
赤外線ノーグローライト（不可視光） 赤外線ローグローライト 発光フラッシュLED

夜間撮影時は白黒。カメラ本体の赤外線は人
や動物の目には見えない。

夜間撮影時は白黒。カメラ本体のLEDがぼん
やり光ります。

夜間は発光フラッシュで撮影を行います。

トリガースピード センサー反応角度 センサー反応距離

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差。
遅いと、動きの速い対象物は撮れない場合が
ある。

人や動物を感知可能な角度。広いほど多くの
範囲の撮影をできるが、無駄撮りも多くなる可
能性もある。

人や動物を感知可能な距離。長いほど多くの
範囲の撮影をできるが、無駄撮りも多くなる可
能性もある。

※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(税抜)と仕様は2018年4月1日現在のものです。

屋外防犯トレイルカメラ 性能比較表

名称

お求めやすい価格帯 SIMカードで撮影データを送信可能 トリガースピードに優れた高機能タイプ

スタンダードモデル 送信機能付きモデル Bushnellシリーズ

TREL10J-D TREL10J-C TREL20J ハイクカムSP2
TREL3G-R
（静止画送信）

ハイクカムSP4G
（動画・静止画送信）

トロフィーカム
HDエッセンシャル

トロフィーカム
20MP ローグロウ

トロフィーカム
20MP ノーグロウ

トロフィーカム
XLT 24MP ローグロウ

トロフィーカム
XLT 24MP ノーグロウ

販売価格（税別） ¥22,000 ¥26,400 ¥31,500 ¥31,800 ¥35,100 ¥64,800 ¥33,150 ¥39,100 ¥45,900 ¥42,500 ¥49,300

製品の特長

低価格 低価格 高画素数 静止画連続撮影が最大10枚 静止画の送信機能 動画と静止画の送信機能 センサー感度抜群 センサー感度抜群 センサー感度抜群 センサー感度抜群 センサー感度抜群

夜間に発行フラッシュ タイマー機能 低価格 高速撮影 高速撮影 高速撮影 高速撮影 高速撮影

トリガースピード（秒） 1.2 1.2 1.2 0.65 1.0 0.65 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

画素数 1400/1000/500万画素 1400/1000/500万画素 2000/1400/800万画素 1200/1000/800/500/300万画素 1200/800/500/300万画素 1200/1000/800/500/300万画素 最大1600万画素 最大2000万画素 最大2000万画素 最大2400万画素 最大2400万画素

画角 57° 57° 57° 52° 52° 52° 50° 50° 50° 50° 50°

センサー反応角度 55° 55° 60° 50° 50° 48° 48° 48° 48° 48°

センサー反応距離 30m 30m 30m 25m 30m 25m 30m 30m 30m 30m 30m

夜間撮影（赤外線） ノーグロー 白光フラッシュLED ノーグロー ノーグロー ノーグロー ノーグロー ローグロー ローグロー ノーグロー ローグロー ノーグロー

最長照射距離 27m 27m 27m 20m 12m 20m

サイズ（幅・高さ・奥行） 9cm/14cm/6cm 9cm/14cm/6cm 9cm/14cm/6cm 12cm/15cm/7.2cm 8.7cm/14cm//5.5cm 12cm/15cm/7.2cm 10.8cm/14.5cm/7.3cm 10.8cm/14.5cm/7.3cm 10.8cm/14.5cm/7.3cm 10.8cm/14.5cm/7.3cm 10.8cm/14.5cm/7.3cm

重さ 260g 260g 260g 400g 350g 410g 470g 475g 475g 495g 495g

バッテリー 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本 単三乾電池 12本 単三乾電池 12本 単三乾電池 12本 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本 単三乾電池 8本

AC電源対応 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 × × × × ×

外部メモリー（SD/SDHC） 最大 32GB 最大 32GB 最大 64GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB 最大 32GB

メニュー画面言語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語 日本語

SDカード上書き機能 〇 〇 〇 × ○ × × × × × ×

動画撮影 5～60秒 5～60秒 5～180秒 1～120秒 5～60秒 1～120秒
昼：5～60秒

夜間：最大15秒
昼：5～120秒
夜間：最大60秒

昼：5～120秒
夜間：最大60秒

昼：5～120秒
夜間：最大60秒

昼：5～120秒
夜間：最大60秒

動画最高解像度 1280×720 1280×720 1920×1080 1920×1080 640×480 1920×1080 1280×720 1920×1080 1920×1080 1920×1080 1920×1080

タイムラプス撮影 5分～8時間 5分～8時間 5分～8時間 30秒～8時間 5分～8時間 30秒～8時間 × × × × ×

録音機能 × × 〇 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

スケジュール機能 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

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

内蔵モニター/
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
カラーLCD内蔵/
静止画、動画

カラーLCD内蔵/
静止画、動画


