
 

 

 

 

 

 

お取引先様各位                            2017 年 7 月 25 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。 

新製品/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 

新製品のご案内 

■主な仕様 

製品名／AHD180 度カメラ 

型番  ／HS-180AHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特徴 - AHD 180°パノラマカメラ -広角レンズ 1.85mm - OSD メニューを操作するための CoC（UTC）をサポート   

■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／発売中    

■備考／ホームページ公開中 

 

 

新製品/後継機種のご案内 

撮像素子 1/2.8 インチ SONY CMOS 2.0 メガピクセル 

総解像度 1920（H）×1080（V） 

走査方式 2：1インターレース 

レンズ 

  

  

タイプ パラメータレンズ：1.85 mm / F2.0 

レンズ画角 水平（H）：184°、垂直（V）：115° 

出力 系統（BNC 1.0 Vp-p, 75Ω） 

ビデオ 

出力 

  

解像度 1080P30 

ビデオフォーマット AHD 

S/N 比 50 dB 以上（AGC OFF） 

ビデオ  

コントロール 

 

最低被写体照度 0.1 ルクス @F2.0（AGC ON） 

アイリス調整 MANUAL 

ホワイトバランス AUTO 

電子シャッター 自動 1/60（1/50）～1 / 50,000 秒/ FLK 

デイナイト EXTERN 

同軸ケーブル伝送距離（3C/5C） 300 / 500m 

消費電力 / 入力電源 100mA±10% / DC12V（±10%） 

外形寸法 / 重量 / 動作保証温度 110（ドーム径）×87.7（高さ）mm / 0.36kg / -10℃～50℃ / 

保管温度 -20℃～70℃ 

規格認証 IP66 

カテゴリー：防犯・監視システム 



 

 

販売・生産終了機種のご案内 

 

 

＜ 販売・生産終了機種 ＞ 

 

製品名／型番 

 

 

 

 

ワンケーブルユニット 

SC-VCP0601 

 

 

 

 

ワンケーブルユニット 

SC-VCP0604 

 

 

 

 

 

ワンケーブルユニット 

SC-VCP0608 

 

製品仕様（送信機)  SC-VTP0601 

映像入力 1.0Vp-p, 75Ω 

電源出力 DC12V 500ｍA 

接続ポート 
入力 / 出力 DC-F & BNC-M ハーネス 

RF 出力 BNC-F 

外形寸法 -10℃～+50℃/0～80% RH 

動作温度/湿度 83.7（幅）×21（奥行）×33（高さ）mm 

材質/質量 アルミニウム / 60g（本体のみ） 

製品仕様（受信機)   SC-VRP0601 SC-VRP0604 SC-VRP0608 

映像信号出力 1.0Vp-p（75Ω、コンポジット） 

伝送距離 自動調節 

動作確認 赤色 LED 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 BNC（コード長 45cm） RCA ピンジャック、1.0Vp-p（75Ω、コンポジット） 

電源 AC アダプタ（DC48V/1.04A 最大 50W） AC90～250V、50/60Hz 

外形寸法 89.7（幅）×60（奥行）×25（高さ）mm 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 アルミニウム/120ｇ（本体のみ） スチール/3.28kg スチール/3.64kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



後継機種のご案内 

 

＜ 後継機種 ＞ 

 

■特徴 - 1 本の同軸ケーブルに映像+電源重量伝送              - AHD 1080p 30/25、720p 30/25 解像度支援 

    - 5C-FB 同軸ケーブルで映像+電源を遠距離伝送可能       - TVI 1080P 30/25、720p 30/25/60/50 解像度支援 

        - アナログ方式 1280H(130 万画素)/960H(52 万画素)       - 優れたノイズ除去効果で高画質映像伝送 

■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   

■備考／ホームページ公開中 

 

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 

製品名／型番 

 

 

 

 

アナログ HD 電源重畳装置 

SC-MVCP1001 

 

 

 

 

アナログ HD 電源重畳装置 

SC-MVCP1004 

 

 

 

 

アナログ HD 電源重畳装置 

SC-MVCP1008 

製品仕様（送信機) SC-MVTP1001 

映像入力 AHD, TVI, CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 

電源出力 DC12V/0.83A, 最大 10W 

接続ポート 入力 / 出力 DC-F & BNC-M ハーネス 

  RF 出力 BNC-F 

使用温度範囲/湿度 -10℃～+50℃ / 0～80% 

寸 法 71（幅）×33（高さ）×21（奥行き）mm 

材質 / 重量 アルミニウム / 100g 

製品仕様（受信機)   SC-MVRP1001 SC-MVRP1004 SC-MVRP1008  

映像出力 AHD, TVI , CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 

伝送距離 自動調整 

動作確認/線路監視 
点灯：良好 緑：正常 

点滅：異常発生 赤：リンクエラー 

接続ポート 

映像出力 BNC-M 

BNC-F 
RF 入力 BNC-F 

入力電源 / 消費電力 DC 48V/1.04A AC 100～240V、50/60Hz 

寸 法 77（幅）×60（高さ）×25（奥行）mm 430（幅）×44（高さ）×350（奥行）mm 

材質/質量 アルミニウム/130g スチール/3.5kg スチール/4.0kg 

使用温度範囲/湿度 -10℃～+50℃ / 0～80% 

付属品 電源アダプタ 


