
同軸ケーブル1本で伝送「工事がかんたん」

同軸カメラシステム
同軸配線

200万画素(1920×1080)

最大カメラ設置数8台

遠隔監視・操作

動画圧縮規格「H.265＋」対応

●薄暗い環境でも、カラー撮影できる低照度対応です。
夜間や暗い場所でも被写体をクリアに撮影できます。

赤外線対応（デイナイトモード）

同軸カメラの機能について

マンション・駐車場に農作物の確認に事務所・倉庫に

●電動可変焦点レンズ搭載。カメラ設置後も画角をリ
モートで変更することが可能です。 

電動ズーム
※PTはできません。

対応機種：CCE3CBZ1、CCE3CDZ1

●WDR（ワイドダイナミックレンジ）は、逆光など画面の
明暗差がある場所でもはっきりと映すことが可能です。 

WDR（ワイドダイナミックレンジ）

●カメラにマイクが内蔵されていますので、収音器な
どを外部設置する必要がありません。

マイク内蔵

対応機種：CCE3CDZ1
●保護等級IK10に適合した耐衝撃性能を備えてお
ります。

耐衝撃
●保護等級IP67に適合した防水/防塵を備え、野外
での撮影も可能です。

防水／防塵（IP67）

●低いビットレートでも、高い画質を実現できる
H.265＋に対応し、従来のH.264に比べ同等画質
で約4倍の長時間録画が可能です。

動画圧縮規格「H.265＋」対応

同軸カメラ専用レコーダーの機能について

●映してはいけない部分や、録画してはいけ
ない部分をマスク処理。

プライバシーマスク
●カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パター
ンでの表示・再生。

マルチウィンドウ

●外出先などの離れた場所からでもカメラ画像を確
認操作可能。

遠隔監視・操作

●USBポートを前面と背面に搭載し、USBメモリー
へ映像の書き出し可能。

USBバックアップ

●曜日や時間帯ごとに、録画する時間を指定し、録画
時間を調整可能。

スケジュール録画
●常時録画の他に、映像に動きがあった場合に、自動
で録画を開始。

動体検知

●安定した常時録画に最適な「監視専用ストレージ」
採用。

監視カメラ専用HDDを採用
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基本伝送距離200ｍ! 既存配線で設置可能な
かんたん施工

「H.265＋」対応
で長時間録画

HDMIケーブルLANケーブル同軸ケーブル BNCプラグ

※ PoC給電時。ACアダプタ使用時 最大 800m (5C-FB)

PoC給電時:ACアダプタ使用時 最大800m(5C-FB)

●PoC給電できて設置、設定が簡単。
「ケーブルを繋げば映る」PoC給電

固定焦点
バレット型

電動可変焦点
バレット型

固定焦点
ドーム型

電動可変焦点
ドーム型

4ch、8ch対応
各種 レコーダー

▼遠隔監視・操作画面

AC100V

200m※

200m※

200m※

200m※

インターネット
ルーター

Internet

インターネット

テレビ・モニター
AC100V

カメラ1

カメラ3

カメラ2

カメラ4

4chレコーダー

障害時にお客様のご指定場所に代替機をお届けします。お客様にて、
不具合のある機器を弊社に送り返していただきます。

デリバリー保守サービス
セキュリティカメラ専用

購入後すぐに保守契約可能

障害申告は契約者専用の障害窓口で受付
●お電話の受付は24時間対応［0120-024-501］
※休日及び、平日9時30分～17時は、自動音声となります。

お客様側
障害
コール

代替機を
発送

契約者専用の
障害受付窓口で受付

故障品を発送

代替機を発送

故障品
返却

DXアンテナ側

DXアンテナ 修理サービス

該当機種 保守製品型番 保守製品名 希望小売価格
固定焦点バレット型同軸カメラ  CCE3CBF1
固定焦点ドーム型同軸カメラ  CCE3CDF1
電動可変焦点バレット型同軸カメラ CCE3CBZ1
電動可変焦点ドーム型同軸カメラ CCE3CDZ1

CCS-3C-DS-001

CCS-3C-DS-003

CCS-3C-DS-005

CCS-3R-DS-001

CCS-3R-DS-003

CCS-3R-DS-005

CCS-3R-DSN-001

CCS-3R-DSN-003

CCS-3R-DSN-005

同軸カメラ デリバリー保守サービス（1年/延長1年）

同軸カメラ デリバリー保守サービス（3年）

同軸カメラ デリバリー保守サービス（5年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（1年/延長1年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（3年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（5年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要 1年/延長1年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要 3年）

デジタルビデオレコーダーデリバリー保守サービス（返却不要 5年）

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

4ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R4□1シリーズ
8ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R8□1シリーズ

障害
発生時

新製品情報

平日 月曜日～土曜日の夕方18時まで
ホームページでも初期設定や、

各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

製品に関する 
お困りごとを解決！

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とする
　ものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

安全に関するご注意!

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。
※このカタログに記載の写真・イラストは全てイメージです。

祝祭日・夏期・年末年始
（特定休業日を除く）

  9：00～12：00
13：00～18：00

受付
時間

エレコム製品に関するお問合わせDXアンテナ・DXデルカテック製品に関するお問合わせ

D 1 8 6 - 2

本社／〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷1丁目2番2号
2022年2月作成

土・日・祝日もご利用ください！
■受付時間 9：30～17：00（夏期・年末年始休暇は除く）
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 ： 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

カスタマーセンター

0570-033-083 エレコム法人様サポートセンター

1.データを取り扱う際にはバックアップを必ず取って下さい。本製品の不具合や故障ま
たは使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしませ
ん。

2.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならび
にデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。（microSD
内のデータも含む）

3.本製品に関して弊社が負う貴任は、債務不履行および不法行為その他の理由の如何
にかかわらず、本製品の購入代金を限度とします。

4.本製品は、監視している画像の表示、録画、再生を目的で作られています。この製品単
独で犯罪などを防止するものではありません。弊社はいかなる場合も、販売価格以上
の一切の責任を負わないものとします。また、以下に関して一切の責任を負わないも
のとします。

　①本製品に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被
害

　②お客様の誤使用や不注意による障害または本製品の破損などの不便・損害・被害

　③お客様による本製品の分解、修理または改造がされた場合、それに起因するかどう
かに関わらず、発生した一切の故障または不具合

　④本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、画像が表示・記録など
できないことおよび記録した情報が消失したことで被る不便・損害・被害

　⑤第三者の機器などと組み合わせたシステムによる不具合、あるいはその結果被る不
便・損害・被害

　⑥お客様による監視画像・記録が何らかの理由により公となり、使用され、その結果生
じた、被写体となった個人・団体などによるプライバシー侵害などを理由とする賠償請
求、クレームなど

　⑦登録した情報内容の何らかの原因（ユーザー名、パスワードなどの認証情報を忘れ
たことにより本製品を初期化する場合を含む）による消失

　⑧動体検知の誤検出、または検出漏れによる不具合、あるいはその結果被る不便・損
害・被害

　⑨地震、雷及び弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故により生じ
た損害

5.当社の同軸カメラおよびデジタルビデオレコーダーをご使用になる回線を、他の目的
（一般業務用など）の回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。
6.その他弊社はいかなる場合も、販売価格以上の一切の責任を負わないものとします。
また、以下に関して一切の責任を負わないものとします。

　①レシートまたは納品書の再発行は行いません。
　②有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたし
かねます。

　③製品修理にかかる付帯費用（運賃、設置工事費、人件費）については、弊社は一切の
費用負担を行いません。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受
渡の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製
品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

　④同機種での交換や対応ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の
性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

◆ 免責について



品名 固定焦点バレット型
同軸カメラ

固定焦点ドーム型
同軸カメラ

型番 CCE3CBF1 CCE3CDF1
希望小売価格 オープン価格
センサー
レンズ（mm）
インターフェース
信号方式
画素数
画角(°)

金具駆動範囲(°)
シャッター(秒)

最低被写体照度(Lux)

ノイズ除去
Day/Night
S/N比(dB)

IR照明/照射距離(m)
WDR

フレームレート(fps)
動作温湿度範囲(℃/%)
防塵/防水性能【保護等級】
電源(V) / PoC
消費電力(W)
筐体

寸法(高さ×幅×奥行mm)
質量(kg)
付属品

1/2.8インチ, CMOS
2.8 @F1.9

DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1
CVI, TVI, AHD, CVBS

最大200万画素 (1920×1080)
水平 約 101, 垂直 約54

NTSC:1/30～100,000
カラー:0.02(F1.9)
赤外線照明ON時：0

2D
自動
65以上

DWDR対応
最大30（1920×1080）

温度：-30 ～ +60/湿度：0～90(結露なきこと)
IP67

DC 12 / 対応

アルミ合金, 樹脂

取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, 取扱説明書×1

Pan:0～360, Tilt:0～90, Rotate:0～360 Pan:0～360, Tilt:0～78, Rotate:0～360

自動/最大30 自動/最大60

最大 2.8(DC入力でIR ON時) 最大 4.9(DC入力でIR ON時)

70×70×165.5
0.33

Φ122×94.5
0.43

品名 4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(2TB)

型番 CCE3R421

4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(4TB)
CCE3R441

4ch対応デジタルビデオ
レコーダー(6TB)
CCE3R461

HDD 2TB HDD 4TB HDD 6TB

希望小売価格 オープン価格
圧縮方式

映像フォーマット

録画解像度
Backupデバイス

機能
操作端末

リモートユーザー
電源（V）

消費電力（W）
動作温湿度範囲（℃/%）
寸法(高さ×幅×奥行mm)

質量（kg）
付属品

入力
出力
入力
出力
USB
LAN
電源入力
内蔵SATA
表示解像度
画面分割数

映像

音声

I/F

ライブ

H.265+/H.265/H.264
5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×4, 1080P@15fps×4

BNC(PoC)×4
2（HDMI×1, VGA×1）

RCA×1
RCA×1

フロントパネル：USB2.0×1, リアパネル：USB2.0×1
RJ45 (10/100Mbps)×1

DCジャック×1, 電源スイッチ×1

HDMI：1920×1080, 1280×1024,1280×720、VGA：1920×1080, 1280×1024, 1280×720
１, ４

5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF
USBメモリー

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
PC (Web UI)

128
DC 53

温度：-10 ～ +55℃ / 湿度：10～90（結露なきこと）
55×325×243

AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×１

品名 電動可変焦点バレット型
同軸カメラ

電動可変焦点ドーム型
同軸カメラ

型番 CCE3CBZ1 CCE3CDZ1
希望小売価格 オープン価格
センサー
レンズ（mm）
インターフェース
信号方式
画素数
画角(°)

金具駆動範囲(°)
シャッター(秒)

最低被写体照度(Lux)

ノイズ除去
Day/Night
S/N比(dB)

IR照明/照射距離(m)
WDR

フレームレート(fps)
動作温湿度範囲(℃/%)
防塵/防水性能【保護等級】
耐衝撃性能【保護等級】
電源(V) / PoC
消費電力(W)
筐体

寸法(高さ×幅×奥行mm)
質量(kg)
付属品

1/2.8インチ, CMOS
2.7～12 @F1.7

DCジャック×1, 内蔵マイク×1, BNC×1
CVI, TVI, AHD, CVBS

最大200万画素 (1920×1080)
水平 約102～33, 垂直 53～19

NTSC:1/30～100,000
カラー:0.02 (F1.7)
赤外線照明ON時：0

2D
自動
65以上

DWDR対応
最大30（1920×1080）

温度：-30 ～ +60/湿度：0～90(結露なきこと)
IP67

DC 12 / 対応

アルミ合金, 樹脂

取付ねじ×3, コンクリートアンカー×3, L型トルクスレンチ, 取扱説明書×1

Pan:0～360, Tilt:0～90, Rotate:0～360 Pan:0～355, Tilt:0～75, Rotate:0～355

自動/最大60 自動/最大30

- IK10

最大 7.2(DC入力でIR ON時) 最大 5.2(DC入力でIR ON時)

90×90×210
0.57

Φ122×90
0.44

最大12 最大12 最大14

約1.9 約2 約2

品名 8ch対応デジタルビデオ
レコーダー(4TB)

型番 CCE3R841

8ch対応デジタルビデオ
レコーダー(8TB)
CCE3R881

HDD 4TB HDD 8TB

希望小売価格 オープン価格
圧縮方式

映像フォーマット

録画解像度
Backupデバイス

機能
操作端末

リモートユーザー
電源（V）

消費電力（W）
動作温湿度範囲（℃/%）
寸法(高さ×幅×奥行mm)

質量（kg）
付属品

入力
出力
入力
出力
USB
LAN
電源入力
内蔵SATA
表示解像度
画面分割数

映像

音声

I/F

ライブ

H.265+/H.265/H.264
5M-N@20fps×1, 4M-N@10fps×8, 1080P@15fps×8

BNC(PoC)×8
2（HDMI×1, VGA×1）

RCA×1
RCA×1

フロントパネル：USB2.0×1, リアパネル：USB2.0×1
RJ45 (10/100Mbps)×1

DCジャック×1, 電源スイッチ×1

HDMI：1920×1080, 1280×1024,1280×720、VGA：1920×1080, 1280×1024, 1280×720
１, ４, 9

5M-N/4M-N/1080P/720P/D1/CIF
USBメモリー

P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
PC (Web UI)

128
DC 53

温度：-10 ～ +55℃ / 湿度：10～90（結露なきこと）
55×325×243
約 2.3

AC電源コード×1、ACアダプター×1、マウス×1、取扱説明書×１

最大14 最大17

同軸カメラ：固定焦点タイプ 4ch対応
デジタルビデオレコーダー

同軸カメラ：電動可変焦点タイプ 8ch対応
デジタルビデオレコーダー

固定焦点バレット型同軸カメラ
CCE3CBF1
オープン価格 

電動可変焦点バレット型同軸カメラ
CCE3CBZ1
オープン価格 

固定焦点ドーム型同軸カメラ
CCE3CDF1
オープン価格 

電動可変焦点ドーム型同軸カメラ
CCE3CDZ1
オープン価格 

4ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R421/
CCE3R441/
CCE3R461
オープン価格 

8ch対応デジタルビデオレコーダー
CCE3R841/
CCE3R881
オープン価格 




