
■ HDCVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
■ H.264 2 ストリーム コーデック搭載
■ 720P リアルタイムビデオ記録 , 1080P 記録可能 ( リアルタイムではない )
■ HDMI / VGA / TV の 2 チャンネル同時ビデオ出力
■ 16 チャンネル同時再生 , GRID インターフェース&スマート検索
■ 他社ネットワークカメラとの接続
　 Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, 
　 Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Videotec, Vivotek など
■ ONVIF Version 2.4 準拠
■ Dahua 製 PTZ カメラとの組み合わせで、3Dインテリジェントポジショニング可能
■ SATA HDDх8( 最大 32TB), eSATAх1, USB2.0х4
■ マルチネットワーク監視：WEB ビューア , CMS(DSS/SmartPSS) & Smart Phone(DMSS)

HDCVI DVR

32 チャンネル 720P-Pro 2U 
HDCVI ビデオレコーダー

特長

システム構成

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

DHI-HCVR5832S-S2
720P Pro Series  8HDD



HDCVI DVR
技術仕様

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

DHI-HCVR5832S-S2
720P Pro Series  8HDD

2S-S2385RVCH-IHD式型
システム

サッセロプ deddebmEサッセロプンイメ
XUNIL deddebmESO

ビデオ
CNB ,ルネンャチ23力入

CSTNグロナア
ラメカIVCDH P027/P0801IVCDH

ラメカPI P027/P0801PI
オーディオ

CNB ,ルネンャチ61力入
CNB ,ルネンャチ1力出

CNB ,1х力出 ,1х力入オィデーオクート向方双
画面表示

1хVT ,1хAGV ,2хIMDH子端力出
1 ,0801х0291度像解示表 280х1024, 1280х720, 1024х768

63 / 52 / 61 / 9 / 8 / 4 / 1示表割分面画
プライバシーマスク 各カメラに4エリア(長方形)
OSD表示情報 カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画
録画

117.G ,462.H縮圧声音,縮圧像画
メインストリーム 1080P(1～15fps), 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1～30fps)
サブストリーム D1, CIF/QCIF(1～30fps)

　　spbK6904～84トーレトッビ
止停 ,)知検体動,続連(ルーュジケス ,ルアュニマド－モ画録

録画間隔 1～60分(初期値：60分), 事前録画：1～30秒, 事後録画：10～300秒
ビデオ検出＆アラーム

,ーザブ ,トッョシプッナス ,PTF ,信配ルーメ ,ュシップオデビ ,ムーラア ,ーアツ ,ZTP ,画録トンベイーガリト  ポップアップ表示
　別判態状続接ラメカ＆断像映ラメカ ,)81х22(ンーゾ693：出検き動容内出検像映

ルネンャチ61力入ムーラア
ルネンャチ6力出ーレリ

再生＆バックアップ
61 / 8 / 4 / 1生再時同

)位単秒(索検細詳 ,知検体動 ,付日/刻時ドーモ索検
再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, 
リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム

バックアップモード USBデバイス / eSATAデバイス / 内蔵SATAドライブ / ネットワーク
ネットワーク 外部インターフェース

1/001/01(2хトーポ54-JRトッネサーイ )2х0.2BSU面背,2х0.2BSU面前(トーポ4BSU)spbM000
ドーボーキ＆信通CP：トーポ1232SR,PDU ,PSTR ,PnPU ,PI/PCT ,6vPI/4vPI ,PTTH
24SR＋1х御制ZTP：584SR584SR ,PTF ,SNDD ,EOPPP ,SND ,PCHD ,PTN ,PTMS 2：キーボードх1

IP Filter, SNMP, P2P 一般仕様
zH06/05 ,V042～001CA源電ーザーユ821数スセクアーザーユ大最

)く除をDDH(W04力電費消enohP swodniW ,diordnA ,daPi ,enohPiンォフトーマス
ストレージ 動作温度・湿度範囲 -10℃～+55℃/10％～90％RH/86～106kpa

SATAポートх8(8HDDもしくは6HDD+CD/ 外形寸法(WхDхH) 2U,440mm(W)х460mm(D)х89mm(H)
)く除をDDH(gK5.6量重BT23大最 ,)WR-DVD

1хトーポATASeDDH部外

再生機能

内蔵HDD

ネットワーク機能

記録レート

公益社団法人日本防犯設備協会準会員株式会社 アルタクラッセ

お問い合わせ

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F

営業時間　10:00～19:00 月～金
営業時間　10:00～19:00 年中無休（年末年始を除く）

本 社 秋葉原店（直営）

TEL
Mail

03-5816-1001（代表）
info@altaclasse.co.jp

FAX
URL

03-3253-2232
http://www.altaclasse-store.jp/

TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232


