
お取引様各位                           2015 年 4 月 3 日配信 

 

 

ワンケーブルカメラ納品開始のご案内 

 

 

 

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。 

さて、このたび弊社ではワンケーブルカメラの出荷準備が整いましたのでご案内いたします。 

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 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  BBP-50FVP VP ボックスカメラ 

 

 

 

 

  ■特徴 

- 解像度 700TV 本 

- 1/3 インチ高感度 CCD                  

- デイナイト選択、TDN（ ICR フィルター内蔵） 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  DBP-50VDWVP VP ドームカメラ 

（2.5～6mm） 

 

 

 

  ■特徴 

- 解像度：700TV 本 

- 1/3 インチ高感度 CCD 

- デイナイト選択、TDN（ICR フィルター内蔵） 

- 広角レンズタイプ 

 

撮像素子 1/3 インチ 高感度 CCD（960H） 

有効画素数 48 万画素 976（H）×494（V） 

最低被写体照度 カラー :0.05 ルクス, 0.00001 ルクス（DSS On） 

白黒    :0.005 ルクス（ICR）0.000005 ルクス（DSS On）

レンズ CS マウント 

D.WDR OFF, LOW, MIDDLE, HIGH 

DNR 3D-DNR（Low, Middle, High, Off） 

電源/消費電力 VP カメラ電源ユニットより供給 

DC 12V 最大 2.0W / 160ｍA  

外形寸法 62（幅）×58（高さ）×93.6（奥行き） mm 

撮像素子 1/3 インチ 高感度 CCD（960H） 

有効画素数 48 万画素 976（H）×494（V） 

最低被写体照度 カラー :0.05 ルクス, 0.00001 ルクス（DSS On） 

白黒    :0.005 ルクス（ICR）0.000005 ルクス（DSS On）

レンズ DC アイリスバリフォーカルレンズ（f=2.5～6.0mm） 

D.WDR OFF, LOW, MIDDLE, HIGH 

DNR 3D-DNR（Low, Middle, High, Off） 

電源/消費電力 VP カメラ電源ユニットより供給 

DC 12V 最大 1.4W / 120mA 

外形寸法 φ122.8×101.5（高さ）mm 



 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  DBP-50VFVP VP ドームカメラ 

（2.8～12mm） 

 

 

 

  ■特徴 

- 解像度：700TV 本 

- 1/3 インチ高感度 CCD 

- デイナイト選択、TDN（ICR フィルター内蔵） 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  LCP-50VFVP VP 耐衝撃赤外線ドームカメラ 

 

 

 

   

 

 

■特徴 

- 1/3 インチ高感度 CCD（960H） 

- 高解像度 : 700TV 本 

- 赤外線 LED 内蔵（18 個）・耐衝撃型 

 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  WCP-50VFVP VP 全天候カメラ 

 

 

 

  ■特徴 

- 1/3 インチ高感度 CCD（960H） 

- 高解像度 : 700TV 本 

- 赤外線 LED 内蔵（18 個）・耐衝撃型 

 

 

 

 

 

撮像素子 1/3 インチ 高感度 CCD（960H） 

有効画素数 48 万画素 976（H）×494（V） 

最低被写体照度 カラー :0.05 ルクス, 0.00001 ルクス（DSS On） 

白黒    :0.005 ルクス（ICR）0.000005 ルクス（DSS On）

レンズ DC アイリスバリフォーカルレンズ（f=2.8～12mm） 

D.WDR OFF, LOW, MIDDLE, HIGH 

DNR 3D-DNR（Low, Middle, High, Off） 

電源/消費電力 VP カメラ電源ユニットより供給 

DC 12V 最大 1.4W / 120mA 

外形寸法 φ122.8×101.5（高さ）mm 

撮像素子 1/3 インチ 高感度 CCD（960H） 

有効画素数 48 万画素 976（H）×494（V） 

最低被写体照度 カラー :0.05 ルクス, 0.00001 ルクス（DSS On） 

白黒    :0.005 ルクス（ICR）0.000005 ルクス（DSS On）

0.00 ルクス（赤外線 LED On） 

レンズ DC アイリスバリフォーカルレンズ（f=2.8～12mm） 

赤外線 

LED＆センサー 

最大照射距離 

 

赤外線 LED18 個（850nm, 45˚）, センサー1個 

最大 15ｍ 

DNR 3D-DNR（Low, Middle, High, Off） 

電源/消費電力 VP カメラ電源ユニットより供給 

DC 12V 3.36W / 280mA 

外形寸法 φ140（ベース径）、φ100（ドーム径）×103（高さ）mm 

撮像素子 1/3 インチ 高感度 CCD（960H） 

有効画素数 48 万画素 976（H）×494（V） 

最低被写体照度 カラー :0.05 ルクス, 0.00001 ルクス（DSS On） 

白黒    :0.000005 ルクス（DSS On） 

0.00 ルクス（赤外線 LED On） 

レンズ DC アイリスバリフォーカルレンズ（f=2.8～12mm） 

赤外線 

LED＆センサー 

最大照射距離 

 

赤外線 LED18 個（850nm, 45˚） 

最大 20ｍ 

DNR 3D-DNR（Low, Middle, High, Off） 

電源/消費電力 VP カメラ電源ユニットより供給 

DC 12V 3.36W / 280mA 

外形寸法 78.0×150.0（高さ）mm 



■製品名／型番              ■主な仕様 

  SC-VRP0601 ワンケーブルユニット 

 

 

 

  ■特徴 

- 同軸ケーブル 1 本に映像信号と電源を伝送 

- 5C-2V 等で約 1km、3C-2V で約 500ｍまで 

ノイズに強く  高画質伝送 

- サージプロテクト機能内蔵 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  SC-VRP0604 ワンケーブルユニット 4ch 

 

 

  ■特徴 

- 同軸ケーブル 1 本に映像信号と電源を伝送 

- 5C-2V 等で約 1km、3C-2V で約 500ｍまで 

ノイズに強く  高画質伝送 

- サージプロテクト機能内蔵 

- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で 

接続を間違えても電流を流さない安心設計 

 

 

■製品名／型番              ■主な仕様 

  SC-VRP0608 ワンケーブルユニット 8ch 

 

 

  ■特徴 

- 同軸ケーブル 1 本に映像信号と電源を伝送 

- 5C-2V 等で約 1km、3C-2V で約 500ｍまで 

ノイズに強く  高画質伝送 

- サージプロテクト機能内蔵 

- 距離の調整がオートになる、エコー確認機能で 

接続を間違えても電流を流さない安心設計 

 

■販売時期 全製品 4月中旬 

何卒、宜しくお願い申し上げます。                                         以上 

 

映像信号出力 1.0Vp-p（75Ω、コンポジット） 

映像信号帯域幅 8MHz 

伝送距離 自動調節 

動作確認 赤色 LED 

映像出力 BNC（コード長 45cm） 

電源 AC アダプタ DC48V/1.04A (最大 50W） 

外形寸法 89.7（幅）×60（奥行）×25（高さ）mm 

動作温度/湿度 -10℃～+50℃/0～80% RH 

材質/質量 アルミニウム/120ｇ（本体のみ） 

映像信号出力 1.0Vp-p（75Ω、コンポジット） 

映像信号帯域幅 8MHz 

伝送距離 自動調節 

動作確認 緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信

映像出力 RCA ピンジャック、1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）  

電源 AC90～250V、50/60Hz （最大 60W） 

外形寸法 430（幅）×350（奥行）×44（高さ）mm（突起含まず） 

動作温度/湿度 -10℃～+50℃/0～80% RH 

材質/質量 スチール/3.28kg 

映像信号出力 1.0Vp-p（75Ω、コンポジット） 

映像信号帯域幅 8MHz 

伝送距離 自動調節 

動作確認 緑色:映像信号受信/赤色:ショート/黄色:映像信号未受信

映像出力 RCA ピンジャック、1.0Vp-p（75Ω、コンポジット）  

電源 AC90～250V、50/60Hz （最大 120W） 

外形寸法 430（幅）×350（奥行）×44（高さ）mm（突起含まず） 

動作温度/湿度 -10℃～+50℃/0～80% RH 

材質/質量 スチール/3.28kg 


