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News Release 
 

 

                     

2016年 3月 9日 

2017年 3月 31日 改訂 

2017年 4月 11日改訂 

スマートフォン※1だけで簡単に設定※2でき、手軽に自宅の見守りが可能 

ハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」を発売 

～人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱したホームモニタリングシステム「GV-F1KIT」もラインアップ～ 

株式会社JVCケンウッドは、JVCブランドより、スマートフォン※1から簡単に設定が※2でき、手軽に自宅の見守

りができるハイビジョン IPカメラ「GV-CC1」を 3月下旬より発売します。本機は、スマートフォン※1から手軽にカメラ

の映像確認や録画開始などの操作を実現。さらに、マイク・スピーカーを内蔵し、本機とスマートフォン※1間で双方

向の会話※3も可能です。 

また、「GV-CC1」に人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱した、ホームモニタリングシステム

「GV-F1KIT」を 4月下旬より発売します。 

※１：Android 4.4以降を搭載し、Google PlayTMに対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS8.0以降を搭載したiPhone/iPad、iPad miniに対応しています。ご利用にはWi‐

Fi®環境および専用アプリケーション「JVC MONITORING」が必要です。 

※２：設定にはご家庭に無線LAN環境が必要になります。また、お手持ちのスマートフォンがご家庭の無線LAN環境に接続している必要があります。 

※３：相手と交互に話すプレストーク方式です。 

品名 型名 希望小売価格（税抜き） 発売時期 

ハイビジョン IPカメラ GV-CC1 
オープン価格 

3月下旬* 

ホームモニタリングシステム GV-F1KIT 4 月下旬* 

*発売時期が延期となりました（2017年 3 月 31 日付）。詳細はこちら（http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info_20170331.html）をご覧ください。 

*発売日が決定しました（2017年4月11日付）。詳細はこちら（http://www3.jvckenwood.com/dvmain/info_20170411.html）をご覧ください。 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 企画意図 ＞ 

近年の防犯意識の高まりに伴い、自宅のセキュリティへの関心が高まっています。なかでも共働き世帯の増加により、
「留守宅の状況が気になる」「自宅で留守番をしている子どもやペットが心配」という不安の声も聞かれており、手軽に自
宅の見守りができるカメラシステムへのニーズが拡大しています。 
そこで今回当社は、スマートフォン※1から簡単に設定が※2でき、手軽に自宅の見守りができるハイビジョンIPカ

メラ「GV-CC1」を企画・発売します。設置工事も不要で、スマートフォン※1から簡単に設定※2が可能。カメラの映像
確認や録画操作などがいつでもスマートフォン※1 からできるうえ、広角対応・赤外線LEDの搭載により昼夜問わず
高画質での撮影を実現します。さらに、内蔵のマイク・スピーカーにより双方向で会話※3 ができるため、子どもや
ペットの見守りだけでなく、離れて暮らす両親とのコミュニケーションにも活用できます。 
さらに、「GV-CC1」に人の動きやドア／窓の開閉を検知するセンサーを同梱した、ホームモニタリングシステム

「GV-F1KIT」もラインアップしました。 
離れた場所から手軽に家族と住まいの様子を確認でき、「いつでも家族を見守っていたい」という声に応える商

品として提案します。 
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＜「GV-CC1」の主な特長＞ 

１．設置などの工事が不要で、スマートフォン※1から簡単に設定※2が可能 

お手持ちのスマートフォン※1 を自宅のWi-Fi®環境に接続後、専用アプリケーション「JVC 

MONITORING※4」のダウンロード、アカウント登録、接続（QRコード）の 3 ステップで簡単に設定

ができます。作成したアカウントは最大 4 人まで共有が可能。また最大 4 台までカメラを接続す

ることができます。 
※４：専用アプリ 「JVC MONITORING」は、AndroidTM版はGoogle playTM、iOS版はApp Storeで無償提供します。 

２．スマートフォン※1から簡単操作で映像確認＆各種操作が可能 

宅外※5からリアルタイムに本機の映像を確認することはもちろん、録画開始※6や画質の切り替えといった操作

が、スマートフォン※1から簡単にできます。 
※５：宅外からの接続時はスマートフォンのパケット通信料が掛かります。 

※６：スマートフォンから録画開始した際には、スマートフォンに映像が記録されます。 

３．広角対応・赤外線 LED※7の搭載により、昼夜問わず高画質での撮影を実現 

高画質ハイビジョン画像（1,280×720p 30fps）かつ水平視野角 85°の広角撮影に対応。また、暗くなると自動

で夜間撮影モードに切り替わる赤外線 LED 機能※7を搭載し、暗い場所や夜間でも映像を確認することができ

ます。  
※７：赤外線LED動作時の映像は白黒になります。 

４．スマートフォン※1との間で双方向会話※3が可能なマイク・スピーカーを内蔵 

内蔵のマイク・スピーカーにより本機とスマートフォン※1との間で双方向の会話※3が可能。映像を見ながら、家

族とのコミュニケーションができます。 

５．不審な動きを検知しスマートフォン※1に通知※8＆自動録画機能※8を搭載 

本機が不審な動きを検知するとスマートフォン※1 に即座に通知される※8 ため、異常を察知することができます。

また、動きの検知に応じて自動録画※8を開始することも可能です。 
※８：スマートフォンへの通知または自動録画機能は設定が必要です。microSDカード（別売）を入れておく必要があります。 

６．金属面やメタルラックなどへの取り付けが簡単なマグネットスタンドを採用 

マグネットスタンドを採用し、そのまま金属面に貼り付けるだけの設置が可能。磁気プレートを壁に取り付けれ

ばさまざまな場所へ設置ができます。また映像の上下反転機能※9・左右反転機能※9を搭載しており、天吊り設

置などの設置も可能です。 
※９：上下反転、左右反転機能は専用アプリケーション「JVC MONITORING*4」から設定が必要です。 

 

 

＜「GV-F1KIT」の主な特長＞ 

１． 「GV-CC1」に各種センサー・専用ハブを同梱したオールインワンモデル 

ハイビジョン IP カメラ「GV-CC1」に、人感センサー「CU-MS1」と開閉センサー「CU-DS1」、各センサーを制御

するスマートホームハブ「CU-HB1」を同梱したオールインワンモデルです。玄関や他の部屋に人感センサー

を設置して不審な動きを検知したり、窓やドアに開閉センサーを設置して開閉を検知したりすることが可能と

なります。検知した反応は、スマートホームハブを通じてスマートフォン※1に通知されます。なお、スマートホー

ムハブには、最大で人感センサー8台、開閉センサー8台まで接続することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「JVC MONITORING」 
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＜その他の特長＞ 

・microSDカードスロット搭載 

・接続機器のグルーピング機能搭載※10 

※１０：グルーピング機能は専用アプリケーション「JVC MONITORING*4」から設定が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜「GV-CC1」の主な仕様＞ 

型番 GV-CC1 

対応機種 Androidデバイス、iOSデバイス 

対応 OS Android 4.4 以上、iOS 8.0以上 

カメラ 100万画素 CMOSセンサー 

撮影範囲 水平 85° 

音声入力 / 出力 内蔵マイク / 内蔵スピーカー 

暗視 赤外線 LED対応 

動体検知 対応（専用アプリケーション「JVC MONITORING*4」によるソフトウェア検知） 

対応フォーマット 動画：H.264 静止画：JPEG 

対応解像度 HD(1,280×720）、VGA（640×360） 

フレームレート 30fps 

通信周波数 2.4GHz帯 

無線規格 IEEE802.11b/g/n 

無線伝送速度（最大値） IEEE802.11b: 11Mbps、IEEE802.11g: 54Mbps、IEEE802.11n: 72Mbps 

無線 LANセキュリティ WEP, WPA, WPA2 

ストレージ microSD：最大 2GB,microSDHC：最大 32GB 

使用温度範囲 0 ～40℃ 

許容温度 0℃～40℃（動画）、-10℃～50℃（保存） 

外形寸法／質量 69.8(W) × 69.8(D) × 113.5(H) mm／120g 

消費電力 1.65W 

付属品 ACアダプタ（5V/2A microUSB）、取付プレート×1、取付ネジ×1、壁用プラグ×1 

 

 

 

 

 

 

＜GV-CC1＞ ＜GV-F1KIT＞ 
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＜「GV-F1KIT」の主な仕様（ハイビジョン IPカメラ「GV-CC1」は上記参照）＞ 

型番 
スマートホームハブ 

CU-HB1 

開閉センサー 

CU-DS1 

人感センサー 

CU-MS1 

電源 
microUSBアダプター 

5V/2A 
単四電池×2 (3.0V) 単四電池×3 (4.5V) 

電池寿命 - 
約 1年 

（毎日 2 回窓・ドア開閉検知した場合） 

約 1年 

（毎日 2 回動作検知した場合） 

外形寸法 97.1(W) x 97.4 (D)x 36.1 (H) mm 
本体: 71.2(W) x 40.6 (D) x 24.8(H) mm 

磁石: 57.2(W) x 16.6 (D) x 16(H) mm 
77.9(W) x 53.5 (D) x 29.5 (H)mm 

質量 117.1 g 
本体: 27.9 g (電池なし) 

磁石: 13.5 g 
41.8 g (電池なし) 

使用環境条件 0°C ～ 40°C  0°C ～ 40°C 0°C ～ 40°C 

Wi-Fi 802.11 b/g/n - - 

無線通信方式 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 

使用可能距離 - 約 100m（見通し距離） 約 100m（見通し距離） 

検出距離 - 
1.5cm 

（本体と磁石が離れると検知） 

3m 

（エリア内での動き検知） 

付属品 

イーサネットケーブル

（1.5m） 

ACアダプタ（5V/2A 

microUSB） 

単四電池×2 単四電池×3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商標について＞ 

●Google ,AndroidTMは、Google Inc,の商標および登録商標です。●iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登
録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。●Wi‐Fi Direct®、Wi‐Fi®、Wi‐Fi®ロゴ、Wi‐Fi®CERTIFIED、Wi‐Fi®CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi 

Protected Setup、Wi-Fi Protected Setupロゴ、WPAおよび WPA2は、は、Wi‐Fi Allianceの商標または登録商標です。●App Store は､Apple Inc.
のサービスマークです。●QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の
商標または登録商標です。 

本件に関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。 

【報道関係窓口】 株式会社 JVCケンウッド 企業コミュニケーション統括部 広報・IR・SR部 

            TEL : 045-444-5310  〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12番地 

【お客様窓口】 JVCケンウッドカスタマーサポートセンター 

        TEL : 0120-2727-87（固定電話からはフリーダイヤル）/ 

0570-010-114（携帯電話・PHSからはナビダイヤル） / 045-450-8950（一部 IP電話） 


