
※価格は全て税込

SP2 CL2
トロフィーカムXLT

 30MPノーグロウDC
トロフィーカム

24MPノーグロウSC
HS2X HF2X 30J-C 18J-D 20J

商品コード hy0007 hy0017 ha0036 ha0038 gi0018 gi0017 gi0029 gi0025 gi0023

カメラ本体画像

特徴

フルHD音声付（動画）
 リカバリータイム2秒

防塵防水規格 IP65を取得
選べる豊富なオプション

安定した機能を備えた定番モデル

白色LED搭載で夜間でもカラー撮影
夜行性動物の個体識別を可能にした新機種

フルHD音声付（動画）
 リカバリータイム2秒

防塵防水規格 IP65を取得

3000万画素の静止画
トリガースピード0.2秒

センサー有効範囲 24m
昼夜くっきりデュアルイメージコア搭載 ※6

トロフィーカムシリーズの新定番

2400万画素の静止画
トリガースピード0.3秒

センサー有効範囲 24m
トロフィーカムシリーズの
高スペック&廉価モデル

トリガースピード0.25秒
塵防水規格 IP65を取得

メーカー5年保証付き
スケジュール機能付き

SDカードは最大512GBに対応

トリガースピード0.25秒
塵防水規格 IP65を取得
センサー有効範囲 30m
メーカー5年保証付き

SDカードは最大512GBに対応

2つのフラッシュで
夜間カラー撮影が可能
静止画（ストロボ撮影）

静止画/動画（白色LED）
最大3600万画素の高画素モデル

野生動物の監視用センサーカメラの
スタンダードモデル

最大1800万画素の静止画撮影
音声付きFHD動画の撮影が

可能な日本語モデル

2500万画素の静止画、
音声付きFHD動画撮影が

可能な日本語モデル

カメラ本体価格 34,980円（税込） 34,980円（税込） 49,390円（税込） 32,670円（税込） 81,840円（税込） 66,440円（税込） 28,160円（税込） 19,250円（税込） 33,770円（税込）

寸法(mm) 横×縦×奥行 約120×150×72 約120×150×72
148×103×75

（突起箇所含む）
148×103×75

（突起箇所含む）
約140×114×64 約140×114×64 約80×140×50 約100×155×73 約80×140×50

重量（電池を除く） 約400g 約400g 約300g 約300g - - 約250g 約300g 約250g

モニター/撮影データ確認種
類

内蔵モニター/
静止画、動画

内蔵モニター/
静止画、動画

カラーLCD内蔵/静止画、動画 白黒テキストLCD内蔵 白黒テキストLCD内蔵 白黒テキストLCD内蔵
内蔵モニター/
静止画、動画

内蔵モニター/
静止画、動画

内蔵モニター/
静止画、動画

メニュー画面言語 日本語、英語切替可能 日本語、英語切替可能 英語 英語 英語 英語 日本語 日本語、英語切替可能 日本語

照射ライトの種類 赤外線ノーグローライト 白色LEDフラッシュ 赤外線ノーグローライト 赤外線ノーグローライト 赤外線ノーグローライト 赤外線ノーグローライト
ストロボ（静止画）

白色LEDフラッシュ(静止画/動画）
赤外線ノーグローライト 赤外線ノーグローライト

最長照射距離 20m 20m 約24m 約24m
最大45m（環境により変動）

30 秒以上の夜間動画では、フラッシュの
出力が50％減少します。

最大45m（環境により変動） 30m 30m 27m

F.O.V（画角） 52° 52° 38° 38° - - 57° 55° 57°

センサー有効範囲 最長25m/最大50° 最長25m/最大50° 最長24m 最長24m 最大30m（環境により変動） 最大30m（環境により変動） 最長30m 最長30m 最長25m

センサーインターバル 0秒～60分 0秒～60分 0.6秒～60分間 1秒～60分間 - - 0秒～60分
0秒～60分 ※7

(0～55秒は5秒毎、1～4分は1分毎、
5～60分は5分毎に設定可能)

1秒～60分

センサー感度 低/中/高/オフ 低/中/高/オフ
低 / 中 / 高感度

/ オート(4段階調整)
低 / 中 / 高感度

/ オート(4段階調整)
6段階調整/オフ 6段階調整/オフ 低 / 中 / 高/ オフ 低 / 中 / 高/ オフ 低 / 中 / 高/ オフ

トリガースピード 0.65秒 0.65秒 0.2秒 0.3秒 0.25秒 0.25秒 1.2秒 0.7秒 1.2秒

リカバリータイム 2秒 2秒 0.6秒 1.0秒 - - - - -

スケジュール機能
あり

 (2つの時間帯設定)
あり

 (2つの時間帯設定)
あり

(フィールドスキャン機能 ※8)
あり

(フィールドスキャン機能 ※8)
あり

（日の撮影時間帯を曜日ごとに設定可能）

あり
（タイムラプス撮影の際に1日の撮影時

間帯を設定可能）

あり
 (1つの時間帯設定)

なし
あり

 (1つの時間帯設定)

タイムラプス撮影 30秒～8時間 30秒～8時間
1分～60分

(フィールドスキャン機能 ※8)
1分～60分

(フィールドスキャン機能 ※8)
5秒～60分 1分～60分 5分～8時間 ※1 5分～8時間 5分～8時間 ※1

静止画
昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間・夜間
（カラー）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間・夜間
（カラー）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

静止画画素数
12MP/10MP/8MP

/5MP/3MP
12MP/10MP/8MP

/5MP/3MP
30MP/8MP/3MP 24MP/8MP/3MP

Picture 2048ｘ1152ワイド、
標準2048ｘ1440

Picture 2048ｘ1152ワイド、
標準2048ｘ1440

36MP/25MP/14MP 18Mp/12Mp/5Mp 25MP/14MP/8MP

画像付加情報
日時/気温/

バッテリー残量
日時/気温/

バッテリー残量

日時/気温/
月の満ち欠け

※動画は日時のみ

日時/気温/
月の満ち欠け

※動画は日時のみ
日時/気温/ユーザーラベル など 日時/気温/ユーザーラベル など 日時/気温/月の満ち欠け 日時/気温/月の満ち欠け 日時/気温/月の満ち欠け

連写可能枚数
静止画モード時: 1～10枚（約0.5秒間隔） /

 静止画&動画モード時: 1枚
静止画モード時: 1～10枚（約0.5秒間隔） /

 静止画&動画モード時: 1枚
1～5枚 1～5枚

1～10枚/1回のセンサー反応
最短で1秒に2枚

1～10枚/1回のセンサー反応
最短で1秒に2枚

1～3枚 ※2 1～3枚 1～3枚

動画
昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間・夜間
（カラー）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間・夜間
（カラー）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

昼間（カラー）
夜間（白黒）

動画記録時間

動画モード時:
最大2分間

静止画+動画モード時：
最大30秒間

動画モード時:
最大2分間

静止画+動画モード時：
最大30秒間

5～60秒/ダイナミック ※3 5～60秒/ダイナミック ※3

～90秒
5～10秒：20フレーム/秒（FPS）、

15秒： 12FPS、30秒：6FPS、
60秒：4FPS、90秒：2FPS

～10秒
20フレーム/秒（FPS)

5～180秒
動画モード/静止画(1枚)+動画モード時

5～180秒
動画モード時/静止画(1枚)+動画モード時

5～180秒

動画サイズ
フルHD1920×1080 /

HD 1280×720 /
WVGA 800×480 / QVGA 320×240

フルHD1920×1080 /
HD 1280×720 /

WVGA 800×480 / QVGA 320×240

フルHD1920×1080 （60FPS/30FPS）
HD 1280×720

フルHD1920×1080
HD 1280×720
VGA 640×360

1024ｘ720標準、
1024ｘ576ワイド

1024ｘ720標準、
1024ｘ576ワイド

フルHD 1920×1080
HD1280×720

 VGA　640×480

フルHD 1920×1080
HD1280×720

 VGA　640×480

フルHD 1920×1080
HD 1280×720

静止画 / 動画　記録形式
JPEG/

H.264MPEG4,AVI,MOV
JPEG/MOV JPEG/MP4 JPEG/MP4 - - JPEG/AVI JPEG/AVI JPEG/MOV

記録媒体 / サイズ上限 SD/SDHC 32GB SD/SDHC 32GB SD/SDHC 32GB SD/SDHC 32GB SD、SDHC、SDXC　512GB SD、SDHC、SDXC　512GB SD/SDHC 32GB SD/SDHC 32GB SD/SDHC/SDXC 64GB

録音機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IP（防水・防塵）規格  IP65相当 ※4  IP65相当 ※4 - - IP65 IP65 - - -

バッテリー(乾電池本数) 単三12本 単三12本 単三 6本 単三 6本
単三形（AA)　　12本

(アルカリ電池は不可)
単三形（AA)　　12本

(アルカリ電池は不可)
単三8本 単三8本 単三8本

待機期間
[新品単三アルカリ電池12本使用の場合]

1分間タイムラプス　昼夜半々
⇒静止画モード時：約23000枚

[新品単三アルカリ電池12本使用の場合]
1分間タイムラプス　昼夜半々
⇒静止画モード時：約23000枚

約180～360日間 約180～360日間
40000静止画　または2年

（環境により変動）
40000静止画　または2年

（環境により変動）
- - -

オプション価格

【防水キャップ付き】
38,060円（税込）

【セキュリティパッケージ】
44,550円（税込）

【ACアダプターセット】
36,960円（税込）

【ダイレクトカメラブラケットセット】
44,660円（税込）

【防水キャップ付き】
38,060円（税込）

【セキュリティパッケージ】
44,550円（税込）

【ACアダプターセット】
36,960円（税込）

【ダイレクトカメラブラケットセット】
44,660円（税込）

【セキュリティパッケージ】
96,250円（税込）

【カメラ用雨天ルーフセット】
83,160円（税込）

【ダイレクトツリーマウントセット】
91,465円（税込）

【セキュリティパッケージ】
80,850円（税込）

【カメラ用雨天ルーフセット】
67,760円（税込）

【ダイレクトツリーマウントセット】
76,065円（税込）

【セキュリティパッケージ】
38,225円（税込）

【ACアダプターセット】
30,140円（税込）

【カメラ用雨天ルーフセット】
29,480円（税込）

【ダイレクトツリーマウントセット】
37,785円（税込）

【セキュリティパッケージ】
29,425円（税込）

【ACアダプターセット】
21,230円（税込）

【カメラ用雨天ルーフセット】
20,570円（税込）

【ダイレクトツリーマウントセット】
28,875円（税込）

【セキュリティパッケージ】
43,835円（税込）

【ACアダプターセット】
35,750円（税込）

【カメラ用雨天ルーフセット】
35,090円（税込）

【ダイレクトツリーマウントセット】
43,395円（税込）

商品名

 ハイクカム Bushnell（ブッシュネル） Reconyx（レコニクス） TREL(トレル)

※掲載している商品は予告なしに外観・仕様・価格が変更される場合がありますのでご了承ください。
※掲載している商品の価格(税込)、仕様は2021年8月25日現在のものです。トレイルカメラ比較表

◆MP（メガピクセル）
画素数を表す単位。
MPとは「メガピクセル」、メガは
「100万」を、ピクセルは「画素」
を言う。
1MP=100万画素
5MP=500万画素・・・など。
◆赤外線ノーグローライト
（不可視光）
夜間撮影時は⽩⿊。カメラ本体
の⾚外線は動物の⽬には⾒え
ない。警戒心の強い動物や人
通りが多い場所での設置には最
適
◆赤外線
　ローグローライト
夜間撮影時は⽩⿊。カメラ本体
のLEDがぼんやり光る。
◆白色LED
⽩色LEDの強い光で、夜間で
もカラー動画・静止画撮影が可
能。
◆ストロボ
デジカメのようにストロボの強い
光を放ち、夜間でもカラー撮影
が可能（動画撮影は不可）。
◆ナイトビジョン
   ブラックLEDフラッシュ
波⻑は調整せず、LEDフラッシュ
発光部に外からブラックフィルタを
装着することにより、LED作動
時の⾚くぼんやりしたLEDが外
から判別されないようにする仕
様。ノーグロウタイプに近い発光
軽減が可能。

◆センサー有効範囲
動物を感知する距離と有効な
⾓度。センサー有効⾓度とトリ
ガースピードの関係によって、カメ
ラの性格が決定する。
◆トリガースピード
センサーが対象物を感知してか
らシャッターを切る、もしくは録画
をはじめるまでの時間。遅いと、
動きの速い対象物は撮れない
場合がある。
◆センサーインターバル
センサー反応後、次にセンサー
を有効にするまでの時間間隔
（設定可能）
◆リカバリータイム
撮影終了後、次の撮影準備が
できるまでのカメラの回復時間
（設定不可）低下したバッテ
リーの電圧回復、フラッシュの回
復、撮影された画像や動画の
SDカードへの保存等を⾏う。
◆タイムラプス撮影
設定した時間間隔での撮影方
法。
◆IP（防水・防塵）規格
IEC(国際電気標準化会議)に
よって定められた規格で、
JIS(日本工業規格)でも採用さ
れている電気製品の防水・防塵
性能を表す規格のこと。
◆待機時間
使用環境、撮影枚数等で大き
く異なる。
◆FPS
FPS（フレームレート）は、1秒
間に何枚の画像を流すかとい
う、動画の滑らかさを決める要
素である。数値が⾼いほど滑ら
かだが、データ量が大きくなる。

用語解説

メーカー仕様書または実験による数値です。使用環境によっては異なる場合があります。 ※5︓IP54=粉塵が内部に侵⼊することを防止する。若⼲の粉塵の侵⼊があっても正常な運転を阻害しない。いかなる方向からの水の⾶沫によっても有害な影響をうけない。
※1︓設定した時間間隔よりズレて撮影される為、正確な撮影間隔の画像が必要な業務等には不向き。 ※6︓デュアルイメージコア=昼・夜撮影時に、その場の光条件に合致した最適な明るさで撮影を実現する。
※2︓連写は昼間のみ可能。 ※7︓0秒からの設定値があるが、実際は設定値+10〜15秒ほどの撮影間隔となる。
※3︓ダイナミック＝センサー反応のある限り撮影を継続する。 ※8︓フィールドスキャン=撮影の開始・終了時刻、撮影間隔を設定する機能。
※4︓IP65=粉塵が内部に侵⼊しない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。


