
 

 

 

 

 

お取引様各位                             2015 年 3 月吉日 配信 

ＣＮＢ社製後継機のご案内（ｶﾒﾗ 3 機種・DVR4 機種） 

 
生産・販売終了                    後継機種 

                     

 

 

 

■主な仕様の違い            < MCM-20S >              < MBP-50S > 

撮像素子 1/3 インチＩＴ ＣＣＤ ⇒ 1/3 インチＩＴ ＣＣＤ 

有効画素数 38 万画素 768（Ｈ）×494（Ｖ） ⇒ 48 万画素 976（Ｈ）×494（Ｖ） 

最低被写体照度 カラー：0.05 ルクス 

白黒(ICR)：0.005 ルクス 

（F1.2、30IRE、（AGC Max）  

 

⇒

カラー：0.05 ルクス 

白黒(ICR)：0.005 ルクス 

（F1.2、30IRE、（AGC Max） 

レンズ ピンホールレンズ（ｆ＝3.7ｍｍ） ⇒ ピンホールレンズ（ｆ＝3.6ｍｍ） 

動作保証温度/湿度 －10℃～＋50℃ / 30％～80％ RH ⇒ －10℃～＋50℃ / 30％～80％ RH 

電源/消費電力 ＤＣ12Ｖ 150ｍＡ 最大 1.8W ⇒ ＤＣ12Ｖ 150ｍＡ 最大 1.8W 

外形寸法 43(幅)×43(高さ)×24.8(奥行き)mm ⇒ 37(幅)×37(高さ)×22.52(奥行き)mm 

■特徴 

-  1/3 インチ IT CCD 

-  オートゲインコントロール  

-  BLC（逆光補正機能） 

-  3D-DNR（デジタルノイズリダクション） 

-  プライバシーゾーン、ミラー反転機能 

-  ﾓｰｼｮﾝ検知機能 

-  ピンホールレンズ内蔵 （f=3.6mm） 

■変更時期 ３月初旬 

 

 

拝啓  貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

先日、ご案内いたしました生産・販売終了機種の後継機につきましてご案内申し上げます。 

弊社 HP にも掲載させていただいております。 

ご不明な点などございましたら、各担当営業までご連絡ください。 

今後とも弊社商品にご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。                               敬具 

 

記 

カテゴリー：防犯・監視システム 



生産・販売終了                    後継機種 

                   

 

 

■主な仕様の違い            < XCM-20VF >              < XCD-50VF > 
撮像素子 1/3 インチ高感度 ＣＣＤ ⇒ 1/3 インチ高感度 960H ＣＣＤ 

有効画素数 38 万画素 768（Ｈ）×494（Ｖ） ⇒ 48 万画素 976（Ｈ）×494（Ｖ） 

最低被写体照度 カラー：0.05 ルクス 

白黒(ICR)：0.005 ルクス 

夜間：0ルクス（赤外線 LED ON） 

⇒ カラー：0.05 ルクス、 

白黒：0.01 ルクス  

夜間：0ルクス（赤外線 LED ON） 

ＷＤＲ － ⇒ デジタル WDR（36dB） 

レンズ バリフォーカルレンズ  

(f=3.8～9.5mm) 

⇒ バリフォーカルレンズ 

（f=2.8～10.0mm） 

動作保証温度/湿度 －10℃～＋50℃ / 30％～80％ RH ⇒ -10℃～+50℃ / 30％～80％RH 

電源/消費電力 ＤＣ12Ｖ 500ｍＡ 最大 6W ⇒ ＤＣ12Ｖ 500ｍＡ 最大 6W 

■特徴 

- 解像度 : 700 TV 本 

- DC アイリスバリフォーカルレンズ内蔵（f=2.8～10.0mm） 

- インテリジェント IR テクノロジー 

- デジタル WDR（36dB） 

■変更時期 ３月初旬 

 

   生産・販売終了                後継機種 

 

          

 

 

■主な仕様の違い            < RBL-10S >              < RBK-50S > 
撮像素子 1/3 インチ高感度 ＣＣＤ ⇒ 1/3 インチ高感度 ＣＣＤ 

有効画素数 25 万画素 768（Ｈ）×494（Ｖ） ⇒ 48 万画素 976（Ｈ）×494（Ｖ） 

最低被写体照度 カラー：0.05 ルクス 

夜間：0ルクス（赤外線 LED ON） 

⇒ カラー：0.05 ルクス 

夜間：0ルクス（赤外線 LED ON） 

レンズ 固定レンズ（f=2.45mm） ⇒ 固定レンズ（f=3.6mm） 

電源/消費電力 ＤＣ12Ｖ 170ｍＡ 最大 2W ⇒ ＤＣ12Ｖ 120ｍＡ 最大 1.44W 

■特徴 

- 解像度 : 700 TV 本                                        

-赤外線 LED 7 個      

■変更時期 ３月初旬 

                      

 

 

 



    生産・販売終了                 後継機種 

 

 

■主な仕様の違い 

■特徴 

- ﾏｳｽ･ﾘﾓｺﾝを利用した簡単操作             - 高画質、低容量の H.264 ｺｰﾃﾞｯｸを使用  

- 安定した Embedded LINUX OS を使用          - 多様な録画方式（一般、ｱﾗｰﾑ、ﾓｰｼｮﾝ、ｽｹｼﾞｭｰﾙ録画など） 

- 各ﾁｬﾝﾈﾙ毎ﾘｱﾙﾀｲﾑ録画（4ch：120fps@960H）       - 全ﾁｬﾝﾈﾙをﾘｱﾙﾀｲﾑでﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ可能 

■変更時期 ４月中旬 

 

 

 

製品名 HDF1212H (4CH) HDF1212DV(4CH) HDF1212E(4CH) ⇒ RDD-042 (4CH) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 4ch  ⇒ 4ch 

信号形式 NTSC / PAL ⇒ NTSC / PAL 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力  ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ CVBS×１ VGA×１ ⇒ HDMI×1 VGA×1 

ｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰ 1ch BNC 端子 ⇒ 1ch BNC 端子 

録画 圧縮方式 H.264  ⇒ H.264 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ D1:720×480      最高 30fps 

Half D1:720×240 最高 60fps 

CIF:360×240     最高 120fps 

D1:720×480 最高 60fps

Half D1:720×240 

最高 120fps 

CIF: 360×240 

最高 120fps 

⇒ 960H：960×480 最高 120fps 

D1: 720×480   最高 120fps 

2CIF: 720×240 最高 120fps 

CIF: 360×240  最高 120fps 

録画方式 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知 

ｾﾝｻｰ／緊急録画 

常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

ｾﾝｻｰ／緊急録画 

⇒ 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知 

ｾﾝｻｰ／音声ｲﾍﾞﾝﾄ 

ﾓｰｼｮﾝ検知 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 ⇒ 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 

再生 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｰﾄﾞ 1 画面／4分割／ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ ⇒ 1 画面／4分割／ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

再生ﾓｰﾄﾞ 
ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能（2/4/8/16/32 倍） ⇒ ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能

（2/4/8/16/32 倍） 

検索ﾓｰﾄﾞ 

日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ検索 

ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索 

ｲﾍﾞﾝﾄ検索 

ﾃｷｽﾄｲﾝ検索 

⇒ 日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、 

ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ検索 

記録装置 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 内蔵 SATA HDD×2 内蔵 SATAHDD×1 内蔵 SATA HDD×2 ⇒ 内蔵 SATA HDD×2 

容量 標準搭載 1TB 

最大 4TB 搭載可 

標準搭載 1TB 

最大 2TB 搭載可

標準搭載 1TB 

最大 4TB 搭載可 

⇒ 標準搭載 1TB 

最大 6TB 搭載可 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ出力 USB ﾒﾓﾘｰ 

 

USB ﾒﾓﾘｰ 

外部 USB ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ

⇒ USB ﾒﾓﾘｰ 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ PTZ ｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾙ RS-485×1、RS-232×1（排他利用） ⇒ RS-485×2 （PTZ＆ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

その他 寸法 340(幅)×67(高さ)×267（奥行き）mm 340(幅)×67(高さ)×

266(奥行き)mm 

⇒ 355(幅)×71(高さ)×248(奥行き)mm 

電源/電圧/消費電力 DC12V 5A、60W ⇒ DC12V 3.5A 40W 



生産・販売終了                   後継機種 

 

 

■主な仕様の違い 

製品名 HDE2424E (8CH) ⇒ RDD-082 (8CH) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 8ch ⇒ 8ch 

信号形式 NTSC / PAL NTSC / PAL 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力  ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ CVBS×１ VGA×１ ⇒ HDMI×1、VGA×1 

ｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰ 1ch BNC 端子 ⇒ 1ch BNC 端子 

録画 圧縮方式 H.264  ⇒ H.264 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ D1: 720×480      最高 120fps 

Half D1: 720×240 最高 240fps 

CIF: 360×240     最高 240fps 

⇒

960H：960×480 最高 240fps 

D1: 720×480   最高 240fps 

2CIF: 720×240 最高 240fps 

CIF: 360×240  最高 240fps 

録画方式 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知／ｾﾝｻｰ／緊急録画 ⇒ 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知／ｾﾝｻｰ／音声ｲﾍﾞﾝﾄ

ﾓｰｼｮﾝ検知 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 ⇒ 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 

再生 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｰﾄﾞ 1 画面/4/6/9/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ ⇒ 1 画面/4/9 分割/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

再生ﾓｰﾄﾞ 
ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能 

（2/4/8/16/32 倍）） 

⇒ ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能

（2/4/8/16/32 倍） 

検索ﾓｰﾄﾞ ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾃｷｽﾄｲﾝ検索、時間指定 ⇒ 日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ検索 

記録装置 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 内蔵 SATA HDD×2 ⇒ 内蔵 SATA HDD×2 

容量 標準搭載 1TB 

最大 4TB 搭載可 

⇒ 標準搭載 1TB 

最大 6TB 搭載可 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ出力 USB ﾒﾓﾘｰ、外部 USB ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ ⇒ USB ﾒﾓﾘｰ 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ RS-485×1、RS-232×1（排他利用） ⇒ RS-485×2（PTZ＆ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

その他 寸法 340（幅）×67（高さ）×266（奥行き）mm ⇒ 355(幅)×71(高さ) ×248(奥行き)mm 

電源/電圧/消費電力 DC12V 5A、60W ⇒ DC12V 3.5A 40W 

■特徴 

- ﾏｳｽ､ﾘﾓｺﾝを利用した簡単操作 

- 安定した Embedded LINUX OS を使用 

- 各ﾁｬﾝﾈﾙ毎ﾘｱﾙﾀｲﾑ 録画 （8ch：240fps@960H） 

- 高画質、低容量の H.264 ｺｰﾃﾞｯｸを使用 

- 多様な録画方式（一般、ｱﾗｰﾑ、ﾓｰｼｮﾝ、ｽｹｼﾞｭｰﾙ録画など） 

- 全ﾁｬﾝﾈﾙをﾘｱﾙﾀｲﾑでﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ可能 

■変更時期 ３月中旬 

 

 

 

 

 

 

 



生産・販売終了                 後継機種 

 

 

■主な仕様の違い 

製品名 HDE2412DV (8CH) HDE2424DV (8CH) ⇒ RDD-084D (8CH) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 8ch ⇒ 8ch 

信号形式 NTSC / PAL NTSC / PAL 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力  ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ CVBS×１ VGA×１  ⇒ HDMI×1  VGA×1 

ｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰ 1ch BNC 端子 ⇒ 2ch BNC 端子 

録画 圧縮方式 H.264 ⇒ H.264 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ D1: 720×480  

最高 30fps 

Half D1: 720×240 

最高 60fps 

CIF: 360×240 

最高 120fps 

D1: 720×480  

最高 60fps 

Half D1: 720×240 

最高 240fps 

CIF: 360×240  

最高 240fps 

⇒

960H：960×480 最高 240fps 

D1: 720×480   最高 240fps 

2CIF: 720×240 最高 240fps 

CIF: 360×240  最高 240fps 

録画方式 常時録画/ｽｹｼﾞｭｰﾙ/ﾓｰｼｮﾝ検知/ｾﾝｻｰ/緊急録画 ⇒ 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知／ｾﾝｻｰ／音声ｲﾍﾞﾝﾄ

ﾓｰｼｮﾝ検知 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 ⇒ 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 

再生 
ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｰﾄﾞ 

1 画面/4/9 分割 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

1 画面/4/6/8 分割 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

⇒ 1 画面/4/9 分割/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

再生ﾓｰﾄﾞ 
ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能 

（2/4/8/16/32 倍） 

⇒ ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能

（2/4/8/16/32 倍） 

検索ﾓｰﾄﾞ 日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾀ検索 ⇒ 日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾌﾞｯｸﾏｰｸ検索

記録装置 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 内蔵 SATA HDD×3  ⇒ 内蔵 SATA HDD×4 

容量 標準搭載 1TB・最大 6TB 搭載可（2TB×3） ⇒ 標準搭載 1TB・最大 12TB 搭載可 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ出力 USB ﾒﾓﾘｰ､内蔵 DVD-RW ⇒ USB ﾒﾓﾘｰ 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ RS-485×1、RS-232×1（排他利用） ⇒ RS-485×2（PTZ＆ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ）RS-232×1 

その他 寸法 430（幅）×95（高さ）×419（奥行き）mm ⇒ 440（幅）×90（高さ）×415（奥行き）mm 

電源/電圧/消費電力 DC 12V、6.67A、80W ⇒ AC 100～240V、50/60Hz 90W 

■特徴 

- ﾏｳｽ､ﾘﾓｺﾝ、前面ﾎﾞﾀﾝを利用した簡単操作 

- 安定した Embedded LINUX OS を使用 

- 各ﾁｬﾝﾈﾙ毎ﾘｱﾙﾀｲﾑ 録画 （240fps@960H） 

- 高画質、低容量の H.264 ｺｰﾃﾞｯｸを使用 

- 多様な録画方式（一般､ｱﾗｰﾑ､ﾓｰｼｮﾝ､ｽｹｼﾞｭｰﾙ録画など） 

- 全ﾁｬﾝﾈﾙをﾘｱﾙﾀｲﾑでﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ可能 

■変更時期 ３月中旬 

 

 

 

                        

  



■主な仕様の違い  

製品名 HDS4824DV (16ch) HDS4848DV (16ch) HDS4848E (16ch) ⇒ RDD-164D (16ch) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 16ch  ⇒ 16ch 

信号形式 NTSC / PAL NTSC / PAL 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力 ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ CVBS×１ VGA×１ ⇒ HDMI×1、VGA×1 

ｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰ 1ch BNC 端子 4ch BNC 端子 1ch BNC 端子 ⇒ 2ch BNC 端子 

録画 圧縮方式 H.264 ⇒ H.264 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ D1: 720×480 

最高 60fps 

Half D1: 720×240  

最高 120fps 

CIF: 360×240  

最高 240fps 

D1: 720×480     最高 120fps 

Half D1: 720×240 最高 240fps 

CIF: 360×240     最高 480fps 

⇒

960H：960×480 最高 480fps 

D1: 720×480   最高 480fps 

2CIF: 720×240 最高 480fps 

CIF: 360×240  最高 480fps 

録画方式 常時録画/ｽｹｼﾞｭｰﾙ/ﾓｰｼｮﾝ検知/ｾﾝｻｰ/緊急録画 

 

⇒ 常時録画／ｽｹｼﾞｭｰﾙ／ﾓｰｼｮﾝ検知／ｾﾝｻｰ 

音声ｲﾍﾞﾝﾄ 

ﾓｰｼｮﾝ検知 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 ⇒ 各ﾁｬﾝﾈﾙごとに詳細設定可能 

再生 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓｰﾄﾞ 

1 画面/4/9/13/16 分割/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 1 画面

4/6/8/9/13/16 分割

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

⇒ 1 画面/4/9/16 分割/ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

再生ﾓｰﾄﾞ 
ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能（2/4/8/16/32 倍） ⇒ ﾉｰﾏﾙ再生、逆再生、再生速度変更可能

（2/4/8/16/32 倍） 

検索ﾓｰﾄﾞ 

日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

ﾃﾞｰﾀ検索 

ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、 

ｲﾍﾞﾝﾄ検索、 

ﾃｷｽﾄｲﾝ検索、 

時間指定 

⇒ 日時検索、ｶﾚﾝﾀﾞｰ検索、ｲﾍﾞﾝﾄ検索 

ﾌﾞｯｸﾏｰｸ検索 

記録装置 ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 内蔵 SATA HDD×3 内蔵 SATA HDD×2 ⇒ 内蔵 SATA HDD×4 

容量 標準搭載 1TB・最大 6TB 搭載可 標準搭載 1TB 

最大 4TB 搭載可 

⇒ 標準搭載 1TB・最大 12TB 搭載可 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ﾃﾞｰﾀ出力 USB ﾒﾓﾘｰ USB ﾒﾓﾘｰ 

外部 USB ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ 

⇒ USB ﾒﾓﾘｰ 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ RS-485×1、RS-232×1（排他利用） ⇒ RS-485×2（PTZ＆ｷｰﾎﾞｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ）RS-232×1

その他 寸法 430(幅)×95(高さ)×419 

(奥行き)mm 

340(幅)×67(高さ)×266(奥行き)mm ⇒ 440（幅）×90（高さ）×415（奥行き）mm 

電源・電圧 DC12V、6.67A、80W DC12V、5A、80W ⇒ AC 100～240V、50/60Hz 90W 

■特徴 

- ﾏｳｽ､ﾘﾓｺﾝ、前面ﾎﾞﾀﾝを利用した簡単操作   - 高画質、低容量の H.264 ｺｰﾃﾞｯｸを使用              - 各ﾁｬﾝﾈﾙ毎ﾘｱﾙﾀｲﾑ 録画 （480fps@960H） 

- 安定した Embedded LINUX OS を使用        - 多様な録画方式（一般､ｱﾗｰﾑ､ﾓｰｼｮﾝ､ｽｹｼﾞｭｰﾙ録画など）   - 全ﾁｬﾝﾈﾙをﾘｱﾙﾀｲﾑでﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ可能 

■変更時期 ３月中旬 

 変更発生によりご迷惑をお掛け致します。何卒、宜しくお願い申し上げます。                        以上 

生産・販売終了 後継機種 


