BR-NB12F280T
200 万画素 4in1 バレット型カメラ

2M Pixel

2.0 Mega Pixel 1080P or SXGA フル HD4in1 シリーズ
1080P AHD / HD-TVI / HD-CVI &アナログ

NTSC

◆ BR-NB12F280T ◆

OSD 方式 ●
オン スク リ ーン ディ スプレ イ でカ メ ラ の設定を行いま す。

・フ ル HD と ア ナ ロ グ SD に 対応！ （切換式）
1 台のカ メ ラ で AHD / TVI / CVI / NTSC
・ニ線式専用。安価で高画質を実現！
モード の切換ができ る 4in1 設計！
・ア ナ ロ グだから 簡単（安定・簡易）

Features

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ
◆
◆
◆
◆
◆
◆

200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
高感度 1/2.9” CMOS センサー採用！
ピントあわせ不要！パンフォーカス広範囲 2.8mm ワイドレンズ採用
二線式専用設計で高コストパフォーマンスを実現！
IR 照明付きデイナイト方式採用で夜間もモノクロで高精細！
フル HD 画質 AHD、HD-TVI、HD-CVI に対応！さらに NTSC VBS に切替可能！
スイッチ切換で 200 万画素フル HD、48 万画素 SD 画質に対応！
◆ 既存の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

BR-NB12F280T

4in1 200 万画素パンフォーカス屋外用バレット型カメラ
項

目

BR-NB12F280T

イメージセンサー

1/2.9” カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー

画像解像度

同期方式

1920(H) x 1080(V)
1080P(1920H×1080V)：AHD / HD-TVI/ HD-CVI
NTSC モード：VBS 1.0 Vp-p（16:9）
内部同期

最低被写体照度

カラー：0.1lx(F1.2)、ナイト：0.05Lx

映像出力

水平解像度

NTSC モード：880 本相当（水平中心部）

Day & Night

IR 照明付 デイ＆ナイト IR 照射距離：約 20m

ホワイトバランス

ATW / AWC / Push /マニュアル

D-WDR

デジタル WDR

レンズ

メガピクセル対応パンフォーカス

ノイズリダクション

ON / OFF
f=2.8mm

H108° x

V61°

プライバシーマスク

NTSC モード：2DNR / AHD、TVI、CVI モード：3DNR
AHD：AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K
スロー：×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
ON / OFF 最大 4 ゾーン

逆光補正

OFF / BLC / HSBCL

画質調整 / 機能

ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他

電子シャッター

動作温度・湿度
電源電圧

-10℃～+50℃
DC12V±10%入力

80%非結露

DC ジャック（電源重畳非対応）AC アダプタ：NP-12

消費電力

最大 7.2W

重量

約 680g

外形寸法（概略）

101(W) x180(H)×204(D)mm

200 万画素フ ル HD 4in1 バレ ッ ト 型カ メ ラ
解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR（カメラ：1080P モード）
1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ （4ch）
JV-855-AHJ （8ch）
JV-1655-AHJ （16ch）
JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画＆RAID 対応

〒231－0033
神奈川県横浜市中区長者町 2-6-3
シティーハーズ長者町ビル 7F
TEL: 045-250-3822 FAX: 045-250-3823
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本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。
BR-NB12F280T

