
i-PROカメラのオプション金具を使った設置について
■はじめに
本書では、ドームタイプのi-PROカメラの以下の設置に関して、使用するオプション金具や取り付
けに必要な寸法などのお知らせを記載しております。

2021年3月
パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

【１】天井吊下げ 【２】壁面取付け 【３】ポール設置 【４】壁面コーナー設置

◆アタッチメント金具（カメラ付属品）を使って天井や壁面に設置可能 なドームタイプカメラは、オプション金具を組み合わせて設置で
きます。
◆ここではWV-S2550LNJ、WV-X2533LNJ、WV-X8571NJ屋外ドームタイプカメラを取り付けたイメージで説明します。カメラの取
り付けは、それぞれのカメラの取扱説明書をご参照ください。

【５】現地調達金具を
使って天井に設置

★



i-PROカメラのオプション金具を使った設置について
■はじめに
本書では、ドームタイプのi-PROカメラの以下の設置に関して、使用するオプション金具や取り付
けに必要な寸法などのお知らせを記載しております。

【６】低背型
カメラ天井吊り下
げ金具

【７】一体型壁
面取付け金具

◆ i-PROカメラをもっと幅広くお使いいただくためにタイプの異なる設置金具を追加します。
・屋外PTZカメラを天井設置する際に、天井からの高さを従来より低くできる金具
・従来は金具を2つ組み合わせて（WV-Q122A＋WV-Q124）設置していましたが、一体物として設置できる壁面取付け金具



【１】天井吊下げ

【２】壁面取付け

天井面

カメラ天井吊り下げ金具 （約1.9kg）
WV-Q121B （ファインシルバー）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-Q124 （ファインシルバー）

ネットワークカメラ

壁面
カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-Q122A （ファインシルバー）

ネットワークカメラ

453mm

120mm
176mm

258mm

120mm

176mm 328mm

308mm

WV-S2550LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

吊り下げ金具 （約480g）
WV-Q124 （ファインシルバー）

367㎜

221mm



【３】ポール設置

【４】壁面コーナー設置 コーナー取付金具 （約1.3㎏）
WV-Q189（ファインシルバー）

ネットワークカメラ

ポール取付金具 （約1.2㎏）
WV-Q188 （ファインシルバー）

ネットワークカメラ

取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm)

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。

140mm
176mm

398mm

314mm

176mm

314mm

230mm 362mm

WV-S2550LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

壁面

ポール

ポール

建物など

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-Q122A （ファインシルバー）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-Q124 （ファインシルバー）

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-Q122A （ファインシルバー）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-Q124 （ファインシルバー）



【５】現地調達金具を使って設置する場合
WV-S2550LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

パイプ取付金具（約200g）
WV-Q123         （ファインシルバー）
WV-Q123A （ファインシルバー）

ネットワークカメラ

現地調達金具 φ58mm

131mm

176mm

85mm

54mm

40 1-1/2A 深さ30 ㎜ MAX
PT 11 山（管用平行ねじ）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-Q124 （ファインシルバー）



【１】天井吊下げ

【２】壁面取付け

天井面

カメラ天井吊り下げ金具 （約1.9kg）
WV-QCL501-W （ i-PRO ホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR501-W （ i-PRO ホワイト）

ネットワークカメラ

壁面
カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

ネットワークカメラ

120mm
176mm

258mm

120mm

176mm 328mm

WV-X2533LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（i-PROホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR501-W （ i-PRO ホワイト ）

453mm

308mm

367mm

221mm



【３】ポール設置

【４】壁面コーナー設置 コーナー取付金具 （約1.3㎏)
WV-QCN500-W

（ i-PRO ホワイト）

ネットワークカメラ

ポール取付金具 （約1.2㎏）
WV-QPL500-W（ i-PRO ホワイト）

ネットワークカメラ

取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm)

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。

140mm
176mm

398mm

314mm

176mm

314mm

230mm 362mm

WV-X2533LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

壁面

ポール

ポール

建物など

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ i-PROホワイト）

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR501-W （ i-PRO ホワイト）

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR501-W （ i-PRO ホワイト）



【５】現地調達金具を使って設置する場合
WV-X2533LNJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ i-PROホワイト）

パイプ取付金具（約200g）
WV-QAT500-W （ i-PRO ホワイト）

ネットワークカメラ

現地調達金具 φ58mm

131mm

176mm

85mm

54mm

40 1-1/2A 深さ30MAX
PT 11 山（管用平行ねじ）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR501-W （ i-PRO ホワイト）



【１】天井吊下げ

【２】壁面取付け

天井面

カメラ天井吊り下げ金具 （約1.9kg）
WV-QCL501-W （ i-PRO ホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR502-W （ i-PRO ホワイト）

マルチセンサーカメラ

壁面
カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

マルチセンサーカメラ

239mm

120mm
239mm

361mm

WV-X8571NJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（マルチセンサー）

★

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR502-W （ i-PRO ホワイト ）

★

400mm257mm

120mm

291mm

544mm 429mm



吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR502-W （ i-PRO ホワイト）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR502-W （ i-PRO ホワイト）

【３】ポール設置

【４】壁面コーナー設置 コーナー取付金具 （約1.3㎏)
WV-QCN500-W

（ i-PRO ホワイト）

マルチセンサーカメラ

ポール取付金具 （約1.2㎏）
WV-QPL500-W（ i-PRO ホワイト）

マルチセンサーカメラ

取り付け可能なポール：
丸形状、ポール
（φ80 mm～φ200mm)

取り付け可能なコーナー：
垂直な壁面で、90°の
コーナー部分。

140mm
239mm

431mm

405mm

WV-X8571NJ使用時の外形寸法使用金具詳細

壁面

ポール

ポール

建物など

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ マルチセンサー）

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

★

カメラ壁取付金具（約2㎏）
WV-QWL501-W （ i-PRO ホワイト）

★

140mm

405mm

242mm 395mm



【５】現地調達金具を使って設置する場合
WV-X8571NJ使用時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について（ マルチセンサー）

パイプ取付金具（約200g）
WV-QAT500-W （ i-PRO ホワイト）

マルチセンサーカメラ

現地調達金具

φ58mm

132mm

239mm

85mm

144mm

40 1-1/2A 深さ30MAX
PT 11 山（管用平行ねじ）

吊り下げ金具 （約480g）
WV-QSR502-W （ i-PRO ホワイト）★



使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

ネットワークカメラ
屋外PTZカメラシリーズ

306mm

Φ229 mm

55 ㎜

各カメラ取り付け時の外形寸法

【６】低背型カメラ天井吊り下げ金具

★

カメラ天井吊り下げ金具（約1.4㎏）
WV-QCL500-S （シルバー）

WV-X6531NJ / WV-X6511NJ
WV-S6530NJ

カメラ天井吊り下げ金具（約1.4㎏）
WV-QCL500-S （シルバー）

ネットワークカメラ
屋外IR PTZカメラシリーズ
WV-X6533LNJ / WV-S6532LNJ

Φ229 mm

55 ㎜

395mm



各カメラ取り付け時の外形寸法使用金具詳細

i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

壁面

112mm

175mm

188mm

ネットワークカメラ

カメラ壁取付金具（約520ｇ）
WV-QWL500-W （ i-PRO ホワイト）

158mm

【７】一体型壁面取付け金具

取り付け可能なカメラと設置イメージ

WV-X2533LNJ
WV-S2131L 
WV-S2130
WV-S2130RJ 
WV-S2111L 
WV-S2111LD
WV-S2110 
WV-S2110J 
WV-S2110RJ WV-X2232LJ WV-U2134J / WV-U2114J

WV-S3530J / WV-S3510J

WV-S3130J / WV-S3110J

WV-X4571L / WV-S4550L

WV-X4171 / WV-S4150

71mm

★

WV-S2570LNJ 
WV-S2550LNJ
WV-S2531LN 
WV-S2511LN
WV-S2531LTN

WV-S6130 / WV-S6110



使用金具について
i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

名称 品番 イメージ 備考

カメラ天井吊り下げ金具（ファインシルバー）
カメラ天井吊り下げ金具（i-PROホワイト）

WV-Q121B
WV-QCL501-W 詳細はこちら

カメラ壁取付金具（ファインシルバー）
カメラ壁取付金具（i-PROホワイト）

WV-Q122A
WV-QWL501-W 詳細はこちら

パイプ取付金具（ファインシルバー）
パイプ取付金具（ファインシルバー）
パイプ取付金具（i-PROホワイト）

WV-Q123
WV-Q123A

WV-QAT500-W
詳細はこちら

吊り下げ金具（ファインシルバー）
吊り下げ金具（i-PROホワイト）

WV-Q124
WV-QSR501-W 詳細はこちら

吊り下げ金具（ファインシルバー）
吊り下げ金具（i-PROホワイト）

WV-Q125
WV-QSR502-W 詳細はこちら★

★

https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2015042810283676
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2013120513550692
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2013121717554540
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2015012910025176


使用金具について
i-PROカメラのオプション金具を使った設置について

名称 品番 イメージ 備考

ポール取付金具（ファインシルバー）
ポール取付金具（i-PROホワイト）

WV-Q188
WV-QPL500-W 詳細はこちら

コーナー取付金具（ファインシルバー）
コーナー取付金具（i-PROホワイト）

WV-Q189
WV-QCN500-W 詳細はこちら

カメラ天井吊り下げ金具（シルバー） WV-QCL500-S 詳細はこちら

カメラ壁取付金具（i-PROホワイト） WV-QWL500-W 詳細はこちら

https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2018020916013084
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2018070411240668
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2020061214431328
https://sol.panasonic.biz/security/cgi-bin/ipro/download/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2020061214420768


マスタータイトルの書式設定

年月 改訂内容
2018年7月 初版作成

2020年6月 WV-Q123A（パイプ取付金具）追加
新金具2種類追加
各金具に新色（i-PROホワイト）追加

2021年3月 設置カメラ例にマルチセンサーカメラを追加

改訂履歴

★
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