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新製品『QBiC S（キュービック エス）』発売に関するお知らせ 
（当社連結子会社：株式会社エルモ社） 

 
 
当社の連結子会社である株式会社エルモ社は、平成25年2月14日より新機軸の高性能・高感度 

ムービーカメラとして高い評価を得ております「QBiC（キュービック）」をセキュリティ用途に
特化させた展開機種として『コンパクトセキュリティカメラ QBiC S (キュービック エス)』を
発売いたしますので、お知らせいたします。  
 
  コンパクトセキュリティカメラ QBiC S（キュービック エス）の特長 

 

● 業務用監視に必要なカメラ機能を搭載しながら、家庭等でのパーソナルセキュリティで 

も使える小型の本格派セキュリティカメラ。 

● 高画質・高感度センサーを搭載、超広角レンズで広い場面を一度に記録（Model X1： 

水平 画角135゜/ Model D1：水平画角185゜)。防水対応（IPX8）で屋外設置も容易。 

● カメラ映像は32GB microSDカードに記録。フルハイビジョン画質から4段階設定可能。 

連続上書き機能により直近1週間分の映像を保存（VGA画質、5フレーム/秒設定時）。 

● GPSによるカメラの自動時刻補正機能を搭載。 

屋外移動撮影時の軌跡をGoogle earthなどにマッピングすることも可能。 

● 専用アプリケーションソフト“QBiC S メンテナンスツール”をダウンロードして使用 

すればパソコンから各種設定が可能。 

WiFi（無線LAN）を使用してリアルタイム映像を確認したり、録画済みファイルを 

パソコンへデータ転送することも可能。 

 
 詳細につきましては添付資料「株式会社エルモ社 ニュースリリース：QBiC S X1/D1」をご参
照ください。 
 

以上 



2013 年 2 月吉日 

 

             新製品のご案内 

必要な時、必要な場所に簡単設置 
WiFi、GPS 搭載のコンパクトセキュリティカメラ 

 QBiC S X1/D1 [キュービック エス , エックスワン/ディーワン] 

2013 年 2 月 14 日（木）発売 オープン価格 

テクノホライゾングループの株式会社エルモ社 （本社：名古屋市瑞穂区明前町 6-14 代表取締役社長：林 

数馬）は、本格的な監視カメラ機能と WiFi、GPSを搭載したコンパクトセキュリティカメラQBiC S（キュービッ

ク エス） 2機種（X1/D1）を平成 25年 2月 14日(木)に発売いたします。 

近年、セキュリティカメラへのニーズは銀行や商店などの業務用にとどまらず、ご家庭の玄関先や庭先、ガ

レージにいたるまで広がりを見せております。今般、当社はそうしたニーズにお応えする為、業務用のみなら

ずパーソナルにもお使いいただけることを製品コンセプトとして QBiC S を開発いたしました。 

価格はオープン。想定実売価格は 5万円前後。全国の警備会社やセキュリティ製品販売会社、インターネ

ットなどからご購入いただけます。 

 

QBiC S X1/D1 の特長 
製品外観 QBiC S/D1(画角 185°)  

 

 

 

 

 

 

 

 

●オール・イン・ワンボディの本格派コンパクトセキュリティカメラ 

コンパクトながら業務用監視カメラに必要な機能を搭載。Full HD から QVGA まで 4 段階画質設定、 

1 ｺﾏ／秒から 30 ｺﾏ／秒まで 5段階の録画スピード設定、スケジュール録画機能など本格的セキュリテ

ィカメラ機能をコンパクトボディにパッケージングしました。 

●高感度・高画質カメラセンサー、ワイドレンズを搭載、1 週間分の映像を保存（連続上書更新） 

QBiC Sには高感度・高画質カメラセンサーを搭載。暗い被写体も逃さず録画ができます。また、X1には

135°、D1 には 185°の広角レンズを装備。カメラ一台で広い範囲を録画することができ、エレベーター

内などの狭い場所への設置にも最適です。カメラの映像は 32GB micro SD カードへ記録。連続上書き

機能により、直近一週間分※の映像を保存することができます。 

※VGA 画質 5 フレーム/秒の場合 

●簡単設置、防水対応で屋外設置も可能 

QBiC Sは、本体底部に三脚ネジ穴を装備。DIY感覚で手軽にカメラを取り付けることができます。また、

カメラ本体が防水対応、電源接続部は防滴対応の為、軒下やガレージの屋根の下など雨風が直接当

たらないような屋外であればそのまま設置※いただくことも可能です。 

※長期間の屋外使用には、市販の屋外用ハウジングをご使用ください。 
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●GPS※搭載 

GPSによるカメラの自動時刻補正機能を搭載。 

また、録画ファイルの他に GPSログファイルを保存可能。移動撮影時の軌跡を Google earthなどにマッ

ピングすることも可能です。 

※建物内など GPS の電波を十分受信できないところでは、これらの機能をお使いいただけません。 

●WiFi 搭載 

ＰＣ用アプリケーションソフトウエア“ＱＢｉＣ Ｓメンテナンスツール” ※を使えば、QBiC S の各種設定及

び設定変更を簡単に行うことができます。また、WiＦｉで QBiC S と PC を接続することにより、QBiC S の

ライブモニタリングが可能。カメラを取り外したり録画を止めることなく、必要な録画ファイルを PCへデー

タ転送することなどもできます。 

※ＱＢｉＣ Ｓメンテナンスツールは、ＱＢｉＣホームページ(http://www.elmoqbic.com)よりダウンロードできます。 

 

主な製品仕様 
 

カメラ仕様 

水平画角 135°（X1） / 185°（D1） 

撮像素子,最低撮影可能照度 210万画素, 1/3 インチ CMOSセンサー, 1.5lux 

開放 F値, ホワイトバランス等 F2.2, フルオート（露出およびホワイトバランス） 

バッテリ リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh搭載 （取外し可） 

USB  micro B（給電 / 充電 / マスストレージ） 

WiFi対応規格 IEEE802.11n （インフラストラクチャー / アドホック） 

質量, 

外形寸法（突起部含まず） 

（X1）：179g, 幅 62.6mm × 奥行 53.7mm × 高さ 64.6mm 

（D1）：181g, 幅 62.6mm × 奥行  60mm × 高さ 64.6mm 

記録媒体, ファイル形式 micro SDHC Class6以上 32GBまで, H.264 (独自形式) 

動画記録サイズ,ビットレート, 

録画フレームレート（ｆｐｓ） 

Full HD（1920x1080） / HD（1280×720） / VGA（640×480）,  

QVGA（320×240）, 384kbps ～ 15,360kbps, 

30 コマ／秒 / 15 コマ／秒 / 5 コマ／秒 / 1 コマ／秒 

対環境性能 動作温度 0～40℃ / 防水 IPX8(USB カバー装着時) 

その他 

LED ライト搭載（前面 2 ヶ所） 

GPS搭載（NMEA フォーマット対応 .txt ファイル出力） 

PC用ソフトウェア：QBiC S メンテナンスツール 

 [動作環境] Windows：Windows XP / Windows Vista / Windows 7 

＊ELMO QBiC, ELMOロゴは(株)エルモ社の登録商標または商標です。 
＊その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。 
 
 

 

 本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可性がある旨予めご了承ください。 

 

この件に関するお問合せ先 

株式会社エルモ社 マーケティング本部 企画室／楢崎(ナラサキ) 

電話：052-821-3141  FAX：052-824-4400  住所：名古屋市瑞穂区明前町 6-14  

e-mail： online-info@elmo.co.jp    homepage：http://www.elmo.co.jp 

online-info@elmo.co.jp
http://www.elmo.co.jp/
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