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H.265 5M ペンタブリッド 16CH XVR レコーダー  

特特⾧⾧  
HH..226655圧圧縮縮技技術術  

他の圧縮方式に比べ、記録容量が大幅に向上
し、帯域幅も節約できるため、効率的な運用
が可能です。 

シシナナリリオオののカカススタタママイイズズ  

 指定したイベントが発生した後に自動的に実行される

一連のアクションをカスタマイズすることができます。いく

つかのシナリオテンプレートが用意されており、特定のイベ

ントが発生した後にいつ何をするかを選択することができ

ます。

 

無無料料PP22PPククララウウドドEEaaZZyyネネッットトワワーーキキンンググ  
 無料モバイルアプリ「EagleEyes」を使って、3ステ

ップで自動的にインターネットに接続できる
「Cloud EaZy Networking」を利用できます。 

 デバイスのアクセス権を他の人と共有できる「バディ」
機能。 

 デバイスのログイン/ログアウトを通知する機能。 

ププッッシシュュビビデデオオ  &&  ププッッシシュュスステテーータタスス    
EEaagglleeEEyyeessアアププリリででアアククテティィブブイイベベンントト通通知知  
 プッシュビデオは外部アラームデバイス接続に対応し

たカメラにアラームデバイスを接続すると、アラーム
イベントの通知を瞬時に送信します。/ 

 プッシュステータスはビデオロスやHDDデータ消去な
どのシステムイベントを瞬時に通知します。 

ペペンンタタブブリリッッドドビビデデオオ入入力力  
 IP / TVI / CVI / アナログHD / 960H ビデオ入力16チャ

ンネル、その内IPチャンネルは最大2チャンネルです。 

 最大5MP表示＆録画 

イイベベンントトポポッッププアアッッププ  //  ププレレビビュューー  
 すべてのイベントは右パネルに一覧表示され、対応す

るイベントアイコンが表示されるので、イベントの種
類をすぐに認識することができます。最新のものは点
滅して注意を引きます。イベントをクリックすると、
アラーム前の映像がプレビューできます。 

 

ススポポッットトモモニニタターー 

  HDMI出力によるメインディスプレイに加え、ライブビュ
ー、コールモニター、イベントモニターを表示するセカンダ
リーディスプレイを割り当てることが可能です。  

 

 



 

 

 

仕仕様様 

 映像 

映像方式 NTSC / PAL (自動検出) 
映像圧縮形式 H.265 
映像信号 IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H 

映像入力 IP / TVI / CVI / アナログ HD / 960H ビデオ入力 16 チャンネル、その内 IP チャ
ンネルは最大 2 チャンネル 

映像入力インターフェー
ス 

アナログモード コンポジットビデオ信号 1 Vp-p 75Ω BNC 
IP モード イーサネット, 10/100 Base-T 

映像出力 
BNC 可能 (スポットモニター対応) 
VGA* 可能 (スポットモニター対応) 
HDMI 可能 (4K2K ディスプレイ) 

映像解像度 
アナログモード 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF 

IP モード 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 /  
720 x 480 / 352 x 240 

 録画/バックアップ 

最大記録速度 

アナログモード 
最大 96 IPS @ 5MP 
最大 128 IPS @ 4MP 
最大 240 IPS @ FHD (1080P) 

IP モード 
(2 チャンネル) 

最大 30 IPS @ 2592 x 1944 (5MP) 
最大 48 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) 
最大 60 IPS @ 1920 x 1080 

録画モード マニュアル/ タイマー/ モーション/ アラーム / リモート 
再生チャンネル 16CH 
クイック検索 時間 / モーション / アラーム検索モード 
バックアップ機器 USB 2.0 ドライブ / ネットワーク 
定期バックアップ 可能 

 オーディオ 

音声入力 4  
音声出力 1 (モノラル) 

 外部入出力 

RS485 可能 

 一般 

ハードディスクストレージ レコーダーに搭載された 14TB までの SATA HDD が 1 台、または eSATA イン
ターフェイスでレコーダーに接続されたディスクアレイ 

SATA インターフェース 可能 
eSATA インターフェース SATA-eSATA ケーブルで拡張可能 
画質設定 SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL 
USB マウスコントロール 可能 
モーション検知エリア 16×12 グリッド/チャンネル 
モーション検知感度 3 つの調整可能なパラメータで正確な検出が可能 
イベント通知 プッシュビデオ/プッシュステータス/FTP/E メール 
イベントポップアップ/プレビュー 可能 
シナリオ設定 可能 
ピクチャーズーム 2X デジタルズーム 
PTZ コントロール 可能 
キーロック (パスワード保護) 可能 
ユーザーレベル アクセス権の異なる 4 つのユーザーレベル 
ビデオロス検知 可能 
カメラタイトル 最大 25 文字まで対応 



 

 

 

仕仕様様 

 一般 

映像調整 色相／彩度／コントラスト／輝度 
日付表示形式 YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY 
サマータイム 可能 
電源(±10%) 12V / 3A 
動作温度 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) 
動作湿度 10% ~ 85% 
外形寸法(mm)*2 319.5 x 254.9 x 52 
正味重量(kg) 1.7 

 ネットワーク 

イーサネット 10/100 Base-T、Ethernet 経由でのリモートコントロール、ライブビューに対応 
ネットワークプロトコル TCP/IP, PPPOE, DHCP and DDNS 

 PC 遠隔監視 

対応 OS Windows & MAC 

対応プログラム 
ウェブブラウザ: 

Windows Edge, Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox & Safari 

CMS Lite: Windows OS 向け 32CH 集中管理ソフトウェア 
最大オンラインユーザー数 20 
ウェブ送信圧縮形式 H.265 
ネットワーク・ライブ・オーディオ 可能 
遠隔地からのイベントダウンロードと再生 可能 

 モバイル監視 

アプリ EagleEyes 
対応機器 iOS & Android 端末 
プッシュビデオ 可能 (4 チャンネル) 
プッシュステータス 可能 

 その他 

EaZy ネットワーキング 可能 
スポットモニター対応 可能(VGA & コンポジット) 
DCCS サポート 可能 
AVTECH 無料 DDNS サービス 可能 
プライバシーマスク 可能 
マルチプレックス動作 ライブ表示／録画／再生／バックアップ／ネットワーク運用 
システムリカバリー 電源遮断後のシステム自動復帰 

オプションの周辺機器 
HDMI マトリックス (HDM02) / USB ジョイスティック (AVX102) /  
SATA-eSATA ケーブル(PWSC07F120200) 

認証 CE / UL (電源アダプター) 
* 仕様は予告なく変更することがあります。     ** 寸法公差：±5m m 

背背面面パパネネルル  

 


