
お取引様各位                            2015 年 7 月 10 日配信 

 
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。 

新機種／後継機／販売終了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 

 

 
 
 
 
 
 

■主な仕様            < SC-IPT0804 PoE 対応ネットワーク伝送装置（4ch・TX） >            

データ 伝送帯域幅 (MAX) 

PHY(Physical Layer Speed) 200 Mbps 

UDP 90 Mbps 

TCP 75 Mbps 

電源 

入力 SC-IPR0801 もしくは別売りのアダプター 

出力 PoE (IEEE802.3af) 

動作確認 
PSE Status LED(各チャンネル別 PoE 出力時 On) 

Link Status LED(Power, Coax Link, System Status) 

最大伝送可能距離 
5C-HFBT (Full Bandwidth) : 800m 

5C-HFBT (Up to 10Mbps) : 1,800m 

接続ポート 

同軸ケーブル BNC_F (75Ω) 

イーサネット RJ-45 1x4 

電源出力 2Pin Terminal Block(For PSE Power) 

動作温度/湿度 -10℃～+50℃ / 0～80% 

材質/重量 アルミニウム / 300g 

外形寸法 143（幅）×93（高さ）×35（奥行き）mm 

 ※SC-IPR0801 PoE 対応ネットワーク伝送装置(RX)と一緒にご使用ください。 

 

新機種／後継機／販売終了のご案内 

新機種のご案内 

カテゴリー：防犯・監視システム   



 

■特徴  - ４チャンネルタイプ EOC（Ethernet over Coax）送信機 

     - ４台のネットワークカメラのデータを既設の同軸ケーブルを利用して伝送可能 

■価格   別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。 

■販売時期 8 月初旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な仕様         ＜ SC-IPR0801 PoE 対応ネットワーク伝送装置(RX) ＞ 

伝送可能距離（5C-FB） 1km 

接続端子 
RJ-45、BNC、電源入力端子（DC48V）※ 

※PoE 給電ではない場合に使用 

電源入力 PoE 給電 / DC48V 1.04A 

動作保証温度／湿度 -10℃～+40℃／0～80％ 

材質／質量 アルミニウム／160g 

寸法 123（幅）×63（高さ）×25（奥行き）mm 

※電源アダプター付属 

※SC-IPT0804 PoE 対応ネットワーク伝送装置（4ch・TX）と一緒にご使用ください。 

 

■特徴  - 一つの同軸ケーブルで電源＋デジタルデータ信号重畳伝送     

 - 5C-FB 同軸ケーブルで 1km 長距離伝送可能 

 - 受信機から PoE Hub 又は DC 48V アダプターを通じて電源入力可能 

■価格   別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。 

■販売時期 8 月初旬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
生産・販売終了                   後継機種 

 
 
 
 

 

■主な仕様の違い    < DBB-20VF >                    < DBP-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(DSS ON)：0.0002 ルクス 

 

⇒

カラー：0.05 ルクス 

白黒(DSS ON)：0.000005 ルクス 

レンズ DC アイリスバリフォーカルレンズ 

（f＝2.8－10.5mm、F1.2） 

⇒ DC アイリスバリフォーカルレンズ  

（f=2.8～12mm） 

水平解像度 580 TV 本 ⇒ 700 TV 本 

電源/消費電力 DC12V  / 200mA 最大 2.4W ⇒ DC12V /  120mA 最大 1.4W  

外形寸法 φ 100( ド ー ム 径 )  102( 高 さ ) ×

130.6(幅)mm 

⇒ φ122.8×101.5（高さ）mm 

                              

■特徴  - 解像度 700TV 本 - 1/3 インチ高感度 CCD（960H） - デイナイト選択、TDN（ICR フィルター内蔵） 

■価格   別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。 

■変更時期 在庫無くなり次第 

生産・販売終了               後継機種 

 

 

 

  

■主な仕様の違い          < SMB-20Z12F >             < SMF-50Z12F> 

撮像素子 1/4 インチ高感度 CCD ⇒ 1/4 インチ SONY Super HADⅡ 

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(DSS ON)：0.0002 ルクス 

 

⇒

カラー：0.05 ルクス 

白黒(DSS ON)：0.0004 ルクス 

レンズ ズーム比 光学 12 倍、 

デジタル 12 倍（最大 144 倍） 

⇒ 光学 12 倍、 

デジタル 32 倍（最大 384 倍） 

ズームコントロー

ル範囲 

1 倍～144 倍 

（12 倍以上はデジタルズーム） 

1 倍～144 倍 

（12 倍以上はデジタルズーム） 

焦点距離 f=3.68（ワイド）～43.53（テレ）mm f=3.8（ワイド）～45.6（テレ）mm 

アイリス動作範囲 F1.65（ワイド）～F1.99（テレ） F1.6（ワイド）～F2.7（テレ） 

水平解像度 550 TV 本 ⇒ 700 TV 本 

電源/消費電力 DC12V  /  最大１A ⇒ DC12V  /  最大１A  

後継機のご案内 



外形寸法 ドーム部分 : ∅116.8 

ハウジング：∅146×140（高さ）mm 

⇒ ドーム部分 : ∅116.8 

ハウジング：∅146×140（高さ）mm 

■特徴  - 384 倍ズーム（光学 12 倍、デジタル 32 倍）   - 127 プリセットポジション   

■価格   別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。 

■変更時期 8 月中旬 

 

生産・販売終了                     後継機種 

 

 

 

          （サンシェード無）                （サンシェード無） 

 

 

 

          （サンシェード有）                （サンシェード有） 

■主な仕様の違い   < SNB-22Z12FW／SNB-22Z12FP >        < SNF-52F12FHW／SNF-52F12FHP > 

撮像素子 1/4 インチ高感度 CCD ⇒ 1/4 インチ SONY Super HADⅡ 

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(DSS ON)：0.0002 ルクス 

 

⇒

カラー：0.05 ルクス 

白黒(DSS ON)：0.000004 ルクス 

レンズ ズーム比 光学 12 倍、 

デジタル 12 倍（最大 144 倍） 

⇒ 光学 12 倍、 

デジタル 32 倍（最大 384 倍） 

ズームコントロール

範囲 

1 倍～144 倍 

（12 倍以上はデジタルズーム） 

1 倍～144 倍 

（12 倍以上はデジタルズーム） 

焦点距離 f=3.68（ワイド）～43.53（テレ）mm f=3.8（ワイド）～45.6（テレ）mm 

アイリス動作範囲 F1.6７（ワイド）～F1.99（テレ） F1.6（ワイド）～F2.7（テレ） 

水平解像度 550 TV 本 ⇒ 700 TV 本 

電源/消費電力 AC 24V/1.0A（ヒーターON） ⇒ AC 24V/1.5A（ヒーターON） 

外形寸法 ドーム部分 : ∅116.8、 

ハウジング：∅146×140（高さ）mm 

⇒ ドーム部分 : ∅116.8、 

ハウジング：∅146×140（高さ）mm 

                              

■特徴 - 384 倍ズーム（光学 12 倍、デジタル 32 倍）  - IP66  - 高解像度：700TV 本（白黒 750TＶ本） 

■価格   別途弊社営業担当よりご案内申し上げます。 

■変更時期 8 月中旬 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
製品一覧 

 

XCD-50VF（CNB）在庫限り 

 

SC-40DQF（SeeEyes） 

 

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 
 
 

ＣＮＢ社製／SeeEyes 社製生産・販売終了のご案内 


