
映像セキュリティシステム

Hitachi Smart Monitoring Solution

Hitachi 
Smart Monitoring 

Solution

Enhanced Model

http://www.hitachi.co.jp/bouhan/

Printed in Japan (H)
2018.11SC12A-03

信用と行き届いたサービスの当店へどうぞ。

●商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。●機種によっては品切れ、外観変更、仕様変更の場合がございます。また、商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。 ●日立の映像セキュリティシステム設置後、万一事故などによる損害が生じた場合、責任は負いかねます。●このカタログに掲載した内容は、2018年9月現在のものです。予告なく変更すること
がありますので、あらかじめご了承ください。 ●優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止などを意図して製作された製品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しましても、当社は責
任を負いかねますのでご了承ください。

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」の「使用上のご注意」
または「ご使用のしおり」をよくお読みください。

DS-NR1000  DS-NR2000 DS-NR3000 DS-NR4000
1TB×2 2TB×2 3TB×2 4TB×2

約5.7kg 約6.2kg 約6.2kg 約6.3kg

映像出力
音声出力
Ethernet(RJ45)
アラーム入出力
圧縮方式
フレームレート

■録画装置仕様

録画ストレージ容量 
価格 
ネットワークカメラ接続台数

項目

オープン価格※5

初期：9台（ライセンス適用時16/24/32台)
HDMI出力(2系統)
HDMI出力(1系統)

100BASE-TX/1000BASE-T
入力×8、出力×9、IP1～32アラーム入力

H.265/H.264
 最大 30fps

［Ｆ］：1920 × 1080、［H］：1280 × 720、［S］：1280 × 960、［A］：704 × 480 / 640 × 480、［B］：704 × 240
4モード(長時間、標準、高画質、最高画質)

G.726(32kbps)
最大 フル画面：15fps、4・9・16分割：6～15fps、25分割：5fps※7

1/2、1、5、30、100倍
ダブルパノラマモード、スクウェアビューモード、4画面モード、デジタルPTZモード

インデックスサーチ、モーションディテクターサーチ、日時絞り込みサーチ、カレンダーサーチ、タイムデートサーチ、スライダーバーサーチ、いたずら検知サーチ
USB2.0(前面2ポート)/USB3.0(背面2ポート)

e-SATA×2
AC 100V 50Hz/60Hz

＋5～＋40℃（10～75%以下　ただし結露なきこと）
55W以下

360(W)×87(H)×347(D) mm（突起部含まず）

入出力

映像記録

音声記録
ライブ表示レート 
再生スピード
全方位補正（フル画面表示時のみ） 
検索 
拡張端子
HDD増設端子
電源 
使用温度範囲（湿度） 
消費電力 
外形寸法
質量

DS-CHK0916 DS-CHK0924 DS-CHK0932
カメラ接続可能台数を
9台から16台へ増加

カメラ接続可能台数を
9台から24台へ増加

カメラ接続可能台数を
9台から32台へ増加

■カメラ接続数増加ライセンスキー

機能

項目

価格 オープン価格※8

驚きの保存力
シリーズ

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安
心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、そ
の基準に適合した機器を 「優良防犯機器」 と認定することにより、優良な防犯機器の開発
及び普及の促進を図る自主認定制度です。
認定を受けた 「優良防犯機器」 には、防犯機器の安心マークである、RBSSのロゴマークを
表示することができます。

接続確認を行った機器の最新情報はhttp://www.hitachi.co.jp/bouhan/をご覧ください。 Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Fine Vision、Fine Vision XD、VisionNetは株式会社 日立産業制御ソリューションズの登録商標です。
ONVIFはONVIF Inc.の登録商標です。Ethernetは、米国Xerox Corp.の登録商標です。

Windows® Internet Explorer 11対応ブラウザ

※8：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※5：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※6：DI-CF590接続時の最大記録解像度は［S］になります。 ※7：接続カメラや録画装置の設定条件によって異なります。

解像度※6

画質

DI-CB520  DI-CD520 DI-CS520 DI-CF590

種類
F値
焦点距離
画角[水平]
画角[垂直]
撮像素子
有効画素数

レンズ

■ネットワークカメラ仕様

価格
項目

オープン価格※１

最低被写体照度

電動バリフォーカルレンズ
F1.4(WIDE)～F2.8(TELE)

3mm(WIDE)～9mm(TELE)（約3倍）
32°～103°(16:9)、24°～77°(4:3)

18°～54°(16:9/4:3)

CSマウント
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる

固定焦点（魚眼）
F2.2
1.29mm
180°
180°

1/1.7型CMOS型固体撮像素子
約1240万ピクセル(4072（H）×3046（V）)

1/2.8型CMOS型固体撮像素子
約213万ピクセル(1945（H）×1097（V）)

標準時：1.4lx以下(条件：同左)
高感度時:0.18以下(条件：同左)

センサー

標準時：0.1lx以下(1/30s 電子感度アップ×1 AGC HIGH)
高感度時:0.013以下(1/30s 電子感度アップ×8 AGC HIGH)

ワイドダイナミックレンジ（WDR）
電子感度アップ（DSS）
デジタルノイズリダクション（DNR）
ホワイトバランス
オートゲインコントロール（AGC）
フリッカー補正
プライバシーマスク
デイナイト機能（ナイトモード）
画像圧縮方式

カメラ機能

有(×1、×2、×4、×8、×16、×32)
有(OFF/LOW/MID/HIGH)

自動/手動
自動(LOW、NORMAL、HIGH)

有
有

AUTO/DAY/NIGHT
H.265/H.264

出力画像処理 反転、ミラー

FHD(1920×1080)、SHD(1440×1080)、SXVGA(1280×960)、HD(1280×720)、D1(704×480)、H-D1(704×240)、
VGA(640×480)、HVGAW(640×360）、Q-VGA(320×240)、SIF(352×240)  解像度画像

フレームレート 最大30fps 最大20fps
通信プロトコル※2

マルチキャスト対応
ONVIF対応
時計機能

IPv4、ICMP、ARP、TCP、UDP、RTP、HTTP、RTSP、RTCP、DNS、DHCP
無
無

有(内蔵)
有※3（micro SDHC/SDXCメモリーカードへ記録）

-10～＋50℃　起動時：0～＋50℃ (90%以下　ただし結露なきこと)
PoE/DC 12V

SDカード  記録機能
使用温度範囲(湿度）
電源
消費電力
外形寸法
質量

通信

約3.0W
70(W)×61(H)×160(D) mm

約520g

約3.1W
φ138×103(H) mm

約480g

約3.2W
70(W)×61(H)×150(D) mm※4

約480g※4

約4.4W
φ139×37(H) mm

約350g

※1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2：当社独自通信プロトコルを除きます。 ※3：接続確認を行ったメモリーカードは当社ホームページhttp://www.hitachi.co.jp/bouhan/でご確認ください。 ※4：レンズを含んでおりません。

有（コントラスト補正方式）有（高速・低速シャッター画像の合成方式） 

左記に加え、下記1：1解像度
2816×2816、1920×1920、1440×1440、

960×960、720×720、480×480、360×360、256×256



フルHDクオリティの映像を、

約3倍記録できる日立独自の超解像処理技術※2

※1 Fine Vision XD-Eシリーズで対応しています。（DI-CF590を除く）
※2 超解像処理技術とは、伝送された画像よりも解像度の高い画像を生成する信号処理技術です。
      超解像処理技術に対応したネットワークカメラと録画装置、映像統合管理ソフトウエアの組み合わせにより実現しています。

約3倍※1

の保存力

最大66％の高圧縮（当社比）
日立独自の超解像処理技術×H.265圧縮技術

※3 当社カメラ16台 フルHD1920×1080/3fps/画質=レベル3/音声なし/HDD6TB/H.264で録画。

※4 当社カメラ16台 HD1280×720/3fps/画質=高画質（レベル３相当）/音声なし/HDD6TB/H.265で録画。

約19日保存

フルHD画質相当での記録可能時間

約57日保存

約3倍の
記録日数

保存は

フルHDをHDに縮小後
H.265で圧縮し
超解像処理技術を活用して
フルHD相当画質で再生した場合※4

フルHDをH.264で
圧縮した場合※3

日立の超解像
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※8：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※5：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※6：DI-CF590接続時の最大記録解像度は［S］になります。 ※7：接続カメラや録画装置の設定条件によって異なります。

日立独自の超解像処理技術によるフルHD相当画質で再生

同等の高画質 輪郭もクリアフルHD

超解像
処理技術
フルHD
相当

HD

●画面は機能をわかりやすくするための画質イメージです。実際の画面とは異なります。

フルHDクオリティ再生は

処理技術の特長

表面 208mm 208mm210mm 210mm

解像度※6

画質

DI-CB520  DI-CD520 DI-CS520 DI-CF590

種類
F値
焦点距離
画角[水平]
画角[垂直]
撮像素子
有効画素数

レンズ

■ネットワークカメラ仕様

価格
項目

オープン価格※１

最低被写体照度

電動バリフォーカルレンズ
F1.4(WIDE)～F2.8(TELE)

3mm(WIDE)～9mm(TELE)（約3倍）
32°～103°(16:9)、24°～77°(4:3)

18°～54°(16:9/4:3)

CSマウント
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる

固定焦点（魚眼）
F2.2
1.29mm
180°
180°

1/1.7型CMOS型固体撮像素子
約1240万ピクセル(4072（H）×3046（V）)

1/2.8型CMOS型固体撮像素子
約213万ピクセル(1945（H）×1097（V）)

標準時：1.4lx以下(条件：同左)
高感度時:0.18以下(条件：同左)

センサー

標準時：0.1lx以下(1/30s 電子感度アップ×1 AGC HIGH)
高感度時:0.013以下(1/30s 電子感度アップ×8 AGC HIGH)

ワイドダイナミックレンジ（WDR）
電子感度アップ（DSS）
デジタルノイズリダクション（DNR）
ホワイトバランス
オートゲインコントロール（AGC）
フリッカー補正
プライバシーマスク
デイナイト機能（ナイトモード）
画像圧縮方式

カメラ機能

有(×1、×2、×4、×8、×16、×32)
有(OFF/LOW/MID/HIGH)

自動/手動
自動(LOW、NORMAL、HIGH)

有
有

AUTO/DAY/NIGHT
H.265/H.264

出力画像処理 反転、ミラー

FHD(1920×1080)、SHD(1440×1080)、SXVGA(1280×960)、HD(1280×720)、D1(704×480)、H-D1(704×240)、
VGA(640×480)、HVGAW(640×360）、Q-VGA(320×240)、SIF(352×240)  解像度画像

フレームレート 最大30fps 最大20fps
通信プロトコル※2

マルチキャスト対応
ONVIF対応
時計機能

IPv4、ICMP、ARP、TCP、UDP、RTP、HTTP、RTSP、RTCP、DNS、DHCP
無
無

有(内蔵)
有※3（micro SDHC/SDXCメモリーカードへ記録）

-10～＋50℃　起動時：0～＋50℃ (90%以下　ただし結露なきこと)
PoE/DC 12V

SDカード  記録機能
使用温度範囲(湿度）
電源
消費電力
外形寸法
質量

通信

約3.0W
70(W)×61(H)×160(D) mm

約520g

約3.1W
φ138×103(H) mm

約480g

約3.2W
70(W)×61(H)×150(D) mm※4

約480g※4

約4.4W
φ139×37(H) mm

約350g

※1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2：当社独自通信プロトコルを除きます。 ※3：接続確認を行ったメモリーカードは当社ホームページhttp://www.hitachi.co.jp/bouhan/でご確認ください。 ※4：レンズを含んでおりません。

有（コントラスト補正方式）有（高速・低速シャッター画像の合成方式） 

左記に加え、下記1：1解像度
2816×2816、1920×1920、1440×1440、

960×960、720×720、480×480、360×360、256×256

フルHDクオリティの映像を、

約3倍記録できる日立独自の超解像処理技術※2

※1 Fine Vision XD-Eシリーズで対応しています。（DI-CF590を除く）
※2 超解像処理技術とは、伝送された画像よりも解像度の高い画像を生成する信号処理技術です。
      超解像処理技術に対応したネットワークカメラと録画装置、映像統合管理ソフトウエアの組み合わせにより実現しています。

約3倍※1

の保存力

最大66％の高圧縮（当社比）
日立独自の超解像処理技術×H.265圧縮技術

※3 当社カメラ16台 フルHD1920×1080/3fps/画質=レベル3/音声なし/HDD6TB/H.264で録画。

※4 当社カメラ16台 HD1280×720/3fps/画質=高画質（レベル３相当）/音声なし/HDD6TB/H.265で録画。

約19日保存

フルHD画質相当での記録可能時間
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約3倍の
記録日数

保存は

フルHDをHDに縮小後
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Enhanced Model

http://www.hitachi.co.jp/bouhan/

Printed in Japan (H)
2018.11SC12A-03

信用と行き届いたサービスの当店へどうぞ。

●商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。●機種によっては品切れ、外観変更、仕様変更の場合がございます。また、商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合があり
ます。あらかじめご了承ください。 ●日立の映像セキュリティシステム設置後、万一事故などによる損害が生じた場合、責任は負いかねます。●このカタログに掲載した内容は、2018年9月現在のものです。予告なく変更すること
がありますので、あらかじめご了承ください。 ●優良防犯機器認定製品は、犯罪抑止などを意図して製作された製品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しましても、当社は責
任を負いかねますのでご了承ください。

安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」の「使用上のご注意」
または「ご使用のしおり」をよくお読みください。

DS-NR1000  DS-NR2000 DS-NR3000 DS-NR4000
1TB×2 2TB×2 3TB×2 4TB×2

約5.7kg 約6.2kg 約6.2kg 約6.3kg

映像出力
音声出力
Ethernet(RJ45)
アラーム入出力
圧縮方式
フレームレート

■録画装置仕様

録画ストレージ容量 
価格 
ネットワークカメラ接続台数

項目

オープン価格※5

初期：9台（ライセンス適用時16/24/32台)
HDMI出力(2系統)
HDMI出力(1系統)

100BASE-TX/1000BASE-T
入力×8、出力×9、IP1～32アラーム入力

H.265/H.264
 最大 30fps

［Ｆ］：1920 × 1080、［H］：1280 × 720、［S］：1280 × 960、［A］：704 × 480 / 640 × 480、［B］：704 × 240
4モード(長時間、標準、高画質、最高画質)

G.726(32kbps)
最大 フル画面：15fps、4・9・16分割：6～15fps、25分割：5fps※7

1/2、1、5、30、100倍
ダブルパノラマモード、スクウェアビューモード、4画面モード、デジタルPTZモード

インデックスサーチ、モーションディテクターサーチ、日時絞り込みサーチ、カレンダーサーチ、タイムデートサーチ、スライダーバーサーチ、いたずら検知サーチ
USB2.0(前面2ポート)/USB3.0(背面2ポート)

e-SATA×2
AC 100V 50Hz/60Hz

＋5～＋40℃（10～75%以下　ただし結露なきこと）
55W以下

360(W)×87(H)×347(D) mm（突起部含まず）

入出力

映像記録

音声記録
ライブ表示レート 
再生スピード
全方位補正（フル画面表示時のみ） 
検索 
拡張端子
HDD増設端子
電源 
使用温度範囲（湿度） 
消費電力 
外形寸法
質量

DS-CHK0916 DS-CHK0924 DS-CHK0932
カメラ接続可能台数を
9台から16台へ増加

カメラ接続可能台数を
9台から24台へ増加

カメラ接続可能台数を
9台から32台へ増加

■カメラ接続数増加ライセンスキー

機能

項目

価格 オープン価格※8

驚きの保存力
シリーズ

RBSS（優良防犯機器認定制度）は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安
心・安全に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、そ
の基準に適合した機器を 「優良防犯機器」 と認定することにより、優良な防犯機器の開発
及び普及の促進を図る自主認定制度です。
認定を受けた 「優良防犯機器」 には、防犯機器の安心マークである、RBSSのロゴマークを
表示することができます。

接続確認を行った機器の最新情報はhttp://www.hitachi.co.jp/bouhan/をご覧ください。 Microsoft、Windows、Internet Explorerは米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Fine Vision、Fine Vision XD、VisionNetは株式会社 日立産業制御ソリューションズの登録商標です。
ONVIFはONVIF Inc.の登録商標です。Ethernetは、米国Xerox Corp.の登録商標です。

Windows® Internet Explorer 11対応ブラウザ

※8：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※5：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※6：DI-CF590接続時の最大記録解像度は［S］になります。 ※7：接続カメラや録画装置の設定条件によって異なります。

日立独自の超解像処理技術によるフルHD相当画質で再生

同等の高画質 輪郭もクリアフルHD

超解像
処理技術
フルHD
相当

HD

●画面は機能をわかりやすくするための画質イメージです。実際の画面とは異なります。

フルHDクオリティ再生は

処理技術の特長

表面 208mm 208mm210mm 210mm

解像度※6

画質

DI-CB520  DI-CD520 DI-CS520 DI-CF590

種類
F値
焦点距離
画角[水平]
画角[垂直]
撮像素子
有効画素数

レンズ

■ネットワークカメラ仕様

価格
項目

オープン価格※１

最低被写体照度

電動バリフォーカルレンズ
F1.4(WIDE)～F2.8(TELE)

3mm(WIDE)～9mm(TELE)（約3倍）
32°～103°(16:9)、24°～77°(4:3)

18°～54°(16:9/4:3)

CSマウント
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる
装着レンズによる

固定焦点（魚眼）
F2.2
1.29mm
180°
180°

1/1.7型CMOS型固体撮像素子
約1240万ピクセル(4072（H）×3046（V）)

1/2.8型CMOS型固体撮像素子
約213万ピクセル(1945（H）×1097（V）)

標準時：1.4lx以下(条件：同左)
高感度時:0.18以下(条件：同左)

センサー

標準時：0.1lx以下(1/30s 電子感度アップ×1 AGC HIGH)
高感度時:0.013以下(1/30s 電子感度アップ×8 AGC HIGH)

ワイドダイナミックレンジ（WDR）
電子感度アップ（DSS）
デジタルノイズリダクション（DNR）
ホワイトバランス
オートゲインコントロール（AGC）
フリッカー補正
プライバシーマスク
デイナイト機能（ナイトモード）
画像圧縮方式

カメラ機能

有(×1、×2、×4、×8、×16、×32)
有(OFF/LOW/MID/HIGH)

自動/手動
自動(LOW、NORMAL、HIGH)

有
有

AUTO/DAY/NIGHT
H.265/H.264

出力画像処理 反転、ミラー

FHD(1920×1080)、SHD(1440×1080)、SXVGA(1280×960)、HD(1280×720)、D1(704×480)、H-D1(704×240)、
VGA(640×480)、HVGAW(640×360）、Q-VGA(320×240)、SIF(352×240)  解像度画像

フレームレート 最大30fps 最大20fps
通信プロトコル※2

マルチキャスト対応
ONVIF対応
時計機能

IPv4、ICMP、ARP、TCP、UDP、RTP、HTTP、RTSP、RTCP、DNS、DHCP
無
無

有(内蔵)
有※3（micro SDHC/SDXCメモリーカードへ記録）

-10～＋50℃　起動時：0～＋50℃ (90%以下　ただし結露なきこと)
PoE/DC 12V

SDカード  記録機能
使用温度範囲(湿度）
電源
消費電力
外形寸法
質量

通信

約3.0W
70(W)×61(H)×160(D) mm

約520g

約3.1W
φ138×103(H) mm

約480g

約3.2W
70(W)×61(H)×150(D) mm※4

約480g※4

約4.4W
φ139×37(H) mm

約350g

※1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ※2：当社独自通信プロトコルを除きます。 ※3：接続確認を行ったメモリーカードは当社ホームページhttp://www.hitachi.co.jp/bouhan/でご確認ください。 ※4：レンズを含んでおりません。

有（コントラスト補正方式）有（高速・低速シャッター画像の合成方式） 

左記に加え、下記1：1解像度
2816×2816、1920×1920、1440×1440、

960×960、720×720、480×480、360×360、256×256



最大32,000台のカメラで構成される
複数のモニタリングシステムを一元管理
VisionNet Manager(ソフトウエア）を
使用することにより、各拠点のモニタリ
ングシステムを一元管理することが可
能になります（カメラ最大32,000台、録
画装置最大2,000台まで管理可能）。
例えば本社の管理用PCおよび各支社
のモニタリング用PCにVis ionNet 
Managerをインストールすることで、本
社や支社に居ながらにして各拠点のカ
メラ映像を確認することが可能になり、
セキュリティ強化やマーケティング、危
機管理対策、品質管理など、お客さまの
監視業務効率を向上させ、管理コスト
低減を実現します。

多拠点一元管理

日立独自の超解像処理技術と先進の高圧縮技術で高精細映像の長時間記録を実現
Fine Vision XD-Eシリーズのカメラ
は、フルHDサイズの高画質映像をHD
サイズに縮小。さらにH.265圧縮方式
により高圧縮を実現。超解像処理を行
いフルHD画質相当の映像を表示でき
ます。フルHDをH.264で圧縮した場合
と比較して記録可能時間を約3倍に増
やせるため、HDD容量の削減やネット
ワーク負荷低減に貢献できます。Fine 
Vision XDシリーズで提供していたD1
(704 × 480ピクセル)サイズに縮小変
換し、HD画質相当の映像に表示する
超解像処理技術にも対応しています。

（被写体により解像感が異なります）

高圧縮・高精細の両立

カメラ／録画装置 ソフトウェア

超解像処理技術対応
ネットワークカメラ〈屋内ボックス型〉

DI-CB520

超解像処理技術対応
ネットワークカメラ〈屋内ドーム型〉

DI-CD520

全方位ネットワークカメラ
〈屋内全方位型〉

DI-CF590

DS-NR1000　DS-NR2000
DS-NR3000　DS-NR4000

ネットワーク

支社/監視室

モニタリング用PC

本社

管理用PC

・各拠点の遠隔監視
・各支社・拠点への遠隔指示
・監視システムの障害管理　など

本 社

ネットワーク

・施設内外のセキュリティ
・記録映像の確認
・カメラコントロール　など

拠 点
・各拠点の遠隔監視
・各拠点への遠隔指示
・視察にかける時間・費用の削減　など

支 社

モニタリング用PC

管理用PC

録画装置カメラ

録画装置…録画装置の機能カメラ…カメラの機能

動きに応じた記録で長期間記録
映像の動きの有無を検知し、カメラ側でアラームを発報する機能です。この
機能を使うことで膨大な映像データから変化があったシーンだけを速やかに
効率よく探すことができます。また、変化がないシーンの録画を停止すること
で長期間記録が可能です。

モーションディテクター　 カメラ

カメラの増設に柔軟に対応
システム規模に応じて、柔軟に接続数を増加させることが可能。別売のUSB
タイプの「カメラ接続数増加ライセンスキー」により、接続数を最大32台まで
増加できます。

カメラ接続数増加対応 録画装置

エントランスなど照度差のある場所でも
見やすい映像を実現
撮影エリア内に明るい場所と暗い場所が混在している場合に、カメラが自
動的にそれぞれの場所に露光を合わせて2枚の映像を撮影し、カメラ内で
2つの映像を1つの見やすい映像に合成して出力します。ビルやマンションの
エントランス、各種店舗の出入口など、被写体が逆光で撮影される場所で
効果的です。 

イメージ イメージ

ワイドダイナミックレンジ カメラ

自動認識で面倒な接続設定から解放
ネットワークカメラ自動認識機能搭載により、ネットワークカメラをつなぐだ
けで自動接続。面倒なIPアドレスの設定は不要です。

簡単接続/簡単設定 録画装置

超解像処理技術 H.265対応 フルHD 電動レンズ ワイドダイナミック
レンジ

モーション
ディテクター機能

プライバシー
マスク機能 デイナイト機能 内蔵マイク SDカード記録機能

超解像処理技術 H.265対応 フルHD

ワイドダイナミック
レンジ

モーション
ディテクター機能

プライバシー
マスク機能

デイナイト機能 内蔵マイク SDカード記録機能

H.265対応 ワイドダイナミック
レンジ

モーション
ディテクター機能

プライバシー
マスク機能 デイナイト機能 内蔵マイク

SDカード記録機能 全方位補正機能
※DS-NR1000シリーズとの組合せ 薄型37mm

超解像処理技術 カメラ接続数増加
ライセンス対応※ 全方位補正機能

簡単接続
（ネットワークカメラ自動認識）

最大8TB
（4TB×2） カレンダーサーチ

ネットワーク
デジタルレコーダー

PoE対応HUB

３６０°の空間全体を、より見やすく
任意の箇所（1箇所もしくは4箇所）を指定して魚眼映像の歪みを補正するデジ
タルPTZモードや4画面モードを搭載。さらに１画面で表示するスクウェア
ビューモードや上下180°ずつ切り出して見やすく補正するダブルパノラマ
モードなどを搭載。補正は録画装置で対応可能。360°の空間全体を自由度の
高い映像で検証できるため、効率的なモニタリングを実現できます。

全方位補正機能 録画装置

DS-HDD60R6（1TB×6台）

超解像処理技術対応
フルHDネットワークカメラ

（H.264）
〈屋内ボックス型〉

DI-CB325

超解像処理技術対応
フルHDネットワークカメラ

（H.264）
〈屋内ドーム型〉

DI-CD325

フルHD
ネットワークカメラ
（H.264）

〈屋外バレット型〉

EZ-CB120LE

HD
ネットワークカメラ
（H.264）

〈屋内ミニドーム型〉

EZ-MD110

超解像処理技術対応 IP66準拠
フルHDネットワークカメラ

（H.264）
〈屋外ドーム型〉

DI-CD322LE

フルHD
ネットワークカメラ
（H.264）

〈屋外ドーム型〉

EZ-CD120LE

超解像処理技術対応 IP66準拠
フルHDネットワークカメラ

（H.264）
〈屋外バレット型〉

DI-CB322LEW

フルHD
ネットワークカメラ
（H.264）

〈屋内バレット型〉

EZ-CB120

フルHD
ネットワークカメラ
（H.264）

〈屋内ドーム型〉

EZ-CD120

バリフォーカルレンズ
（標準タイプ）
●焦点距離：2.8～8mm
M13VP288IR

バリフォーカルレンズ
（長焦点タイプ）
●焦点距離：8～50mm
M13VP850IR

●画面は機能をわかりやすくするためのイメージです。実際の画面とは異なります。　●画面はハメコミ合成です。　●VisionNetの接続については営業にお問い合わせください。

動きのない時は録画を停止

機能OFF時 機能ON時動きを検知し録画を開始

停止中

録画中

フルHD
（1920×1080ピクセル）

HD
（1280×720ピクセル）

フルHD相当
（1920×1080ピクセル）

HD
（1280×720ピクセル）

表示記録撮影

縮小
変換 超解像

H.265による
復元

H.265による
圧縮

高画質な
映像で表示

超解像処理技術対応
レンズ交換型

ネットワークカメラ
〈屋内ボックス型〉

DI-CS520
レンズ別売

※ライセンスキー（別売り）が必要です。
　DS-NR1000、DS-NR2000、DS-NR3000、DS-NR4000で共通。

カメラ

Basic Model

HDMI モニター

データ容量を
大幅に圧縮

HD
（1280×720ピクセル）

最大66%
削減（当社比）

録画装置

ソフトウェア

※M13VP288IRおよびM13VP850IRは株式会社タムロン社製となります。
※M13VP850IR適用時に組み合わせ可能なハウジングは、VCHO-15S
　とVCH-90Sです。

(DI-CB520/322LEW/325, DI-CD520/322LE/325, DI-CS520)

外付けハードディスクユニット

埋め込み金具DI-RCM520別売

スクウェアビューモード ダブルパノラマモード

4画面モード デジタルPTZモード

オーバービューモード

※画面はハメコミ合成です。




