
お取引先様各位                          2016 年 2 月 16 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 

TVI HYBRID DVR  

 

 

< HTC410H / HTC810H >                               < HTC1610H > 

■主な仕様                         

 HTC410H HTC810H HTC1610H H 

ビデオ入力 ビデオ入力フォーマット HD-TVI 1080p/720p、アナログ960H/SD 

解像度  

フレームレート 

HD-TVI 1920x1080/ 25, 30fps 1280x720 / 25, 30fps 

960H 960x480/ 60iまたは960x576 / 50i 

アナログ 720x480 / 60iまたは720x576 / 50i 

コネクター 4ch, 75Ω BNCコネクター 8ch, 75Ω BNCコネクター 16ch, 75Ω BNCコネクター 

ビデオ出力 1, 4分割 1, 4, 9分割 1, 4, 9, 10, 13, 16分割 

HDMI：1920 x 1080 

VGA：1920x1080、1280x1024、1024x768、800x600 

ユーザー定義のシーケンス / アラームポップアップ 

録画 圧縮方式 H.264 / JPEG 

解像度 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 

スピード チャンネルごと最大15fps(12fps) @1080p、最大30fps(25fps) @720p 

品質 8Mbpsまで10レベル 

モード 連続/マニュアル/スケジュール 

スケジュール 24 時間 /7日間 

再生 モード 瞬時再生 / サーチ 

スピード チャンネルごと最大15fps(12fps) @1080p最大30fps(25fps) @720p 

サーチタイプ 日時、カレンダー / タイムライン、イベント、サムネイル、ブックマーク 

ブロック再生 24 時間～ 99日 

ストレージ＆バックアップ ストレージデバイス 内部 SATA HDD×1 内部 SATA HDD×2 

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、データ損失保護 

新機種のご案内 

カテゴリー：防犯・監視システム   



容量 標準 2TB、最大 HDD×1 標準 2TB、最大 HDD×2 

バックアップの種類 マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル AVI ファイル、JPEG（キャプチャー） 

バックアップデバイス USB ドライブ（2 ポート） 

S.M.A.R.T.（自己診断機能） 温度・状態確認 

その他 寸法 300（幅）×58（高さ）×270（奥行き）mm 430（幅）×55（高さ）×300（奥行き）mm

重量 1.3kg（HDD を除く） 2.35kg（HDD を除く） 

動作温度 +5℃～ +45℃ 

電源 DC 12V/ 4A DC 12V/ 5A 

消費電力 最大 14W（HDD を除く） 最大 20W（HDD を除く） 

規格認証 MSIP(KC), FCC, CE 

  

■特徴  - 多様なビデオ規格をサポート  

アナログ HD：HD-TVI / 1080、720P アナログ SD：960H、SD / 960H、480i、576i 

- チャンネルごとに 15fps@1080p 及び 30fps@720p 記録及び再生 

    - 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 

     - 内蔵 SATA タイプの HDD 最大 1台（4TB）まで搭載可能 

■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 2 月 29 日 

■備考   詳細はホームページ仕様書をご確認ください。 

 

 

10 倍屋外 PTZ ドームカメラ 

 

 

 

 

< MB-N10WW-T > 

■主な仕様 

カメラ イメージセンサー 1/2.86 インチ 第二世代 Panasonic CMOS センサー 

解像度 2 メガピクセル 

ズーム 光学 10 倍、デジタル 12 倍 

レンズ F1.6～1.8, f=5.1～51.0mm 

S/N 比 50 dB 以上（AGC OFF） 

画角 水平 : 54.0°（ワイド）～4.9°（テレ）,  垂直 : 31.0°（ワイド）～4.0°（テレ） 

最低被写体照度 0.5 ルクス （Color） / 0.001 ルクス （B/W, DSS） 

パン／チルト 

パン／チルト 範囲 パン : 360°（エンドレス） / チルト : 90° 

パン／チルト スピード 

プリセット : 360° /秒 

マニュアル : 0.05°～360° / 秒 （ズーム比） 

スイング  : 10°～180° / 秒 

ビデオ 出力 BNC×2 （TVI 及び CVBS） 



TVI HD-TVI （1080p30 / 720p60 / 720p30） 

CVBS 1Vp-p 

OSD 英語 

その他 マウントブラケット 壁面取付金具または埋め込み金具 

寸法 ドーム径 : ø 107.5 mm / ø 4.2 インチ 

ハウジング: φ155 x 144（高さ） mm 

重量 約 2.7 Kg（ブラケット含む） 

材質 ドーム : ポリカーボネード / ハウジング : アルミニウム 

電源 DC 12V / 1.8A 

防水 IP 67 レベル 

ファン 常時 ON 

ヒーター 内部の温度が 10 °C になった場合に ON 

動作保証温度 -30°C～50°C 

 

■特徴  - 2.0 メガピクセル フル HD カメラ（1920x1080P） 

- 120 倍ズームコントロール（光学 10 倍、デジタル 12 倍） 

- プリセット 209 ヶ所、スイング 10 ヶ所、パターン 4ヶ所、グループ 8個 

     -  ファンヒーター付耐衝撃全天候型 

■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 3 月中旬 

■備考   詳細はホームページ仕様書をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

本件に関するお問合せ   株式会社店舗プランニング  セキュリティ事業本部 

                    ＴＥＬ：03－3378－4901 ＦＡＸ：03－3378－4906  

http://www.tenpo.co.jp 


