●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2010 年 7 月現在のものです。

ネットワークレコーダー

DG-NV200 シリーズ
DG-NV200/1L
DG-NV200V1M
DG-NV200/2M

■概要
●本機(DG-NV200 シリーズ)は、最大 16 台のネットワークカメラの画像と音声をハードディスクに記録する
ことができるネットワークレコーダーです。カメラは、カメラ拡張キット（DG-NVE20）により、
基本の 4 台から 9 台、12 台、16 台と増設することができます。
・DG-NV200/1L
DVD ドライブなし、HDD
500 GB×1 台搭載 (500 GB) 顔照合機能なし
・DG-NV200V1M
DVD ドライブあり、HDD
1 TB ×1 台搭載 (1 TB)
顔照合機能あり
・DG-NV200/2M
DVD ドライブなし、HDD
1 TB ×2 台搭載 (2 TB)
顔照合機能あり
本機は、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)に対応しているモニターを接続することができます。
HDMI ケーブル(別売り)を使って接続することにより、録画画像やカメラのライブ画像をより高品質で
表示することができます。
また、複数のカメラの画像をモニターに表示したり、カメラ画像を切り換えるなど、本機からカメラを
操作することもできます。

【特長】
1.高精細画像監視
・SXVGA 画像 (1280×960) を最大 16 台まで動画録画することができます。
また、動画圧縮方式：H.264 に対応し、高フレームレート記録、長時間記録を実現しています。
・Full HD 出力(HDMI)に対応し、録画画像やカメラのライブ画像を高精細に表示することができます。

2.簡単操作・簡単設定
・本機にマウス（付属品）を接続し、モニター画面を見ながら簡単に操作できます。
・ 簡単設定を実現した「らくらくスタート」により、パソコンを使わずにネットワークカメラを自動認識し、
ガイダンスに沿って設定することができます。
また、カレンダーやタイムラインを使って、録画画像を簡単に検索することができます。

3.リアルタイム顔照合機能
・登録した人物の顔画像と、ライブ画像内の顔画像をリアルタイムに照合し、結果を通知することで、
来店者の確認や不審者を発見することができ、犯罪の未然防止を支援します。
(DG-NV200/1L は対応しておりません)

4.エコロジー対応
・弊社製ワイド液晶カラーモニター (WV-LW1900、WV-LW2200：別売り)と接続すると、マウス操作と
連動したモニター照合制御により、モニターの消費電力を通常時の 30%～60%に削減することができます。

5.SDHC／SD メモリーカードスロットを搭載
・録画されたカメラ画像を SDHC/SD メモリーカード(別売り)にコピーできます。SDHC/SD メモリー
カードにコピーされた画像は、専用ソフトウェアで再生、印刷、保存することができます。

●推奨 SDHC／SD メモリーカード（別売り）
パナソニック株式会社製
SDHC メモリーカード
SD メモリーカード
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※miniSD カード、microSD カードは除く

：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB
：256 MB、512 MB、1 GB、2GB
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■ 仕様
●基本
電源
消費電力
使用温度範囲
使用湿度範囲
動作時許容高度
寸法
質量

仕上げ

AC100 V 50/60Hz
45 W
本体
：＋5 ℃ ～ ＋45 ℃
マウス（付属品）：＋5 ℃ ～ ＋40 ℃
5 ～ 90 ％以下 (結露なきこと)
2000 m 以下
幅 420 ㎜ × 高さ 88 ㎜ × 奥行き 300 ㎜ (ゴム足、突起部含まず)
DG-NV200/1L
5.4 kg
DG-NV200V1M 5.6 kg
DG-NV200/2M
6.4 kg
前面パネル：ソリッドメタリック塗装
上カバー ：ソリッドメタリック塗装
背面パネル：亜鉛メッキ処理

●HDD/DVD (DVD 内蔵は DG-NV200V1M のみ)
HDD/DVD DG-NV200/1L HDD (500GB) ×1 台
DG-NV200V1M HDD (1TB)
×1 台 DVD ドライブ×1 台
DG-NV200/2M HDD (1TB)
×2 台
DVD対応ディスク

●入出力
スポット映像出力端子
モニター(HDMI)端子
音声出力端子
マウス接続ポート
アラーム/
コントロール端子

ネットワークポート
SDHC/SD
カードスロット
※1
※2
※3

DVD-R、＋R
(未対応ディスク:DVD-R DL、+R DL、DVD-R for Authoring、8 ㎝ディスク)

1V【p-p】／75 Ω、1 系統 (BNC)
HDMI、1 系統
－10 dBv 10 kΩ、不平衡、1 系統 (RCA ピン)
1 系統
1～9ch アラーム入力※1、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、
顔照合出力※2、HDD 異常出力※2、カメラ異常出力※2、機器異常出力※2、
録画異常出力※2、時刻合わせ入力※1、アラーム出力※2、＋5 V 出力※3、
(D-sub25 ピン)
10BASE-T ／100BASE-TX ／1000BASE-T (RJ-45)、1 系統
SDHC ／SD メモリーカード対応
(miniSD カード、microSD カードには未対応)

無停電メーク接点入力
オープンコレクタ出力
最大 200 mA

50kΩ、5V プルアップ
DV24 V-100 mA 以内

●別売品
・カメラ拡張キット

DG-NVE20

・推奨 SDHC／SD メモリーカード

SDHC メモリーカード：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB

パナソニック株式会社製

SD メモリーカード

：256 MB、512 MB、1 GB、2 GB

【当社製ラック使用時の推奨品】
・ラックマウント金具

:V5PC0065A4

・ラックマウント取付ねじ（4 本） :YBSNG003

【他社製ラック使用時の推奨品】
・ラックマウント金具取付ねじ

:M4×10（4 本）

・ラックマウント取付ねじ

:YBSNG003 または M5×12（4 本）(現地調達)

■付属品
取扱説明書 ·························································· 1 冊
保証書 ·································································· 1 式
CD-ROM※1 ························································· 1 枚
簡単操作ガイド··················································· 1 冊
起動情報案内カード ··········································· 1 枚

マウス··········································································· 1 個
電源コード··································································· 1 本

※1 CD-ROM には各種取扱説明書（PDF ファイル）が納められています。
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■ 外観図（単位：mm）
●DG-NV200/1L

●DG-NV200V1M
(DVD 内蔵)

※イラストのラック取付金具は、別売品です。
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●DG-NV200/2M

※イラストのラック取付金具は、別売品です。
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