








Control and Recording for 16 
cameras and SD5 Link

Note: WJ-HD616 requires RS-485 to control Camera 9-16



Superior image at smaller data 
and 480/400 ips real-time 
recording with H.264 UniPhier LSI. 



High resolution and versatile multiscreen 
modes with dual HDMI outputs 

Up to 960/800 ips output on 2x 16 split 
screens



4 operation methods including 
front panel buttons, mouse, browser 
GUI and system controller.



Up to 8 network clients with management 
software. Smaller network data by H.264



Easy setup with mouse and user friendly 
GUI both for Monitor and Browser.



Superior reliability with the Embedded 
OS and Purpose built hardware

Purpose built hardware



Recorded data can be copied to SD card or DVD.

Note: DVD drive is an option. SD card is not included.











Note: Audio output is Monaural. 



Note: The resolution is number of pixels on the display including the border line. 



Note: The resolution is number of pixels on the display including the border line. 









Front buttons



Mouse and Sub Menu



Mouse and Sub Menu



Browser GUI



Browser GUI



System controller

























Notes: Frame/Field (recording dependant) or QVGA is selectable and applied to all users.
When displaying multiscreen, QVGA is used for the user even when the setup is frame/field.
Playback images depend on the recorded quality.
WJ-HD616 QVGA mode is up to 7.5ips(NTSC),6.3ips(PAL). Frame rate in Frame/Field mode depends on the recording rate.

Spot or Quad sequence is available for the network output.



























Note: This is function of the SD5 cameras.



Note: This is a function of the SD5 cameras.



Note: This is a function of the SD5 cameras.



Note: This is a function of the SD5 cameras.



Note: This is a function of the SD5 cameras.
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