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ニュースリリース

アナログ HD 方式ワンケーブルカメラ 4 機種 販売開始

防犯・監視カメラシステム販売の株式会社店舗プランニングは、HiSharp 社製アナログ HD 方式ワンケーブルカメラ 4

機種及び、ワンケーブルカメラ用電源ユニットを販売開始いたしました。

【製品ラインアップ】 

■ワンケーブルカメラ

ボックスカメラ
HS-1080BF 

全天候赤外線カメラ
HS-1080BLF-IR30 

赤外線

ドームカメラ
HS-1080DF-IR30 

全天候赤外線

ドームカメラ
HS-1080VDF-IR30 

■ワンケーブルカメラ用電源ユニット

VP カメラ電源ユニット（4CH） 
HS-H010P4 

VP カメラ電源ユニット（8CH） 
HS-H010P8 

【主な特長】 

■ワンケーブルカメラ

 ボックス型、ドーム型、全天候型をラインアップ

 同軸ケーブル１本で映像信号と電源を伝送

 1/2.8 インチ SONY CMOS 2.0 メガピクセル

 バリフォーカルレンズ：2.8～12mm（ボックスカメラはレンズ別売です）

 ビデオフォーマット：TVI / AHD / CVI / CVBS

 IR カットフィルタ内蔵

 デジタルノイズリダクション：2DNR / 3DNR

 赤外線 LED：30 個内蔵、照射距離 25m（ボックスカメラを除く）

 同軸ケーブル伝送距離：250m

■ワンケーブルカメラ用電源ユニット

 4ch 用と 8ch 用をラインアップ

 回路ショート/オーバーフロー防止

 TVI / AHD / CVI / CVBS 互換

 フルレンジ AC 電源入力
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【仕様】ワンケーブルカメラ 

品番
ボックスカメラ

HS-1080BF 
全天候赤外線カメラ
HS-1080BLF-IR30 

赤外線

ドームカメラ
HS-1080DF-IR30 

全天候赤外線

ドームカメラ
HS-1080VDF-IR30 

外観

主な特長

 IR カットフィルタ

内蔵
 2DNR/3DNR
※レンズ別売

 バリフォーカルレ

ンズ：2.8～12mm
 IR カットフィルタ

内蔵
 2DNR / 3DNR

バリフォーカルレ

ンズ：2.8～12mm
 IR カットフィルタ

内蔵
 2DNR / 3DNR

 バリフォーカルレ

ンズ：2.8～12mm
 IR カットフィルタ

内蔵
 2DNR / 3DNR

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

フィルター ICR 

タイプ CS マウント バリフォーカル：2.8～12mm 

レンズ画角 － 水平（H）：85°～28.4°、垂直（V）：61.42°～25.8° 

ビデオ出力

出力 系統（BNC 1.0 Vp-p, 75Ω） 

解像度 1080P30 

ビデオフォ

ーマット
TVI / AHD / CVI / CVBS 

ビデオ

コントロー

ル

AGC 0～15 段階 

S/N 比 52dB 以上（AGC OFF） 

WDR OFF / BLC / DWDR / HSBLC 

最低被写体

照度
0.01 ルクス 

DNR 2DNR/3DNR 

アイリス

調整
DC / MANUAL 

ホワイト

バランス
ATW,AWB,マニュアル,室内,室外,AWC 

電子

シャッター
オート,1/30,60,240,480,1000,2000, 5000,10000,50000,x2,x4,x6,x8,x10,x15,x20,x25,x30,FLK

OSD 言語 日本語、英語を含む 16 言語 

デイナイト EXT/オート/カラー/白黒 

DEFOG OFF/AUTO（POS/SIZE,GRADATION） 

プライバシ

ーマスク
OFF/ON（4 ヶ所） 

Defect OFF/ON（ライブ/白キズ/黒キズ） 

DSS OFF/AUTO（x2～x30） 

デジタル

エフェクト
OFF/ミラー/V-FLIP/回転 

赤外線 LED － 30 

赤外線

照射距離
－ 25m 
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【仕様】ワンケーブルカメラ 続き 

品番
ボックスカメラ

HS-1080BF 
全天候赤外線カメラ
HS-1080BLF-IR30 

赤外線

ドームカメラ
HS-1080DF-IR30 

全天候赤外線

ドームカメラ
HS-1080VDF-IR30 

ビデオコン

トロール

IR カット ○ 

OSD コント

ロール
OSD KEY 

RS-485 －

同軸ケーブル伝送距離

（3C） 250m 

消費電力 146mA±10% IR OFF（150mA）/IR 
ON（262mA）±10% 

IR OFF（152mA）/IR 
ON（267mA）±10% 

IR OFF（145mA）/IR 
ON（260mA）±10% 

入力電源 BNC/DC 12V（±10%） 

外形寸法

56（幅）× 50（高

さ）×125.7（奥行

き） mm 

78.5（幅）×139.4
（高さ）×278（奥行

き）mm 

130（ドーム径）

×106.6（高さ）mm 
150（ドーム径）×108

（高さ）mm 

重量 0.32kg 1.0kg 0.32kg 0.33kg 

動作保証温度 -10℃～50℃

保管温度 -20℃～70℃

規格認証 － IP66 － IP66 

本体希望小売価格 76,000 円（税抜） 108,000 円（税抜） 88,000 円（税抜） 96,000 円（税抜） 

【製品ラインアップと仕様】ワンケーブルカメラ用電源ユニット

品番
VP カメラ電源ユニット（4CH） 

HS-H010P4 
VP カメラ電源ユニット（8CH） 

HS-H010P8 

外観

主な特長

 4CH 同軸ケーブル電源

回路ショート/オーバーフロー防止

 TVI / AHD / CVI / CVBS 互換

フルレンジ AC 電源入力

 8CH 同軸ケーブル電源

回路ショート/オーバーフロー防止

 TVI / AHD / CVI / CVBS 互換

フルレンジ AC 電源入力

ビデオフォーマット TVI / AHD / CVI / CVBS 

カメラ入力 BNC-F×4 BNC-F×8 

ビデオ出力 BNC-F×4 BNC-F×8 

最大伝送距離 3C2V：250m（R <10Ω） 

LED 

ステータス

点滅（1秒） 接続なし/非公式デバイス接続 

点灯 接続

点滅 回路ショート/オーバーフロー 

電源 AC100～240V、50 / 60Hz 

消費電力 DC12V、500mA（チャンネルあたり） 

動作温度 -10℃～50℃

保管温度 -20℃～60℃

寸法 237.3（幅）×56.7（高さ）×211.8（奥行き）mm 393.3（幅）×56.7（高さ）×211.8（奥行き）mm 

重量 1.7kg 2.6kg 

本体希望小売価格 148,000 円（税抜） 208,000 円（税抜） 
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製造元：Hi Sharp Electronics Co.,LTD 

本体希望小売価格：上記表をご参照ください ※詳細価格につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。 

＜商品パンフレット・仕様書＞

ボックスカメラ HS-1080BF ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/745/ 

全天候赤外線カメラ HS-1080BLF-IR30 ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/705/ 

赤外線ドームカメラ HS-1080DF-IR30 ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/706/ 

全天候赤外線ドームカメラ HS-1080VDF-IR30 ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/707/ 

VP カメラ電源ユニット（4CH）HS-H010P4 ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/708/ 
VP カメラ電源ユニット（8CH）HS-H010P8 ： https://www.tenpo.co.jp/product/detail/709/ 

【HiSharp 社について】 

会社名 Hi Sharp Electronics Co.,LTD 

創立 1987 年 9 月 

所在地 台湾桃園市 

従業員 240 人 

主な製品 視覚映像、セキュリティ監視、IP 監視、車載用製品、工業用製品 

製品に関するお問い合わせ 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 E-mail：toiawase@tenpo.co.jp 

■発行元

株式会社 店舗プランニング セキュリティ事業本部 営業推進課

TEL：03-3378-4901 FAX：03-3378-4906 E-mail：kikaku@tenpo.co.jp 

株式会社 店舗プランニング 会社概要

代 表 者 ： 飛永 泰男（トビナガ ヤスオ） 

設  立 ： 平成 8 年 11 月 25 日 

資 本 金 ： 1,000 万円 

事業内容 ： 1．防犯カメラ、ハードディスクレコーダー、万引き防止システム、入退室管理システム等の卸販売 

2．海外メーカーの輸入代理店業務として最新でコストパフォーマンスに優れたセキュリティ機器の

日本市場への販売
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