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当社独自の露光制御技術で、

ーム出力を可能とします。

の露光制御が可能となり、ユーザの画像処理精度向上に貢献します。
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【想定アプリケーション例
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画像センシング向け

～顔認証等の画像センシングに最適な

産業用途向け
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昨今、IoT、AI 等の技術進歩により、カメラを画像センシング用途で利用するケースが

おります。本製品は、当社独自
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【想定アプリケーション例

顔検出、顔認証、人物検出

画像センシング向け
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【仕様一覧】

 

項目 

解像度

ピクセルサイズ

シャッター方式

出力フォーマット

出力 IF

基板寸法

独自露光制御（

その他機能

 

 

 

お問合せ先：

製品に関するお問合せ先

株式会社シキノハイテック

東京

TEL: 

FAX

                                                  

                                                  

 

一覧】 

 

解像度 

ピクセルサイズ 

シャッター方式 

出力フォーマット

IF 

基板寸法 

独自露光制御（ASS

その他機能 

お問合せ先： 

製品に関するお問合せ先

株式会社シキノハイテック

東京デザインセンター

TEL: 03-5777-3340

FAX: 03-5777-3341
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出力フォーマット 

ASS） 

製品に関するお問合せ先 

株式会社シキノハイテック              

デザインセンター カメラ営業担当

3340  

3341  
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最大 1920 x 1080

Exposure/Gain/

 

            

カメラ営業担当 
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KBCR-S03TUA 

1920 x 1080 x 2 ストリーム

ローリングシャッター

USB2.0

○ 

Exposure/Gain/WhiteBalance

Contrast/Hue/Saturation/Sharpness

 

 

             

  

  

  

                                                  

                                                  

 

ストリーム 

2.9um x 2.9um

ローリングシャッター

YUV/MJPEG

USB2.0（UVC1.1

40 x 15mm

WhiteBalance

Hue/Saturation/Sharpness

報道機関お問合せ先

   株式会社シキノハイテック

   〒937-0041 

   総務部 広報担当

   TEL: 0765

                                                  FAX: 0765

                                                  https://www.shikino.co.jp

KBCR

最大 1920 x 1080

2.9um x 2.9um 

ローリングシャッター 

YUV/MJPEG 

UVC1.1） 

40 x 15mm 

WhiteBalance/Gamma/Brightness

Hue/Saturation/Sharpness

報道機関お問合せ先 

株式会社シキノハイテック

0041 富山県魚津市吉島

広報担当 

TEL: 0765-22-3477 

FAX: 0765-22-3916 

https://www.shikino.co.jp

KBCR-S03TU 
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× 

/Gamma/Brightness 

Hue/Saturation/Sharpness 

 

株式会社シキノハイテック 

富山県魚津市吉島 829
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