
● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

セキュリティー/IPビデオモニタリングの
ホームページをご覧ください

sony. jp/snc/

HD映像の長時間記録が可能な
コンパクトサイズのシンプルレコーダー

ネットワークカメラレコーダー

NSR-S20/02
 (8チャンネル  2TB　HDD内蔵モデル)
希望小売価格420,000円（税抜価格400,000円）

NSR-S20/00
 (8チャンネル  ディスクレスモデル) ※受注生産品

希望小売価格294,000円（税抜価格280,000円）

NSR-S10/01
 (4チャンネル  1TB　HDD内蔵モデル)
希望小売価格210,000円（税抜価格200,000円）

NSR-S10/00
 (4チャンネル  ディスクレスモデル) ※受注生産品

希望小売価格168,000円（税抜価格160,000円）

コンパクトサイズの4チャンネル / 8チャンネルレコーダー
NSR-S10は4チャンネル、NSR-S20は8チャンネルのHD映像を記録可能
なネットワークカメラレコーダーです。B5サイズ以下（幅245mm×奥行
160mm）のコンパクトなボディに、NSR-S10/01は1TB、NSR-S20/02
は2TBの大容量ハードディスクを内蔵しています。
いずれも、最大1920×1080ピクセルの解像度を持つフルHD映像の記録
が可能で、720p（1280×720ピクセル）の解像度を持つHD映像であれ
ば、それぞれ4チャンネル、8チャンネル分のHD映像を約1カ月分保存する
ことができます＊1。また、内蔵ハードディスクを持たないディスクレスモデル
NSR-S10/00、NSR-S20/00もラインアップ＊2。大容量の外付けハード
ディスクを利用することができます＊3。
＊1 各カメラの映像を映像圧縮方式H.264、解像度1280×720ピクセル、

ビットレート512kbps、3フレーム/秒、音声記録なしに設定し、1日24時間の
記録を行った場合。

＊2 NSR-S10/00、NSR-S20/00は受注生産品となります。
＊3 NSR-S10/00、NSR-S20/00だけでは映像を記録できません。外付けハード

ディスクは弊社推奨機種をご利用ください。推奨機種については、セキュリ
ティー/IPビデオモニタリングのホームページをご覧ください。

高画質なHD映像の記録が可能
フルHD解像度（1920×1080ピクセル）の映像を最大15fpsで記録可能
です。映像再生時に「リアルビュー機能」を用いることで高解像度なHD映
像を実解像度で表示することができ、画面内に表示しきれない部分も映像
をスクロールして確認することができます。なお、ライブ映像の最大解像度
はVGA（640×480ピクセル）となります＊。
＊ NSR-S10シリーズ、NSR-S20シリーズは、記録用の映像とライブ表示用の映
像を別の映像ストリームとしてネットワークカメラから取得しています。ライブ
表示の解像度は接続するネットワークカメラの機種により、640×480ピクセル
（VGA）または640×368ピクセルとなります。ライブ表示の解像度を変更す
ることはできません。

簡単設定
カメラのIPアドレス設定など、ネットワークカメラ特有の設定を自動化しま
した。記録設定についてもあらかじめ決められた内容であれば自動的に設
定することができ、面倒な設定をすることなくモニタリング・記録の開始が
できます。また、始めから手動での各種設定も行えます。

シンプルでわかりやすいGUIによる記録映像の検索・再生
記録映像の検索・再生はシンプルでわかりやすいGUIにより簡単に行うこ
とができます。また、キーボードやマウスを使わずに、付属の赤外線リモート
コントロールユニットで、簡単に記録映像の検索・再生操作ができます。

※ 写真のGUI画面は
NSR-S10シリーズのものです。

その他の主な機能

● 単画面表示と最大4分割までの画面表示をサポート
 ※カメラ8台分の映像を同時表示することはできません。

● オートスキャン機能
 NSR-S10： 単画面での画面自動切換機能
 NSR-S20： 単画面での画面自動切換機能および
  4画面×2パターンでの画面自動切換機能
● 音声記録・再生が可能
 ※再生には別売のオーディオアンプとスピーカーが必要です。

● Web Viewer（ウェブビューアー）によるライブモニタリング

● 赤外線リモートコントロールユニットを付属

● セキュリティースロット（ケンジントンロック）装備
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■ 主な仕様

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

2011.3
カタログ記載内容2011年3月現在

ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

  ※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

掲載の業務用 商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
   ●FAX  0120-333-389
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

SM/AWOP-1  Printed in Japan.   （84950069）R

重要 ●本機は安全規格用の型番としてAVOM001またはAVOM002を用いています。この番号は電圧・電流定格が表示された本体上の定格ラベルに記載してあります。
商品使用上の注意 ●本機の不具合など何らかの原因で記録ができなかった場合、不具合・修理など何らかの原因で記録内容が破損、消滅した場合など、いかなる場合においても記録内容の補償およびそれに付随するあ
らゆる損害について、当社は一切の責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製などはいたしません ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う
営業上の機会損失などは保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります 各社・各団体の商標 ●“SONY”および“make.believe”は
ソニー株式会社の商標です ●“IPELA”とそのロゴは、ソニー株式会社の商標です ●Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における
商標です ●その他、本カタログに記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

■ 端子部 ■ 対応ネットワークカメラ、カメラサーバー（2011年2月現在）
※ 最新情報はセキュリティー/IPビデオモニタリングのホームページを
ご覧ください。

● ボックス型カメラ
SNC-CH280、SNC-CH260、SNC-CH240、SNC-CH220、
SNC-CH210、SNC-CH180、SNC-CH160、SNC-CH140、
SNC-CH120、SNC-CH110

● ドーム型カメラ
SNC-DH280、SNC-DH260、SNC-DH240、SNC-DH220、
SNC-DH210、SNC-DH210T、SNC-DH180、SNC-DH160、
SNC-DH140、SNC-DH120、SNC-DH110、SNC-DH110T

● パン・チルト・ズーム型カメラ
SNC-RZ50N、SNC-RZ25N

● カメラサーバー
SNT-EX104、SNT-EP104、SNT-EX101E

NSR-S20/02（2TB HDD内蔵モデル） NSR-S20/00（ディスクレスモデル） NSR-S10/01（1TB HDD内蔵モデル） NSR-S10/00（ディスクレスモデル）
記録部
カメラ接続台数 最大8台＊1 最大4台
映像記録方式 H.264／MPEG-4／JPEG
内蔵ハードディス
クドライブ

物理容量 2TB（2ＴＢ×1） － 1TB（1TB×1） －
データ記録容量 約1.7TB － 約891GB －

外部ストレージ端子 eSATA（External Serial ATA）×1＊2

モニター出力 アナログRGB（D-sub 15ピン）×1、画面解像度1024×768ピクセル
音声出力 モノラル×1(端子台)
センサー入力 4チャンネルフォトカプラ（DC5～6V、本体とは電気的に絶縁）
アラーム出力 1チャンネルメカニカルリレー（最大DC30V/1A、本体とは電気的に絶縁）
ネットワークインターフェース 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T自動切換×2
USB端子 USB2.0×1（前面）、USB2.0×2（背面）（キーボード/マウス接続用）
一般
外形寸法（幅×高さ×奥行） 245×50×160mm（突起部を除く）
質量 約1.4kg 約0.8kg 約1.4kg 約0.8kg
電源 DC12V（ACアダプターAC100～240V、50/60Hz付属）
消費電力 約36W
動作温度 5～40℃
動作湿度 20～80％（最大湿球温度30℃、結露のないこと）
付属品 ACアダプター×1、電源コード×1、赤外線リモート

コントロールユニット×1、設置説明書×1、CD-ROM
（ファーストステップガイド、ユーザーガイド）×1、

保証書（冊子）×1

ACアダプター×1、電源コード×1、SATAケーブル×1、
SATA電源ケーブル×1、赤外線リモートコントロール
ユニット×1、設置説明書×1、CD-ROM（ファースト
ステップガイド、ユーザーガイド）×1、保証書（冊子）×1

ACアダプター×1、電源コード×1、赤外線リモート
コントロールユニット×1、設置説明書×1、CD-ROM
（ファーストステップガイド、ユーザーガイド）×1、

保証書（冊子）×1

ACアダプター×1、電源コード×1、SATAケーブル×1、
SATA電源ケーブル×1、赤外線リモートコントロール
ユニット×1、設置説明書×1、CD-ROM（ファースト
ステップガイド、ユーザーガイド）×1、保証書（冊子）×1

■ 最大フレームレート仕様

＊1 接続するネットワークカメラにより異なります。
＊2 記録側の設定によりフレームレートは変化します。接続するネットワークカメラがSNC-RZ50N、SNC-RZ25Nの場合は、記録時の設定フレームレートによります。

解像度 フレームレート
フルHD（1920×1080） 15fps
720HD（1280×720） 15fps
VGA（640×480） 30fps

最大記録解像度：1920×1080
※ 記録可能な最大解像度はカメラによって異なります。
詳しくはセキュリティー/IPビデオモニタリングのホームページをご覧ください。

ライブ表示時 再生時
解像度 フレームレート 解像度 フレームレート

単画面（1チャンネル）表示時

VGA（640×480）または640×368固定＊1 15fps以上＊2

フルHD（1920×1080） 15fps
720HD（1280×720） 15fps
VGA（640×480） 30fps

4分割（4チャンネル）表示時
フルHD（1920×1080） 1fps以上
720HD（1280×720） 1fps以上
VGA（640×480） 1fps以上

最大フレームレート（記録時）

＊1 カメラ8台分の映像を同時表示することはできません。
＊2 外付けハードディスクの容量は最大4TBまでです。（ファームウェアVer.1.2.0より対応。ファームウェアVer.1.2.0未満の場合は、最大2TBとなります。）

最大フレームレート（表示時）
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