
・ケーブルがブラケット内を通るため切断される可能性が少なく、すっきりと取り付けができます。
・ロック機構付きのプロ仕様ＢＮＣコネクターを採用。
・屋外設置が可能な防水(ＩＰ65相当)性能。

ハイパワー赤外線LEDで夜間の照明に威力拡大！
スマートインストレーション

・ロック機構付きのプロ仕様ＢＮＣコネクターを採用。
・屋外設置が可能な防水(ＩＰ65相当)性能。

NX-V324Ｓ NX-V325Ｓ

NX-D323Ｓ NX-G321Ｓ NX-P821Ｓ

マイク内蔵

撮像素子

画角

映像信号方式
映像出力
電源電圧
消費電流

入出力端子
動作温度 /湿度

外形寸法 /質量

JANコード 4515287010155 4515287010162 4515287010148 4515287010131 4515287010124

D183×W68×H72ｍｍ/350ｇ
-10℃～ +５０℃/90% 以下 ( 結露無きこと ) 

DC12V
320ｍA

BNCジャック

1.0Vｐ-ｐ/75Ω

NTSC
約90°

有効画素数
レンズ
水平解像度
S/N比
最低被写体照度

赤外線LED数
赤外線投光距離 約10ｍ

12個

0 LUX( 赤外線LED点灯感度 )
52ｄB
約700本
3.6ｍｍ
約48画素

1/3型カラーCCD

D90×W63×H67ｍｍ/313ｇ D169×W69×H70ｍｍ/320ｇ D20×W30×H30ｍｍ/30ｇ

約 60° 約60° 約60°
約15ｍ 約25ｍ
24個 30個 ー

ー

0 LUX( 赤外線LED点灯感度 ) 0 LUX( 赤外線LED点灯感度 ) 1.0 LUX
52ｄB 52ｄB 48ｄB

約700本 約700本 約700本
3.6ｍｍ 3.6ｍｍ 3.7ｍｍ
48万画素 48万画素 48万画素

1/3型カラーCCD 1/3型カラーCCD 1/3型カラーCCD

D266×W97×H63ｍｍ/570ｇ

DC12V DC12V DC12V DC12V
450ｍA 450ｍA 400ｍA 80ｍA

ＢＮＣジャック ＢＮＣジャック ＢＮＣジャック ＢＮＣジャック

1.0Vｐ-ｐ/75Ω 1.0Vｐ-ｐ/75Ω 1.0Vｐ-ｐ/75Ω 1.0Vｐ-ｐ/75Ω
NTSC NTSC NTSC NTSC

約90°
約30ｍ
30個

0 LUX( 赤外線LED点灯感度 )

52ｄB
約700本
3.6ｍｍ
約48万画素

1/3型カラーCCD

-10℃～ +５０℃/90% 以下 ( 結露無きこと ) -10℃～ +５０℃/90% 以下 ( 結露無きこと ) -10℃～ +５０℃/90% 以下 ( 結露無きこと ) -10℃～ +５０℃/90% 以下 ( 結露無きこと ) 

NX-V324S NX-V325S NX-D323S NX-G321S NX-P821S



DIGITAL VIDEO RECORDER

・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで
 接続できます。※1

・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで
 接続できます。※1

http://www.frc-net.co.jp

コンポジット映像入力対応コンポジット映像入力対応

・320GBのハードディスクを内蔵し長時間
  の録画、及び目的の映像を素早く探し出す
  ことが可能です。

・接続した４台のカメラ画像を同時に表示す
  ることが可能です。

・動体を検知した場合、録画をすることができ
 ます。

コンポジット映像入力対応コンポジット映像入力対応

・500GBのハードディスクを内蔵し長時間
  の録画、及び目的の映像を素早く探し出す
  ことが可能です。

・接続した４台のカメラ画像を同時に表示す
  ることが可能です。

・動体を検知した場合、録画をすることができ
 ます。

・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。
  ※2

NX-D320R

NX-D500R
JANコード：4515287007803

JANコード：4515287008923

・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。
 ※2

コンポジット映像入力対応コンポジット映像入力対応

・1TBのハードディスクを内蔵し長時間の録
  画、及び目的の映像を素早く探し出すこと
  が可能です。

・接続した４台のカメラ画像を同時に表示す
  ることが可能です。

・リモコンやマウスで簡単に操作ができます。
 ※2

NX-D1000R

JANコード：4515287008930

・動体を検知した場合、録画をすることができ
 ます。
※普段はフレームレートの少ない状態で撮影
　し、画面の中に動くものを検知した場合、設
　定したフレームレートで撮影する機能です。

デジタルビデオレコーダー

・弊社製セキュリティカメラを最大4台まで
 接続できます。 ※1

アドバンスドモーション録画機能搭載アドバンスドモーション録画機能搭載

1TB
 ビデオ入力
 VGA入力
モニター対応

500GB
 ビデオ入力
 VGA入力
モニター対応

320GB
 ビデオ入力
 VGA入力
モニター対応

※1 他社製品との動作確認はしておりません。他社製品との接続は必ずお客様の責任で行ってくださるようお願いいたします。  
      お客様の使用環境や設定状況によっては正しく動作しない場合があります。弊社での動作保証は一切行っておりません。
※2本機はパソコンの基本的な操作方法などの知識が必要です。
※3パソコンへの保存や再生方法などのサポートは一切行っておりません。

電源　　    ：   DC12V/3A (電源アダプター) 

消費電力    :   最大40W

使用温度    ：   0℃～+40℃

湿度範囲    :   10％～90％（結露なきこと）

圧縮方式    :   H.264

寸法          :   幅 約275mm  奥行き 約215mm   高さ 約45mm
　　　　　　　
　　　　　　 (突起部を除く)

映像入力    :   コンポジット映像信号 4ch BNC端子

                    （BNC-RCA変換コネクタ付属）

◎リモコン  　　　　　　　　              1個
◎リモコン用乾電池  　　　　              2個
 
◎BNC-RCA変換コネクタ　              ５個
◎マウス                                           1個
◎電源アダプター                            　1個
◎取扱説明書(保証書付)         　　　　　1冊
◎ＣＤ(再生用アプリケーション) ※3　　1枚
 
    

防犯カメラ 1～ 4台まで対応、デジタルビデオレコーダー

電源　　    ：   DC12V/3A (電源アダプター) 

消費電力    :   最大40W

使用温度    ：   0℃～+40℃

湿度範囲    :   10％～90％（結露なきこと）

圧縮方式    :   H.264

寸法          :   幅 約275mm  奥行き 約215mm  高さ 約45mm

　　　　　　 (突起部を除く)

映像入力    :   コンポジット映像信号 4ch BNC端子

                    （BNC-RCA変換コネクタ付属）

◎リモコン  　　　　　　　　              1個
◎リモコン用乾電池  　　　　              2個
 
◎BNC-RCA変換コネクタ　              ５個
◎マウス                                           1個
◎電源アダプター                            　1個
◎取扱説明書(保証書付)         　　　　　1冊
◎ＣＤ(再生用アプリケーション) ※3　　1枚
 
    

電源　　    ：   DC12V/3A (電源アダプター) 

消費電力    :   最大40W

使用温度    ：   0℃～+40℃

湿度範囲    :   10％～90％（結露なきこと）

圧縮方式    :   H.264

寸法          :   幅 約275mm  奥行き 約215mm  高さ 約45mm

　　　　　　 (突起部を除く)

映像入力    :   コンポジット映像信号 4ch BNC端子

                    （BNC-RCA変換コネクタ付属）

※本機はオーディオ入出力に対応しておりません。

◎リモコン  　　　　　　　　              1個
◎リモコン用乾電池  　　　　              2個
 
◎BNC-RCA変換コネクタ　              ５個
◎マウス                                           1個
◎電源アダプター                            　1個
◎取扱説明書(保証書付)         　　　　　1冊
◎ＣＤ(再生用アプリケーション) ※3　　1枚
 
    

お買い求めは・・・
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