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モジュール式カメラマウントおよびアクセサリは、さまざ
まな形態の Bosch カメラと共に使用できるマウント、マウ
ントアダプター、吊り下げ型インターフェースプレート、
および監視キャビネットのファミリーです。これらのアク
セサリを使用することで、設置が容易になるとともに様々
な場所へ設置する場合でも同じルック＆フィールを維持し
ながらシンプルに設置することができます。
システムの概要
モジュール式設計：多様なカメラで使用可能
柔軟なモジュール式設計により、屋内と屋外の両方で
Bosch のカメラを設置できます。設置するカメラに適した
インターフェースプレートを選択することで、共通マウン
トを使用することができます。これにより、さまざまなカ
メラの設置がシンプルになり、形状と色を統一してお使い
いただけます（RAL9003）。
これらのアクセサリは次のカメラに対応しています。
•
•
•
•
•
•
•
•

FLEXIDOME IP 4000i
FLEXIDOME IP 5000i
FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD
FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
AUTODOME IP 4000i
AUTODOME IP 5000i

u

素早く簡単に設置できるモジュール式設計

u

パーツは選択が容易で現場での設置が簡単

u

外観を損なわない全天候対応塗装

あらゆる環境に対応できる品質と堅牢性
これらのマウントとアクセサリの機械的設計は、使いやす
さと信頼性および堅牢性の両立を意図しています。機械的
負荷、衝撃、振動のテストを含む Bosch の基準に従い、す
べての組み合わせが最高の環境性能を実現することをテス
ト済みです。これらのマウントとアクセサリはバンダル対
応の機械的設計に加え、高品質のコーティングによって腐
食から保護され、外装の状態が長期にわたり維持されます。
使いやすさ：簡単で柔軟な設置
使いやすさはこれらのアクセサリの基本原則です。まず、
Bosch 製品選択ツールによる簡単な選択プロセスにより、
使用するカメラに適したアクセサリの組み合わせを選択す
ることができます。
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この吊り下げ型ウォールマウントは、適切なアダプターの
使用により、壁面、ポール、コーナーへの直接設置を含む
複数の設置シナリオに対応します。内蔵の旋回機能によ
り、設置されたカメラは常に水平に保たれます。このマウ
ントにより、ケーブルの取り扱いが簡単になります。追加
の天井取り付けボックスと組み合わせてコンジットを接続
することもできます。
監視カメラ用キャビネットを使用することで、追加のハー
ドウェアを安全に設置するための電源や追加スペースを設
けることができます。
カメラ固有のインターフェースプレートを使用してカメラ
をマウントに取り付けます。
吊り下げ型胸壁マウント
胸壁マウントは、胸壁、バルコニーの壁の端、橋の側面に
カメラを設置するために使用できます。これらのマウント
は壁面の内側または外側への設置に適しており、回転させ
ることでカメラの位置決めや運用が容易になります。平面
への設置にはオプションのフラット屋上マウントアダプタ
ー（LTC9230/01）を使用できます。
吊り下げ型パイプマウント
監視キャビネット、ウォールマウントプレート、天井取り
付けボックスを使用すると、より柔軟な設置が可能になり
ます。さらに、ポールマウントやコーナーマウントも使用
できます。監視キャビネット、壁面マウントプレート、天
井取り付けボックスを使用すると、より柔軟な設置が可能
になります。カメラ固有のインターフェースを使用する
と、これらのマウントオプションを多様なカメラで使用で
きます。
吊り下げ型インターフェースプレート
対応するカメラには独自の吊り下げ型インターフェースプ
レートがあります。これらのアダプターは特にモジュール
式アクセサリと共に使用するために設計されています。こ
れは、NDA-U-WMT ウォールマウント、NDA-U-PMT パイプ
マウント、または NDA-U-RMT 胸壁マウントに選択したカ
メラを設置するための安全で堅牢なソリューションです。
吊り下げ型ウォールマウント

この吊り下げ型パイプマウントにより、カメラを天井から
吊り下げて設置できます。高い天井の場合、延長パイプを
使用して長さを延長できます。このマウントはケーブルの
取り扱いが簡単で、追加の天井取り付けボックスと組み合
わせてコンジットを接続することができます。
監視カメラ用キャビネットを使用することで、追加のハー
ドウェアを安全に設置するための電源や追加スペースを設
けることができます。
カメラ固有のインターフェースプレートを使用してカメラ
をマウントに取り付けます。
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ポールマウントアダプター

または AC 230 V 変圧器と共に使用できます。各監視キャ
ビネットからは、サージ保護付きの 100 W 出力が得られま
す。監視キャビネットを使用することで、直接壁面へ設置
するのが容易になります。ウォールマウントと組み合わせ
た場合は、IP66 および IK10 等級に適合します。互換性の
詳細については、Bosch 製品選択ツールを参照してくださ
い。
光ファイバーキット
VG4-SFPSCKT 光ファイバーキットは監視キャビネットで
使用される独自のメディアコンバーターモジュールです。
このメディアコンバーターは、さまざまな 10/100 Mbps ス
モールフォームファクタープラガブル（SFP）モジュールに
対応し、LC コネクターまたは SC コネクターを搭載したマ
ルチモードやシングルモードの光ファイバーで使用できる
ように設計されています。メディアコンバーターモジュー
ルと SFP モジュールを監視キャビネットに直接取り付ける
ことにより、光ファイバー統合ソリューションが実現しま
す。光ファイバーキットにより、カメラがコマンドを受信
したり、映像やデータを送信するエリアを広げることがで
きます。
技術仕様

このアダプターを使用すると、カメラをポールまたはマス
トに設置できます。アダプターをポールに取り付けた後
は、ウォールマウントと監視キャビネットを追加して全天
候対応の設置が可能になります。
コーナーマウントアダプター

機械的仕様
標準カラー

ホワイト（RAL9003）

取り付け

壁、ポール、コーナー、胸壁（屋上）へ
の取り付け

オーダー情報
NDA-U-CMT コーナーマウントアダプター

ユニバーサルコーナーマウント、ホワイト
オーダー番号 NDA-U-CMT
NDA-U-PA0 監視キャビネット 24VAC

監視キャビネット、AC 24 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 NDA-U-PA0
NDA-U-PA1 監視キャビネット 120VAC

監視キャビネット、AC 120 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 NDA-U-PA1
NDA-U-PA2 監視キャビネット 230VAC

監視キャビネット、AC 230 V 入力、AC 24 V 出力、IP66
オーダー番号 NDA-U-PA2
NDA-U-PMAL ポールマウントアダプター大

ユニバーサルポールマウント用アダプター、ホワイト、大
オーダー番号 NDA-U-PMAL

コーナーマウントアダプターを使用すると、カメラを建物
のコーナーに簡単に設置できます。アダプターを取り付け
た後は、ウォールマウントと監視キャビネットを追加して
全天候対応の設置が可能になります。
監視カメラ用キャビネット
Bosch の監視キャビネットは、屋外セキュリティ用途で使
用されるカメラに関する電力・電気安全要件を満たすよう
に設計されています。この監視キャビネットは、PoE のな
い状況に対応した電源を提供します。変圧器なし（AC 24 V
直接電源入力の場合）で使用するか、主電源用の AC 120 V

NDA-U-PMAS ポールマウントアダプター小

ポールマウント用アダプター（小）
ユニバーサルポールマウント用アダプター、ホワイト、小。
オーダー番号 NDA-U-PMAS
NDA-U-PMT 吊り下げ型パイプマウント、12 インチ (31cm)

ドームカメラ用ユニバーサルパイプマウント、31 cm、ホワ
イト
オーダー番号 NDA-U-PMT
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NDA-U-PMTE 吊り下げ型パイプ拡張、50cm (20 インチ)

アクセサリ

ユニバーサルパイプマウント用延長、50 cm、ホワイト

NDA-4020-PLEN PTZ ドーム用のプレナムボックス

オーダー番号 NDA-U-PMTE
NDA-U-PSMB 吊り下げ型壁面／天井マウント SMB

ウォールマウントまたはパイプマウント用天井取り付けボ
ックス (SMB)

AUTODOME IP 4000i および AUTODOME IP 5000i カメ
ラ用のプレナムスペース用天井埋め込み型ハウジング 指
定の地域でのみ使用可能。
オーダー番号 NDA-4020-PLEN

オーダー番号 NDA-U-PSMB

VGA-IC-SP 吊り天井サポートキット、7 インチ

NDA-U-RMT 吊り下げ型パラペットマウント

ドームカメラ用吊り天井サポートキット
Ø177 mm 最大対応重量 11.3 kg

ドームカメラ用ユニバーサル屋上マウント、ホワイト
オーダー番号 NDA-U-RMT
NDA-U-WMP 壁面取り付け用プレート

ユニバーサルウォールマウント用、コーナーマウント用、
およびポールマウント用バックプレート、ホワイト、IP66
オーダー番号 NDA-U-WMP
NDA-U-WMT 吊り下げ型壁面マウント

ドームカメラ用ユニバーサルウォールマウント、ホワイト
オーダー番号 NDA-U-WMT
NDA-3050-PIP panoramic 5000 吊り下げ用プレート

FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート。屋外および屋内用
オーダー番号 NDA-3050-PIP
NDA-4020-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
AUTODOME 4000

アパーチャー

オーダー番号 VGA-IC-SP
LTC 9230/01 屋上マウントアダプター

フラット屋上マウントアダプターを使用して、ユニットを
平面に直立して設置。
オーダー番号 LTC 9230/01
SFP-2 ファイバーモジュール、マルチモード、1310nm、2LC

SFP 光ファイバーモジュール、2 km、LC コネクター x 2
マルチモード
1310 mm
オーダー番号 SFP-2
SFP-3 ファイバーモジュール、シングルモード、1310nm、2LC

SFP 光ファイバーモジュール、20 km、LC コネクター x 2
シングルモード
1310 nm

AUTODOME IP 4000i 用の吊り下げ型インターフェースプ
レート。

オーダー番号 SFP-3

オーダー番号 NDA-4020-PIP

SFP 光ファイバーモジュール、2 km、SC コネクター x 1
マルチモード
1310/1550 nm

NDA-5030-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
NDE-4/5000

屋外用 FLEXIDOME 4000i / 5000i 用の吊り下げ型インタ
ーフェースプレート。
オーダー番号 NDA-5030-PIP
NDA-5031-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
NDI-4/5000

屋内用 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i 用の吊り下げ型イン
ターフェースプレート。
オーダー番号 NDA-5031-PIP
NDA-7010-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート
FLEXIDOME 7000

FLEXIDOME IP panoramic 7000 用の吊り下げ型インター
フェースプレート
オーダー番号 NDA-7010-PIP
NDA-8000-PIP 吊り下げ型インターフェースプレート、室内

FLEXIDOME IP 8000i 用の吊り下げ型インターフェースプ
レート、屋内用
オーダー番号 NDA-8000-PIP
NDA-8000-PIPW 吊り下げ型インターフェースプレート、屋外

FLEXIDOME IP 8000i 用のウェザープロテクター付き吊り
下げ型インターフェースプレート、屋外用
オーダー番号 NDA-8000-PIPW

SFP-25 ファイバーモジュール、1310／1550nm、1SC

オーダー番号 SFP-25
SFP-26 ファイバーモジュール、1550／1310nm、1SC

SFP 光ファイバーモジュール、2 km、SC コネクター x 1
マルチモード
1550/1310 nm
オーダー番号 SFP-26
NDA-4020-PLEN PTZ ドーム用のプレナムボックス

AUTODOME IP 4000i および AUTODOME IP 5000i カメ
ラ用のプレナムスペース用天井埋め込み型ハウジング 指
定の地域でのみ使用可能。
オーダー番号 NDA-4020-PLEN
VGA-IC-SP 吊り天井サポートキット、7 インチ

ドームカメラ用吊り天井サポートキット
Ø177 mm 最大対応重量 11.3 kg
オーダー番号 VGA-IC-SP

アパーチャー
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