
鳥獣害対策 トレイルカメラ 『ハイクカム※1』

野生動物の被害でお困りの方へ！

鳥獣被害の対策や防犯対策として～

・取付工事が不要で簡単に取り付けできます！

・赤外線ノーグローライト搭載で夜間での撮影も可能です！

・最大解像度1200万画素の静止画＆フルHDの動画撮影

・メール通知により遠隔地でも撮影画像の確認が可能！！※2

※1ハイクカムは株式会社ハイクの商標登録です。 ※2通信機能あり（LT4G）の場合
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カメラ本体
ハイクカムLT4G
（通信機能あり）

ハイクカムSP2
（通信機能なし）

利用用途
(例）

 スマートフォンでいつでも動画や画像を確認したい方
 鳥獣が検知された時に、すぐに駆け付けて処理をし

たい方

 なるべくコストを抑えたい方
 設置場所が家や事務所から近く、画像確認の手間

はかからない方

外観

附属品

 ハイクカムLT4G
 高感度ワイドアンテナ（ゴムパッキン付き）
 樹木取付用ストラップ
 USBケーブル
 日本語マニュアル

 ハイクカムSP2
 樹木取付用ストラップ
 USBケーブル
 日本語マニュアル

オプション 防水キャップ セキュリティパッケージ コンプリートパッケージ

利用用途
(例）

 ハイクカムの防水効果をさ
らに高める防水キャップ付
き

 盗難防止用のためのセキュリティボッ
クスとパイソンロック、パドロック（南
京錠）を組み合わせたパッケージ

 より長時間稼働させるためのコンプ
リートバッテリーシステムを組み合わせ
たパッケージ

外観

付属品

 ハイクカム本体および標準
付属品

 防水キャップ

 ハイクカム本体および標準付属
 セキュリティボックス
 パイソンロック
 パドロック

 ハイクカム本体および標準付属品
 コンプリートバッテリーシステム
 バッテリーケース、12Wソーラーパネル
 20Ahバッテリー

※3 パッケージ画像はLT4Gのものになっております。

※3

当社オンラインストアサイト



ハイクカム 商品特徴

【特徴①】 工事不要でカンタン取付！

 取り付けるための工事は不要で、木や柱などに簡単に括り付けることができます。 ※5
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【特長①】 工事不要でカンタン取付！

【特長③】 最大解像度1200万画素の静止画&フルHDの動画撮影

【特長②】 赤外線ノーグローライト搭載で夜間での撮影も可能！

【特長④】 動物検知してから0.65秒でスピード撮影！

【特長⑤】 防水防塵規格IP65を取得！屋外利用に最適

【特長⑥】 メール通知により遠隔地でも撮影画像の確認が可能※4

《ハイクカムLT4G（通信機能あり）》 《ハイクカムSP2（通信機能なし）》

※4 通信機能あり（LT4G）の場合
※5 本製品には樹木取付用ストラップも付属しております。

通信機器の設置や取付工事は不要 実際の設置イメージ



 ハイクカムLT4Gは最大解像度1200万画素の静止画とフルHD動画に対応し、非常にきれいで
滑らかな画像・動画を撮影できます。

 0.65秒のトリガースピードにより、感知から撮影までのタイムラグを大幅に短縮。
俊敏な生物でも撮影成功率を上げています。

【特徴③】 最大解像度1200万画素の静止画＆フルHDの動画撮影

【特徴④】 動物を検知してから0.65秒でスピード撮影！※6
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対象を検知してから、
わずか0.65秒で撮影を行う

※6 本数値は静止画モード時の最速値となります。動画モードの場合は設定により2-5秒かかる場合があります。

↑実際の画像（昼間）

【特徴②】 赤外線ノーグローライト搭載で夜間での撮影も可能！

イノシシやシカ等の

警戒心の強い動物の対策や
防犯対策におすすめです。

 赤外線ノーグローライト（不可視光線）を搭載しており、暗闇でも対象物に気付かれない
赤外線フラッシュで撮影することができます。

↑実際の画像（夜間）



【特徴⑥】メール通知により遠隔地でも撮影画像の確認が可能（LT4G）※7
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 通信機能ありのハイクカムLT4Gの場合、指定したメールアドレスのデバイスに
メールでの通知が届くことで、遠隔でも撮影画像が確認できます。

ユーザー 現場

パソコンやタブレットで遠隔地でも
撮影画像が閲覧できます。

カメラに搭載されている熱感知センサー
により検出した動体を自動撮影します。

LTE回線

【特徴⑤】 防水防塵規格IP65を取得！屋外利用が可能

 ハイクカム LT4G/SP2は国内の防塵防水テスト認定機関において[IP65]を取得し、野外での
長期設置が可能な防塵防水性能があります。

試験の様子

※7 通信会社とのご契約が別途必要となります。



製品仕様(ハイクカムLT4G）
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ハイクカムLT4G

トリガースピード 0.65秒

リカバリータイム静止画 2秒

リカバリータイム動画 2秒

静止画解像度 300/500/800/1000/1200万画素

動画解像度
QVGA 320×240/WVGA 800×480/HD 1280×720(30fps)/フルHD 

1920×1080(30fps)ピクセル

データ保存形式 静止画:JPEG / 動画: MOV

画角(対角線) 52°

センサー反応範囲 50°

センサー反応距離 25m

夜間撮影 940nm赤外線(ノーグロー)

フラッシュ照射距離 20m

スケジュール機能 あり(1日に2通り)

タイムラプス機能 あり(30秒, 1, 3, 5, 10, 20, 30分, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24時間)

動作時間目安 静止画 最大 25,000枚

動作時間目安 動画 最大 2,500本(10秒動画設定)

静止画連続撮影 静止画モード時: 1～10枚 / 静止画&動画モード時: 1枚

動画撮影時間 5, 10, 20, 30秒, 1分

録音機能 あり (オン/オフ可)

モニター 2.0インチカラーディスプレイ

記録媒体 SD/SDHCカード 最大32GB (Toshiba/SanDisk推奨)

電源 6V 単3電池4本×3組=最大12本

外部ポート 電源ポート(6V DC) / miniUSB (マスストレージ)

メニュー言語 日本語/英語 設定可

カメラネジ あり(カメラ下部)

本体サイズ 150×120×72mm(+アンテナ高170mm)

重量 450g

防塵防水規格 IP65

製品保証 ご購入日より1年間

撮影データ無線送信機能 あり(静止画・動画)

通信プロトコル メール送信(SMTP)またはクラウド(HTTP)アップロード

通信料
静止画のみの場合 月500円～

動画送信の場合 月900円～(高速通信容量/キャリアによる)

無線送信画像サイズ 30/130/300/500/800/1000/1200万画素

無線送信動画サイズ 最大25MB QVGA 約60秒間/ WVGA 約30秒間/ HD 約20秒間/ フルHD 約10秒間

SMS遠隔設定機能 あり (iPhone/Androidに対応)

SIMカード 標準サイズ/NTT docomo系MVNO対応

対応エリア(対応バンド) 4G:LTE(B1/B3/B19/B28)/ 3G:FOMA&FOMAプラスエリア



製品仕様（ハイクカムSP2）

6

ハイクカム SP2

トリガースピード 0.65秒

リカバリータイム静止画 2秒

リカバリータイム動画 2秒

静止画解像度 300/500/800/1000/1200万画素

動画解像度
QVGA 320×240/WVGA 800×480/HD 1280×720(30fps)/FHD 

1920×1080(30fps)ピクセル

動画圧縮形式/拡張子 H264 MPEG4/MOV

画角(対角線) 52°

センサー反応範囲 50°

センサー反応距離 25m

夜間撮影 940nm赤外線(ノーグロー)

フラッシュ照射距離 20m

スケジュール機能 あり(2通り)

タイムラプス機能 あり

動作時間目安 静止画 最大23,000枚

動作時間目安 動画 最大2,500本(10秒動画設定)

静止画連続撮影 静止画モード時: 1～10枚 / 静止画&動画モード時: 1-3枚

動画撮影時間 SP2：動画モード時1～30秒、1分、2分 静止画+動画モード時 1～30秒

録音機能 あり

画像無線送信機能 なし

画像無線送信方式 なし

画像無線送信コスト なし

無線送信画像サイズ なし

SMS設定機能 なし

サイズ 150×120×72mm

重量 400g

モニター 2.0インチカラーディスプレイ

記録媒体 SD/SDHCカード標準サイズ 最大32GB

バッテリー 単3電池12本

メニュー言語 日本語/英語 設定可

カメラネジ カメラ背面と下部にあり

防塵防水規格 IP65

製品保証 ご購入日より1年間

特徴

フルHD動画

トリガー0.65秒&リカバリー2秒

日本語表示

ファームウェアにより進化



ご注意事項

製造会社

 株式会社NTTアグリテクノロジーは販売代理店であり、下記製造会社よりハイクカムを仕入れております。
 製造会社：株式会社ハイク（北海道旭川市東光11条5丁目4-3）
 ハイクカムは株式会社ハイクの商標登録です。

ハイクカムに関するご注意事項および構成品
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 使用環境によってはカメラ本体や付属品に不具合が出る可能性があります。
電源の電圧低下、通信障害、カメラの故障については遠隔で復旧することはできません。

 保証期間は購入日から１年間です。通常使用においての故障は無償で修理または交換いたしますが、
落下による破損、大雨での浸水故障については保証対象外となります。なお送料はお客さま負担にてお
願い致します。

 静止画や動画の設定値において、精緻な精度を求める業務（研究や重要な業務等）でのご使用は推
奨しておりません。撮影結果が期待する設定精度と異なった場合でも、当社は責任を負いません（故障
の場合は製品保証に準じた対応となります）。

 カメラ本体にSDカード、乾電池及びSIMカード（通信用・LT4Gのみ）は付属しておりません。お客さま
ご自身による準備も可能ですが、ご希望により当社でもご注文を承ります（別途オプション）。

 ハイクカム LT4Gを使用するにあたっては、SMS・SIM・APNについての通信基礎知識が必要になります。
設定代行オプションのご注文をご検討ください。

 ハイクカム LT4Gの画像・動画送信機能は必ずNTTドコモの通信網を利用したSIMカードが必要になり
ます。SIMカードのサービスはお客さまと通信会社とのご契約が別途必要になります。なお、当社でもエヌ・
ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（以下 NTTBP）提供のBP SIM各種プランのお申込
みを承ります【代理店届出番号：第C2116190号】。当社にNTTBPへの申し込み取次をご希望の場
合、当社は情報取次までを行い、それ以上の責任は負いません。また取次に際しては、お申込時に個人
情報の取り扱いについてご同意頂きます。

 ハイクカム LT4Gの画像・動画送信機能は、株式会社ハイクのメールサーバー（日本国内に設置）を経
由して、PCやスマートフォンのメールアドレス宛にデータ送信されます。

 画像・動画送信機能は、サーバーのメンテナンスや障害等により、予告なくサービスがご利用できない場合
があります。この場合でも、当社はお客さまの損害等に対する責は負いません

 ハイクカムは電波法・電気通信事業法認証取得済みの製品となり、日本国内で安心してお使いいただく
ことができます。

 ハイクカムおよび株式会社ハイク（製造元）は、米国政府が定める輸出規制・貿易管理規則違反とな
りうるエンティリティリスト対象の通信企業および監視カメラ企業と一切関りはございません。

 ご注文いただいてから納品まで、2週間から3週間程度日数を要する場合があります。
 ご注文いただいた場合でも、社会情勢、その他の事情によりご注文をお受けできない場合がございますの

で、予めご了承ください。
 提供価格につきましては、当社お問い合わせ先もしくは営業担当までお問い合わせください

お問合せ先

株式会社NTTアグリテクノロジー
（代理店届出番号：第C2116190号）

〒163-8019 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号
MAIL：online-store@ntt-agritechnology.com
新型コロナウイルス対策に伴い、テレワーク勤務を実施しておりますので、お問い合わせについてはメールにてお願いいたします。

mailto:online-store@ntt-agritechnology.com


BP SIMに関するご注意事項
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 「BP SIM（上り3GB/10GBプラン）」（以下、「本サービス」、という。）は、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプ
ラットフォーム株式会社(以下NTTBP)が提供します。

 通信エリアは、LTEサービスエリアはNTTドコモ Xiサービスエリアに準じ、LTEサービスエリア外はNTTドコモFOMA
サービスエリアに準じます。また、通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない
場合があります。

 本サービスの提供条件、提供価格は次の通りです。

本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、ご契約者様が使用する移動通
信端末、ネットワーク環境、その他の理由により変化します。

 本サービスの利用申し込みは、株式会社NTTアグリテクノロジーが販売代理を行うハイクカムのお申込みと同時に
本サービスのお申し込みを行うものとします。申し込み者は、本サービスの申し込みに係る情報を株式会社NTT
アグリテクノロジーからNTTBPに取り次ぐことに同意するものとします。また、申し込み者の居住地は、日本国内に
限るものとします。

 本サービスを契約した後、その契約期間が終了する日の30日前までにNTTBPに対して本サービスの再申し込み
を行うことにより、前契約と同一のSIMカードにより本サービスを継続して契約することができます。再申し込みを行
うことができるのは、前契約と同一のサービスプランとします。この場合、前契約の契約期間と異なる契約期間で
再申し込みを行うこともできるものとします。再申し込みにあたっては、初期費用・一時手数料の支払いは要しま
せん。

 本サービスの申し込みに係る初期費用、サービスプラン毎・契約期間毎の利用料金は、ハイクカムと合わせて株
式会社NTTアグリテクノロジーがご契約者様に請求します。再申し込みの場合の利用料金は、NTTBPがご契
約者様に請求書を発行いたします。

 契約期間終了前にご契約者様が本サービスを解約した場合、NTTBPは契約期間の残余分の料金の返金を
行いません。

 本サービスの契約期間が終了した場合、もしくは、本サービスの契約期間が終了する前に本サービスを解約した
場合は、該当するSIMカードをご返送いただきます。（返送にかかる費用は、ご契約者様の負担になります。また
返送先はご契約の際に提示します。）

 SIMカードを紛失（盗難による紛失を含みます）、故障又は破損した場合、NTTBPが定める方法により再発
行を受けるものとします。紛失や破損等によるSIMカードの再発行に係る料金は、有償となります。

 本サービスの利用規約は、下記に掲載しております。
https://www.ntt-bp.net/bpsim/rule6.pdf

ご注意事項

プラン 契約期間 提供条件
料金額（税込）

初期費用 利用料金

上り3GBプラン

3ヶ月 ・データ容量：3GB/月
・SMS通信3回/月
・上り通信速度：100Mbps
・下り通信速度：非公表

5,280円

4,290円

6ヶ月 8,580円

12ヶ月 17,160円

上り10GBプラン

3ヶ月 ・データ容量：10GB/月
・SMS通信3回/月
・上り通信速度：100Mbps
・下り通信速度：非公表

5,280円

9,900円

6ヶ月 19,800円

12ヶ月 39,600円

お問合せ先

株式会社NTTアグリテクノロジー
（代理店届出番号：第C2116190号）

〒163-8019 東京都新宿区西新宿三丁目19番2号
MAIL：online-store@ntt-agritechnology.com
新型コロナウイルス対策に伴い、テレワーク勤務を実施しておりますので、お問い合わせについてはメールにてお願いいたします。

https://www.ntt-bp.net/bpsim/rule6.pdf
mailto:online-store@ntt-agritechnology.com
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