
安心な暮らしをサポートします安心な暮らしをサポートします

シーン、ニーズに合わせた防犯システムシーン、ニーズに合わせた防犯システム
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型番  DVR-H6431SP

映像方式  NSTC

 映像圧縮  H.264 

映像入・出力  BNC 4 入力/VGA1 出力 

音声入・出力  1入力 ＲＣＡ/ 1 出力 ＲＣＡ

表示フレーム  NTSC: 120 fps 

再生解像度  720×480 / 720x240 / 360x240 

 画質
最高画質 / 高画質 / 標準 / 低画質 / 最低
画質 / 5段階切り替え可能

録画モード  常時/スケジュール/モーション

デジタルズーム  2～8倍ズーム

画面表示  全画面 / ４分割

モーション録画機能
感知ブロック：22×15　感度調整・マスク
機能設定可能

プロトコル  TCP/イーサネット

ネットワーク機能
IE（インターネットエクスプローラ）および携帯
電話でのライブ表示に対応

録画再生  ローカル　4ch　ネットワーク　1ch

検索再生 イ ベント検索 / 時刻検索 / ファイル検索

バックアップ  USBメモリ、ネットワーク経由のバックアップ 

電源  DC 12V(付属電源アダプタ)

消費電力  最大36W

温度  5℃～40℃

外形寸法  300(W) x 185(D) x 49(H) mm 

重量  約1.5kg 

仕　　様

日本語対応！録画・再生・ネットワーク（遠隔監視）同時利用！ 
 携帯電話からの映像確認が可能！！（スマートフォンタイプ） 
マウスで簡単操作！（標準で付属）　ＶＧＡ出力標準搭載！  
高画質H264記録 !  パソコンからの映像確認が可能！！ 

日本語対応！録画・再生・ネットワーク（遠隔監視）同時利用！ 
 携帯電話からの映像確認が可能！！（スマートフォンタイプ） 
マウスで簡単操作！（標準で付属）　ＶＧＡ出力標準搭載！  
高画質H264記録 !  パソコンからの映像確認が可能！！ 

型番  DVR-H9164 ( 16CH )
 映像圧縮  H.264
 映像方式  NTSC / PAL

 OS  Linux2.6

 映像入・出力
 BNC 16チャンネル/　VGA　1チャンネル &
BNC　2チャンネル

 音声入・出力  RCA 4チャンネル/　1チャンネル
 アラーム入・出力  16入力/　2出力

 音声圧縮  8kHz*16bit ADPCM
 表示フレームレート  NTSC: 120 fps

 再生解像度
 NTSC: CIF(352x240) , HD1(704x240) ,
D1(704x480)

 録画フレームレート  NTSC: 120fps(D1) , 240fps(HD1) ,
480fps(CIF)

 録画モード
 常時/スケジュール（モーション検出/手動）/
センサー検出

 HDDインタフェース  内蔵HDD1個(SATA)、最大2TB
 ネットワークポート  RJ45, 10M/100M

 プロトコル  TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,PPPoEに対応

 ネットワーク機能
 IE（インターネットエクスプローラ）および携帯
電話でのライブ表示に対応

 USB2.0
 USBマウス、USBディスク（バックアップ、アッ
プグレード）

 再生
 ローカル： 4チャンネル同時再生　ネットワー
ク： 4チャンネル

 検索再生  日付/時刻、イベント検索

 再生モード  再生/スロー/早送り/コマ送り

 バックアップ  USBメモリ、ネットワーク経由のバックアップ
 PTZ制御  内蔵RS485、PELCO-PとPELCO-Dに対応

 アラームモード
 モーション検出、ビデオロス、HDDロス、HDD
フル、Email

仕　　様

映像入力１６ＣＨ・音声入力４ＣＨ・ネットワーク（遠隔監視） 
高画質H264記録  
録画と再生を同時に利用できます 
ＵＳＢ・ＬＡＮ接続等の多彩な機能を搭載 
ハードディスク５００ＧＢを標準搭載・１０００ＧＢオプション対応  

映像入力１６ＣＨ・音声入力４ＣＨ・ネットワーク（遠隔監視） 
高画質H264記録  
録画と再生を同時に利用できます 
ＵＳＢ・ＬＡＮ接続等の多彩な機能を搭載 
ハードディスク５００ＧＢを標準搭載・１０００ＧＢオプション対応  

DVR & CAMERA SERVER LINE-UP 各社スマートフォン各社スマートフォン

例えば…
　　・小規模店舗での管理
　　・チェーン展開している店舗
　　　などの本部一括管理
　　・お家の中のお子様・ペットの様子など
外出先でも映像が確認することができます！

 D V R
デジタルビデオレコーダー

商品仕様上のご注意
●製品は万全の管理のもと出荷しておりますが万一不備があった場合、お買い上げ店もしくは弊社までご連絡下さい。
●分解や改造はしないでください。故障や火災、感電の原因になります。
●本製品は盗難防止機器ではございません。本製品の利用から生じる付随的な損害に関しては一切責任を負いません。
●カメラ設置により記録編集された映像、被写体のプライバシー、肖像権等を考慮の上お客様の責任にてご利用ください。
●いかなる場合においても記録内容の補償及びそれらに付随するあらゆる犯罪、事故等の損害に関しては弊社は一切責任を負いません。
カタログ上のご注意　
※１　スマートフォンでのライブ画像・遠隔操作は通信速度により、スムーズに映像できない(コマ飛び)カメラ操作がスムーズに動作しない場合
　　　 があります。スマートフォンのタイプによりご利用いただける機能が異なります。未対応のタイプからは閲覧できませんのでご了承ください。
※２　録画映像の確認はPCからのみとなります。
●Microsoft、Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Explorerは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
●仕様や外観は、予告なく変更される場合があります。
●Apple、Appleのロゴは米国及び他国のApple lnc.の登録商標です。iPhoneはApple lnc.の商標です。
●製品写真は印刷物につき、実物の色、デザイン等が異なる場合があります。
●このカタログ掲載内容は2011年3月現在のものです。表示価格は税込みです。

！！ 安全に関するご注意 正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読み下さい。

参考工事金額
ＤＶＲ録画装置 \60.000　＋　カメラ４台：\28.000/１台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172.000

標示工事費(工事材料 \20.000　＋　工事費 \50.000　＋　カメラ調整＆設定 \10.000)　 　　　　80.000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）工事内容により金額がUPする場合があります。　合計\255.000

㈲ 寿光電気
〒672-8002　姫路市北原1141-2

TEL  : 079-245-3969 FAX  : 079-245-4358
E-mail　：　info@jukou-e.jp

カメラ画像を内臓ハードディ
スクに録画。
社内LAN回線経由でインター
ネットで遠隔地の監視も可能。



別途内容例別途内容例

・カメラは固定カメラです。
　ズーム、防水、リモートカメラ、その他のお申し付け。
・設置工事費は、基本料です。
　場所、内容によって別途見積りが必要になります。
・インターネット接続、ルーターの設定費。
・インターネットプロバイダー＆インターネット接続費は、
　お客様負担になります。

別途内容例別途内容例

・カメラは固定カメラです。
　ズーム、防水、リモートカメラ、その他のお申し付け。
・設置工事費は、基本料です。
　場所、内容によって別途見積りが必要になります。
・インターネット接続、ルーターの設定費。
・インターネットプロバイダー＆インターネット接続費は、
　お客様負担になります。

HIGH-PERFORMANCE

HARD  DISK 高性能な機能満載！高性能な機能満載！

一般家庭向け一般家庭向け

家庭用TV家庭用TV

ビデオデッキ
DVD-Rなど
ビデオデッキ
DVD-Rなど

リモコン受信機リモコン受信機

ドームカメラリモコンカメラ

リモコン操作リモコン操作

DOME  CAMERA 簡単接続セキュリティ！簡単接続セキュリティ！

◆長時間録画／H.264圧縮方式
　従来と比べ圧縮効率は2倍以上と
　長時間録画を実現。

◆映像記録の出力
　USB接続利用でCD-R、DVR等に
　映像記録を出力。

◆ライブ映像にどこからでもアクセス※１
　インターネットを通じて外出先から
　遠隔でモニタリング、リモコンカメ
　ラの操作が可能。
　(プリセット機能リモコンカメラ推薦)

各社スマートフォン各社スマートフォン

シーン、ニーズに
合わせた防犯システム

シーン、ニーズに
合わせた防犯システム

◆パソコンで多機能管理
　フルスクリーン表示から分割表示と
　効率的な一括管理が可能。

【マウス操作で簡単メニュー】※２
　パソコンを操作する感覚で、カメラ
　設定や録画映像の設定が行えます。

【マウス操作で簡単メニュー】
　上下、左右、ズーム操作

【動体検知機能搭載＆センサー感知】
　不正侵入等、何らかの動きが発生と
　自動的に録画を始める機能。
　また上記時にはメール配信ができる
　設定が行えます。

【カメラ毎に細かな設定】
　用途に合わせてセンサー機能、画質
　録画時間等の細かな設定が可能

HOME　SECURITY　SYSTEM
あなたのお家、会社…あなたのお家、会社… 安全?安心?安全?安心?

皆様の安心をリーズナブルにご提案！皆様の安心をリーズナブルにご提案！

　セキュリティ
自信ありますか？
　セキュリティ
自信ありますか？
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― 屋外用カメラ ―― 屋外用カメラ ―― 暗闇カメラ ―― 暗闇カメラ ― ― ドーム型カメラ ―― ドーム型カメラ ―

屋外用屋外用

屋内用屋内用

プリセット機能付
リモコンズームカメラ

屋外用屋外用屋内用屋内用

― 　　　　　　　　　　 ―― 　　　　　　　　　　 ―
プリセット機能付

リモコンズームカメラ

― デジタルビデオレコーダー―― デジタルビデオレコーダー―

16CH16CH4CH4CH

システム例

システム例

デジタル録画装置デジタル録画装置

スイッチングハブスイッチングハブ

CAMERACAMERA

監視カメラ
システムPC
監視カメラ
システムPC

TVTV

タブレット型端末タブレット型端末

au、docomo
SoftBank

スマートフォン
アンドロイド
ipat、ipod

Windows : モバイルPC

会社会社

PCPC

PCPC

外出先で
いつでも確認

外出先で
いつでも確認

無線LAN無線LAN

InternetInternet

ブロードバンドルーター
(DSNサーバー利用)

ブロードバンドルーター
(DSNサーバー利用)

スマートフォンスマートフォン

無線LAN無線LAN

上：1画面　
下：4画面 

映像確認
上：1画面　
下：4画面 

映像確認

スマートフォンスマートフォン

工場、倉庫
無人店舗
その他
設置場所

工場、倉庫
無人店舗
その他
設置場所


