいてきたエルーアが、さらに進化。
「もっと手軽に・さらに便利に」を実現したエルーアⅣが、さまざまなシーンで広がる多様なニーズにお応えします。

※1：設定・操作ツールとして使用することができます。カメラ映像を閲覧することはできません。
※2：外付けHDDはYS-1700･YS-2200で録画機能を使用する際に必要となります。

店内の様子をバックヤードや本部で
モニタリング。
不審者対策や盗難防止に。

小売店
スーパーマーケット・コンビニ　など

かんたん
運用 省スぺース

空席の有無や客席の状況を
モニタリング。
お客様の誘導やサーブをスムーズに。

飲食店
カフェ・レストラン　など

リモコン
操作

コンパクト性を活かし、天吊モニターなど
の近くに容易に設置。
不審者対策や盗難防止に。

商業施設
デパート・ショッピングセンター　など

省スぺース

宴会やイベントの進行状況などを
モニタリング。
トラブル防止や安全な施設運用に。

イベント会場
ホール・スタジアム・ホテル　など

高画質 少ない
遅延

リモコン
操作

園内・校内の様子をモニタリングしなが
ら録画。
施設内の安全確認や不審者対策に。

教育施設
保育所・学校　など

高画質かんたん
操作•運用 省スぺース

さらに広がる　エルーア活用シーン

待合室や検査室の様子を
ナースステーションでモニタリング。
院内の見守りに。

医療施設
病院・介護施設　など

リモコン
操作 省スぺース

製造ラインの映像を管理室や工場見学の
コース上のモニターに表示。施設内の安
全確認や工場見学に。

工場
製作所・事業場　など

高画質 少ない
遅延

行内の防犯システムにモニタリングとして
追加。
不審者対策などに。

金融機関
銀行・信用金庫　など

PCレス
運用 省スぺース

1

2
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… 市販のテレビLAN

HUB

USB

LAN LAN HDMI

ネットワークカメラ

PC※1 外付HDD※2

●集合住宅 
　アパート・マンション
●オフィス 
　事務所・役所

●放送局 ちょいスティック（コントローラー）と組み合わせ、
 定点カメラの映像表示に。
●会議場 議会状況のモニタリングや管理施設の状況確認に。
●料理教室 講師の手元を大型ディスプレイに映しながらの
 授業進行に。
●社寺 法要の進行状況中継や賽銭泥棒などの盗難防止に。
●牧場 家畜の搾乳状況や出産状況を自宅などから
 モニタリング。

●斎場 
　葬儀会館
●公共施設 
　図書館・公民館　など

こんなところにも！

※1：受注生産品です。　※2：別途外付けHDDが必要です。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。

6分割（B）
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単画面 4分割2分割（ヨコ）
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8台16台

表示
レイアウト

システム例

機能比較

※YS-2200の場合

個別 IDリモコン
表

裏

品　番 YS-1700 YS-2200 YS-2200M YS-2200MC※ 1 YS-3200M※ 1 YS-3200MC※ 1

登録カメラ数 4台 8台 16台
録画機能※ 2 〇 ×
マルチキャスト × 〇 × 〇

NEW


