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生産・販売終了                     後継機種 
 

 
 

■主な仕様の違い      < C1080PT-Z20 >                < C1080PT-Z20B> 

撮像素子 1/2.8゛2.1 ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ CMOS ⇒ 1/3゛2.1 ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙ CMOS ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ 

有効画素数 210 万画素 1920(H)×1080(V) ⇒ 210 万画素 1920(H)×1080(V) 

最低被写体照度 ｶﾗｰ   :1.7 ﾙｸｽ 高感度ﾓｰﾄﾞ 0.5 ﾙｸｽ 

白黒    :0.3 ﾙｸｽ 高感度ﾓｰﾄﾞ 0.095 ﾙｸｽ 

⇒ ｶﾗｰ   ：0.5 ﾙｸｽ  

白黒 ：0.1 ﾙｸｽ 

ﾚﾝｽﾞ 光学 20 倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 10 倍 ⇒ 光学 20 倍、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 32 倍 

動作保証温度/湿度 －40℃～＋50℃ / 10％ RH ⇒ -50 ºC～+70 ºC / 0%RH～90%RH 

電源/消費電力 AC24V ﾋｰﾀｰ OFF 30W,ﾋｰﾀｰ ON 55W ⇒ AC21V～AC26V, 50/60Hz 

外形寸法 146mm(ﾄﾞｰﾑ径φ),259(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ径φ)×266(高さ mm) ⇒ 148.5(ﾄﾞｰﾑ径φ),237.6（ﾊｳｼﾞﾝｸﾞφ）×277mm 

■特徴 

- HD-SDI 1080p25/30 & 720p50/60 ﾋﾞﾃﾞｵ出力   - 赤外線ｶｯﾄﾌｨﾙﾀｰ付ﾄｩﾙｰ･ﾃﾞｲ&ﾅｲﾄ 

- ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ／ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｿﾞｰﾝ機能      

■変更時期 5 月初旬 

 

 

 

 

 

 

 

後継機のご案内（カメラ 5 機種・DVR4 機種） 

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。 

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       < CCM-20VF >                < CCP－50VF > 

撮像素子 1/3 ｲﾝﾁ高感度 CCD ⇒ 1/3 ｲﾝﾁ高感度 CCD（960H） 

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 ：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(ICR)：0.005 ﾙｸｽ 

 

ﾚﾝｽﾞ ﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ（f＝3.8～9.5mm） ⇒ ﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ（f=2.8～12mm） 

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

電源/消費電力 DC12V（±10％）300mA 最大 3.6W ⇒ DC12V（±10％）330mA 最大 3.9W 

外形寸法 64.3(幅)×55.4(高さ)×147.2(奥行き)mm ⇒ 64.3(幅)×55.4(高さ)×147.2(奥行き)mm 

■特徴 

- 解像度：700TV 本    

- 赤外線 LED 内蔵（2個／最大 25m） 

■変更時期 4 月初旬 

 

 

 

生産・販売終了                    後継機種 
 
 

 
■主な仕様の違い       < BBB-20F >                 < BBP-50F > 

撮像素子 1/3 ｲﾝﾁ高感度 CCD ⇒ 1/3”ｲﾝﾁ 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 ：0.0002 ﾙｸｽ 

夜間 ：0 ﾙｸｽ(赤外線 LED ON) 

 

⇒

ｶﾗｰ   ：0.05 ﾙｸｽ 

白黒 ：0.005 ﾙｸｽ 

ﾜｲﾄﾞﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚﾝｼﾞ WDR 最高 60dB ⇒ D.WDR 最高(Off / Low / Middle / High) 

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

電源/消費電力 DC12V（±10％）170mA 最大 2.1W ⇒ DC12V（±10％）120mA 最大 1.4W 

外形寸法 70(幅)×64(高さ)×135(奥行き)mm ⇒ 62（幅）×58（高さ）×93.6（奥行き）mm 

■特徴 

- 解像度 : 700TV 本 

-D.WDR / DSS / TDN（ICR）、3D-DNR 

- 最低被写体照度：0.000005 ﾙｸｽ(B/W / DSS On) 

■変更時期 4 月初旬 

 
 

 



生産・販売終了                    後継機種 
 
 
 
 

■主な仕様の違い       < XGB-24VF >                 < XCP-50VF > 

撮像素子 1/3 ｲﾝﾁ高感度 CCD ⇒ 1/3" ｲﾝﾁ 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 ：0.0002 ﾙｸｽ（DDS ON） 

夜間 ：0 ﾙｸｽ(赤外線 LED ON)、F1.2、30IRE 

 

⇒

ｶﾗｰ   ：0.05 ﾙｸｽ 

白黒  ：0.000005 ﾙｸｽ 

夜間   :0 ﾙｸｽ(赤外線 LED ON) 

ﾚﾝｽﾞ ﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ（f＝3.8～9.5mm） ⇒ DC ｱｲﾘｽﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ（f=2.8～12mm） 

動作保証温度/湿度 － ⇒ -10℃～+50℃ / 30%～80% RH 

赤外線 LED＆ｾﾝｻｰ 赤外線 LED 70 個 ｾﾝｻｰ 1 個 ⇒ 赤外線 LED 42 個 （850nm, 45˚）、ｾﾝｻｰ 1 個 

赤外線 LED 照射距離 最大 60m ⇒ 最大 35m 

電源/消費電力 AC24V DC12V 800mA  ⇒ DC12V（±10％）最大 6W / 720mA 

外形寸法 125.7(幅)×222.3(高さ)×372.4(奥行き)mm ⇒ 73.5(幅)×80.35(高さ)×250.5(奥行き)mm 

■特徴 

- 解像度 : 700 TV 本 

- DC ｱｲﾘｽﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ内蔵（f=2.8～12mm） 

- 赤外線 LED 42 個内蔵 

■変更時期 5 月中旬 

 

生産・販売終了                    後継機種 
 
 
 
 

■主な仕様の違い       < DSL-20SA >                 < SG-Q42 > 

撮像素子 1/3 ｲﾝﾁ SONY Super HAD CCD ⇒ 1/3 ｲﾝﾁ SONY Super HAD Ⅱ 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 0.005 ﾙｸｽ ⇒ 0.01 ﾙｸｽ 

ﾚﾝｽﾞ 固定ﾚﾝｽﾞ(f＝3.8mm) ⇒ 固定ﾚﾝｽﾞ(f＝3.6mm) 

動作保証温度/湿度 －40℃～＋50℃ / 10％ RH ⇒ -10°C ～+50°C / 最高 90% RH 

ﾏｲｸ 内蔵 ⇒ ― 

電源/消費電力 DC12V（±10％）150mA 最大 1.8W ⇒ DC12V（±10％） 80mA 

外形寸法 89.5(ﾄﾞｰﾑ径φ)×63(高さ)×113(幅)mm ⇒ 80(ﾄﾞｰﾑ径φ)×112(幅)×87(高さ)mm 

■特徴 

- 解像度：700TV 本 

- 3.6mm 固定ﾚﾝｽﾞ 

■変更時期 3 月下旬 

 



 

生産・販売終了                       後継機種 
 

 
■主な仕様の違い   

製品名 HDC801H (8CH) HD800F-R (8CH) ⇒ HSC801F-D (8CH) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 SMPTE 292M （HD-SDI） ⇒ SMPTE 292M（HD-SDI),EX-SDI 

解像度 SMPTE 274M（1080p, 1920x1080）: 25, 30, 29.97 fps ⇒ HD1080p     1920x1080 / 25, 30 FPS 

HD720p      1280x720 / 25, 30, 50, 60 FPS 

EX-SDI     1920x1080 / 25, 30FPS 

ｱﾅﾛｸﾞ    720x480 / 60i or 720x576 / 50i 

960H     960x480 / 60i or 960x576 / 50i 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ 入力ﾌｫｰﾏｯﾄの自動検出 ⇒

ｺﾈｸﾀｰ 8ch, 75Ω BNC ｺﾈｸﾀｰ ⇒ 8ch, 75Ω BNC ｺﾈｸﾀｰ 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力  

 

HDMI 

1920×1080p@HDMI 

ﾕｰｻﾞｰ定義のｼｰｹﾝｽ/ｱﾗｰﾑﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

⇒ HDMI 1, 4, 9 分割 

VGA 1920 x 1080  

ﾕｰｻﾞｰ定義のｼｰｹﾝｽ / ｱﾗｰﾑﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

BNC 1, 4, 9 分割 CVBS(ｽﾎﾟｯﾄ出力) 

ﾕｰｻﾞｰ定義のｼｰｹﾝｽ / ｱﾗｰﾑﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

1, 4, 8 分割 1, 4, 9 分割 ⇒

録画 圧縮方式 H.264 / JPEG ⇒ H.264 / JPEG 

解像度 1920×1080 ⇒ 1920×1080, 1280×720, 720×480(576), 960×480(576)

ｽﾋﾟｰﾄﾞ 120/100fps＠1080p 240/200fps＠1080p ⇒ ﾁｬﾝﾈﾙごと 最大 30fps(25fps) 

品質 1080p, 10 levels up to 12Mbps ⇒ 10 levels up to 12Mbps 

ﾓｰﾄﾞ ﾏﾆｭｱﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ｽｹｼﾞｭｰﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/連続&ｲﾍﾞﾝﾄ ⇒ ﾏﾆｭｱﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ｽｹｼﾞｭｰﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/連続&ｲﾍﾞﾝﾄ 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 24 時間/7 日間 ⇒ 24 時間/7 日間 

再生 ﾓｰﾄﾞ 瞬時再生/ｻｰﾁ 1 画面/4/6/8 分割 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ ⇒ 瞬時再生/ｻｰﾁ 

ｽﾋﾟｰﾄﾞ 最大 120/100fps＠1080p 最大 240/200fps＠1080p ⇒ ﾁｬﾝﾈﾙごと 最大 30fps(25fps)  

ｻｰﾁﾀｲﾌﾟ 
日時, ｶﾚﾝﾀﾞｰ, ｲﾍﾞﾝﾄ, 

ｻﾑﾈｲﾙ, ｽﾏｰﾄ 

日時, ｶﾚﾝﾀﾞｰ, ﾀｲﾑﾗｲﾝ, 

ｲﾍﾞﾝﾄ, ｻﾑﾈｲﾙ, ｽﾏｰﾄ ,ﾃｷｽﾄ 

⇒ 日時, ｶﾚﾝﾀﾞｰ, ｲﾍﾞﾝﾄ,ｻﾑﾈｲﾙ, ｽﾏｰﾄ 

再生ブロック 24 時間～99 日間 ⇒ 24 時間～99 日間 

ｽﾄﾚｰｼﾞ& 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ 内蔵 SATA HDD×2, 外付け eSATA Interface×1 ⇒ 内部 SATA HDD×2、内部 eSATA Interface×1 

ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ 電源障害に対する独自のﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ､ﾃﾞｰﾀ損失保護 ⇒ 電源障害に対する独自のﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ､ﾃﾞｰﾀ損失保護 

容量 最大 32TB（eSATA 使用） ⇒ 最大 32TB（eSATA 使用時） 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの種類 ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙもしくはｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾈﾙ avi ﾌｧｲﾙ ⇒ ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙもしくはｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾈﾙ avi ﾌｧｲﾙ 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ USB ﾄﾞﾗｲﾌﾞ（2 ポート） ⇒ USB ﾄﾞﾗｲﾌﾞ（2 ポート） 

S.M.A.R.T. Temperature and Health checking ⇒ Temperature and Health 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ RS-232C×1, RS-485×2 ⇒ RS-232C×1, RS-485×2 

その他 寸法 350(幅)×393（奥行き）

×88(高さ)mm 

445(幅)×418(奥行き) 

×88(高さ)mm 

⇒ 350(幅)x 393（奥行き）x 88(高さ)mm 

電源/電圧/消費

電力 

AC 100～240V, 50/60Hz ⇒ DC 12V, 5A、最大 40W、通常 30W 

最大 75W ,通常 50W 

(HDD×1) 

最大 100W ,通常 70W  

（HDD×1） 

 



■特徴 

- 8chHD-SDI ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ DVR - すべてのﾁｬﾝﾈﾙにおいて EX-SDI 受信機能を内蔵 

- 多様なﾋﾞﾃﾞｵ規格をｻﾎﾟｰﾄ    （リピータなしで最大 400m の HD ﾋﾞﾃﾞｵ伝送をｻﾎﾟｰﾄ） 

- ﾁｬﾝﾈﾙごとに 30fps（25fps）記録及び再生 - HD1080p ﾗｲﾌﾞ/再生時において 1200TV 本以上の高解像度、EX-SDI ﾋﾞﾃﾞｵ入力 

- ﾁｬﾝﾈﾙごとに記録品質とﾌﾚｰﾑﾚｰﾄを調整可能 - ﾃﾞｭｱﾙｺｰﾃﾞｯｸ（H.264、JPEG）＆ﾏﾙﾁｽﾄﾘｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ 

- HDMI、VGA、BNC 映像出力 - 多様なﾗｲﾌﾞと再生表示（1/4/9 分割画面） 

   HDMI＆VGA：1920×1080 のﾋﾞﾃﾞｵ出力 - 内部 SATA ﾀｲﾌﾟ HDD 最大 2台 

   BNC：CVBS、ﾕｰｻﾞｰ定義の表示とｱﾗｰﾑｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰのｻﾎﾟｰﾄ - 日時､ｶﾚﾝﾀﾞｰ､ｲﾍﾞﾝﾄ､ｽﾏｰﾄ､ﾃｷｽﾄ検索が可能 

- 各種ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ（iPhone, Android Viewer） 

■変更時期 ４月初旬 

 
生産・販売終了                    後継機種 

 
  

■主な仕様の違い  
製品名 HDC1601M (16CH) HD1600F (16CH) ⇒ HS1600F-D (16CH) 

ﾋﾞﾃﾞｵ入力 映像入力 SMPTE 292M （HD-SDI） ⇒ HD-SDI (SMPTE 292M), EX-SDI 

CVBS, 960H 

解像度 SMPTE 274M（1080p, 1920x1080）: 25, 30, 29.97 

fps 

⇒ HD1080p     1920x1080 / 25, 30 FPS 

HD720p      1280x720 / 25, 30, 50, 60 FPS 

EX-SDI     1920x1080 / 25, 30FPS 

ｱﾅﾛｸﾞ    720x480 / 60i or 720x576 / 50i 

960H     960x480 / 60i or 960x576 / 50i 

ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ 入力ﾌｫｰﾏｯﾄの自動検出 ⇒

ｺﾈｸﾀｰ 16ch, 75Ω BNC ｺﾈｸﾀｰ ⇒ 16ch, 75Ω BNC ｺﾈｸﾀｰ 

ﾋﾞﾃﾞｵ出力  

 

HDMI 

1920×1080p@HDMI 

ﾕｰｻﾞｰ定義のｼｰｹﾝｽ/ｱﾗｰﾑﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

⇒ HDMI／VGA 1,4,9,10,13,16 分割 1920 x 1080 

BNC 1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 CVBS (ｽﾎﾟｯﾄ出力) 

ﾕｰｻﾞｰ定義のｼｰｹﾝｽ / ｱﾗｰﾑﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ 

1, 4, 8 分割 1, 4, 9 分割 ⇒

録画 圧縮方式 H.264 / JPEG ⇒ H.264 / JPEG 

解像度 1920×1080 ⇒ 1920×1080, 1280×720, 720×480(576), 960×480(576) 

ｽﾋﾟｰﾄﾞ 120/100fps@ 1080p 240/200fps＠1080p ⇒ ﾁｬﾝﾈﾙごと   最大 30fps(25fps) 

品質 1080p, 10 levels up to 12Mbps ⇒ 10 levels up to 12Mbps 

ﾓｰﾄﾞ ﾏﾆｭｱﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ｽｹｼﾞｭｰﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ 連続&ｲﾍﾞﾝﾄ ⇒ ﾏﾆｭｱﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ｽｹｼﾞｭｰﾙ&ｲﾍﾞﾝﾄ/ 連続&ｲﾍﾞﾝﾄ 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 24 時間/7 日間 ⇒ 24 時間/7 日間 

再生 
ﾓｰﾄﾞ 

瞬時再生/ｻｰﾁ 1 画面/4/6/8 分割 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 

⇒ 瞬時再生 / ｻｰﾁ 

ｽﾋﾟｰﾄﾞ 
最大 120/100fps＠

1080p 

最大 240/200fps＠1080p ⇒ ﾁｬﾝﾈﾙごと   最大 30fps(25fps) 

ｻｰﾁﾀｲﾌﾟ 
日時, ｶﾚﾝﾀﾞｰ,  

ｲﾍﾞﾝﾄ, ｻﾑﾈｲﾙ, ｽﾏｰﾄ 

日時, ｶﾚﾝﾀﾞｰ, ﾀｲﾑﾗｲﾝ, 

ｲﾍﾞﾝﾄ, ｻﾑﾈｲﾙ, ｽﾏｰﾄ,ﾃｷｽﾄ

⇒ 日時､ｶﾚﾝﾀﾞｰ､ｲﾍﾞﾝﾄ､ｻﾑﾈｲﾙ､ｽﾏｰﾄ､ﾃｷｽﾄ 

再生ブロック 24 時間～99 日間 ⇒ 24 時間～99 日間 

ｽﾄﾚｰｼﾞ ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ 内蔵 SATA HDD×2, 外付け eSATA Interface×1 ⇒ 内部 SATA HDD×5、内部 eSATA Interface×1、ｽﾄﾚｰｼﾞ用



&ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄﾈｯﾄﾜｰｸ（NS04R） 

ﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ 電源障害に対する独自のﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ､ﾃﾞｰﾀ損失保護 ⇒ 電源障害に対する独自のﾌｧｲﾙｼｽﾃﾑ､ﾃﾞｰﾀ損失保護 

容量 最大 32TB（eSATA 使用） ⇒ 最大 32TB（eSATA 使用時）、 

最大 128TB（NS04R 使用時） 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟの種類 ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙもしくはｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾈﾙ avi ﾌｧｲﾙ ⇒ ﾏﾙﾁﾁｬﾝﾈﾙもしくはｼﾝｸﾞﾙﾁｬﾝﾈﾙ avi ﾌｧｲﾙ 

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾃﾞﾊﾞｲｽ USB ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(2 ポート） ⇒ USB ﾄﾞﾗｲﾌﾞ(2 ポート） 

S.M.A.R.T. Temperature and Health checking ⇒ Temperature and Health checking 

ｼﾘｱﾙﾎﾟｰﾄ RS-232C×1, RS-485×2 ⇒ RS-232C×1, RS-485×2 

その他 寸法 350(幅)×393(奥行き)

×88(高さ)mm 

445(幅)×418(奥行き)×

88(高さ)mm 

⇒ 440（幅）×90（高さ）×415（奥行き）mm 

電源/電圧/消費電力 AC 100～240V, 50/60Hz ⇒ AC 100～240V, 50/60Hz 

最大 100W、通常 70W（HDD×1） 最大 75W ,通常 50W  

（HDD×1） 

最大 100W ,通常 70W  

（HDD×1） 

 

■特徴 

- 16chHD-SDI ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ ｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝ DVR - すべてのﾁｬﾝﾈﾙにおいて EX-SDI 受信機能を内蔵 

- 多様なﾋﾞﾃﾞｵ規格をｻﾎﾟｰﾄ    （ﾘﾋﾟ-ﾀなしで最大 400m の HD ﾋﾞﾃﾞｵ伝送をｻﾎﾟｰﾄ） 

- ﾁｬﾝﾈﾙごとに 30fps（25fps）記録及び再生 - HD1080p ﾗｲﾌﾞ/再生時において 1200TV 本以上の高解像度、EX-SDI ﾋﾞﾃﾞｵ入力 

- ﾁｬﾝﾈﾙごとに記録品質とﾌﾚｰﾑﾚｰﾄを調整可能 - ﾃﾞｭｱﾙｺｰﾃﾞｯｸ（H.264、JPEG）＆ﾏﾙﾁｽﾄﾘｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ 

- HDMI、VGA、BNC 映像出力 - 多様なﾗｲﾌﾞと再生表示（1/4/9 分割画面） 

   HDMI＆VGA：1920×1080 のﾋﾞﾃﾞｵ出力 - 内部 SATA ﾀｲﾌﾟ HDD 最大 2台 

   BNC：CVBS、ﾕｰｻﾞｰ定義の表示とｱﾗｰﾑｽﾎﾟｯﾄﾓﾆﾀｰのｻﾎﾟｰﾄ - 日時､ｶﾚﾝﾀﾞｰ､ｲﾍﾞﾝﾄ､ｽﾏｰﾄ､ﾃｷｽﾄ検索が可能 

- 各種ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑをｻﾎﾟｰﾄ（iPhone, Android Viewer） 

■変更時期 4 月初旬 

 

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 


