
 

お取引先様各位                            2016 年 6 月 8 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。 

後継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。 

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

生産・販売終了                               後継機種 

 

 

 

<HDC400F－PD >                              < HDC420F-PD > 

 

■ 主な仕様 

製品名 ／ 型番 ４CH HD-SDI DVR ／ HDC400F－PD  ⇒ ４CH HD-SDI DVR ／  HDC420F-PD 

ビデオ入力 映像入力 SMPTE 292M （HD-SDI）DoubleReach™対応 2CH【奇数入力】 ⇒ HD-SDI (SMPTE 292M), EX-SDI 

解像度 /フレームレート SMPTE 274M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29，97 fps  

入力フォーマットの自動検出 

⇒ HD-SDI  1920x1080 / 25, 30 fps 

EX-SDI 1280x720 / 25, 30, 50, 60 fps 

コネクター 4ch, 75Ω BNC コネクター ⇒ 4ch, 75Ω BNC コネクター 

PoC 4ch Power over Coax 最大 16W/1CH 合計 64W  4ch, PoC, 最大 16W/1ch, 合計 64W 

CoC 4ch Control over Coax  4ch, CoC, 最大 57,600bps 

ビデオ出力 

HDMI 1, 4 分割 

ユーザー定義のシーケンス/アラームポップアップ 

1920×1080p@HDMI ポート 

⇒ HDMI  1, 4 分割  

⇒ VGA HDMI：1920×1080 

VGA ：1920×1080 

ユーザー定義のシーケンス/アラームポップアップ 

BNC 1, 4 分割 

CVBS 

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 ⇒ H.264 / JPEG 

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

スピード 120/100fps＠1080p ⇒ 最大 120/100fps 

品質 1080p,12Mbps まで 10 レベル ⇒ 8Mbps まで 10 レベル 

後継機種のご案内 

カテゴリー：防犯・監視システム   



モード マニュアル&イベント/スケジュール&イベント/ 連続&イベント ⇒ 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 ⇒ 24 時間 / 7 日間 

再生 モード 瞬時再生 / サーチ ⇒ 瞬時再生 / サーチ 

スピード 最大 120/100fps＠1080ｐ ⇒ 最大 120/100fps 

サーチタイプ 日時、カレンダー、イベント、サムネイル、スマート、テキスト ⇒ 日付、カレンダー/ タイムライン、イベント、サムネイル、テキスト 

ブックマーク 

ブロック再生 24 時間～99 日 ⇒ 24 時間～ 99 日 

イベント＆ 

アラーム 

イベントソース モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス ⇒ モーションディテクション、センサー、テキスト、ビデオロス 

イベントチェックスケジュール 24 時間 /7 日間 ⇒ 24 時間 /7 日間 

イベントアクション ブザー、リレー、e-mail、FTP、アラームポップアップ ⇒ ブザー、リレー、e-mail、FTP、ビデオポップアップ、カメラプリセット、

モバイルアラームプッシュ 

オーディオ 入力／出力 入力：4ch RCA / 出力：HDMI ⇒ 入力：1ch RCA / 出力：HDMI、RCA 

圧縮 16KHz, 16bit サンプリング ADPCM ⇒ 32Kbps, 16KHz, 16bit サンプリング ADPCM 

PTZ プロトコル C1080、C1080PT-Z20B、Pelco-D、Pelco-P、 

Samsung、Panasonic などを含む 35 モデル 

⇒ C1080、C1080PT-Z20B、C1080PT-Z10B、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、Panasonic

などを含む 41 モデル 

ネットワーク インターフェース ギガビットイーサネット×1（10/100/1000Mbps） ⇒ ギガビットイーサネット×１（10/100/1000Mbps） 

タイプ Static IP, Dynamic IP, xDSL ⇒ Static IP, Dynamic IP, xDSL , UPnP, RTSP 

DDNS ― ⇒ WNS, DynDNS, NoIP, WRS 

帯域幅の制限 サポート ⇒ サポート 

NTP サーバー /クライアント/ 双方 ⇒ サーバー /クライアント/ 双方 

ユーザー モニタリング ×10 , 再生 ×2 ⇒ モニタリング ×10 , 再生 ×2 

ストレージ＆ 

バックアップ 

ストレージデバイス 内部 SATA HDD×2 ⇒ 内部 SATA HDD×2、ストレージ用ギガビットネットワーク×1（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、データ損失保護 ⇒ 電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護 

容量 標準 2TB、最大内蔵 HDD×１（最大 4TB） ⇒ 標準 2TB、最大内蔵 HDD×2（最大 8TB） 

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 file ⇒ マルチチャンネルもしくはシングルチャンネル avi file 

その他 寸法 290（幅）×65（高さ）×232（奥行き）mm ⇒ 290（幅）×65（高さ）×232（奥行き）mm 

重量 2.5kg（HDD を除く）） ⇒ 2.5kg（HDD を除く） 

動作温度 +5°C ～ +45°C ⇒ +5°C ～ +45°C 

電源 DC 24V, 5A ⇒ DC 24V, 5A 

消費電力 最大 30W、通常 20W（HDD×1 の場合） ⇒ 最大 30W、通常 20W（HDD×1） 

規格認証 KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv（TBD） ⇒ KC, FCC, CE, RoHS 

 

■ 特徴  

   - 多様なビデオ規格をサポート     デジタル HD：HD-SDI、EX-SDI / 1080、720P         - カメラの電源と同軸ケーブルを介して OSD 制御（POC / COC）          

 - チャンネルごとに録画品質とフレームレート調整可能                                - カメラを使用して、火災警報を DVR、CMS とスマートフォンへ送信    

■ 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 在庫無くなり次第（ホームページ近日公開） 

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

                                               

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 


