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EDR-0850E

EDR-0450E EDR-1650E

NEWデザイン！　小型・大容量記録対応！！
最大４TBまでのHDD内部増設対応による長時間記録を実現

オープン価格 オープン価格

オープン価格

HDD
1TB

高画質＆長時間録画
H.264 コーデックの採用により、ライブ映像・録画・ネットワーク監
視で高画質な映像を実現。高効率圧縮により長時間録画が可能です。

バックアップ機能
USB メモリーや外付けHDDに動画映像及び静止画像をバックアップ
することができます。

簡単設定機能
録画したい日数にあわせて自動的に録画条件（解像度、録画フレーム、
画質、録画モードなど）の設定が可能です。

メール通知機能
モーション検知やセンサー入力のイベント発生時に、イベント発生
時の動画をメール通知することができます。また、機器の異常時に
もメール通報が可能です。

自動時刻合わせ（NTP)
ネットワーク上のNTP サーバーに接続し、レコーダーの時計を定期
的に補正することができます。

録画モード
録画モードは、常時 /モーション /センサー入力 /スケジュール /手
動の 5モードを用意。用途に応じた録画設定が可能です。

遠隔地から監視・操作・設定
付属のクライアントソフトや Internet Explorer ブラウザで遠隔地か
らライブ映像の監視、PTZ カメラ及びレコーダー操作・設定が可能。
また、iPhone、Android 対応スマートフォンで外出先からライブ映
像を監視することができます。

スケジュール録画設定画面 モーションエリア設定画面 UMSクライアント画面

UMSマルチクライアント画面

スマートフォン画面



●価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●仕様及び価格は、変更することがありますのでご了承ください。
●「　　　　　 　」は、株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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E DR-0450E (4ch ) E DR-0850E （8ch） E DR-1650E (16ch )

4ch コンポジット 8ch コンポジット 16ch コンポジット

1.0Vp-p、75オーム 1.0Vp-p、75オーム 1.0Vp-p、75オーム

120fps 120fps 120fps

120fps 120fps 120fps

120fps 240fps 480fps

1ch 正方向

再生時 逆方向

複数ch 正方向 ～32倍速 ～16倍速 ～8倍速

再生時 逆方向 ～32倍速 ～16倍速 ～8倍速

シリアルポート

ネットワーク

環境対応

項目
仕様

映像

入力 ch入力レベル

出力
VGA/HDMI（メイ ン） VGA /HDMI（1024x768、1280x1024、1280x720）

CVBS（サブモニタ） 解像度設定により、メイ ン画面orスポット画面を出力

音声
入出力 4ラ イ ン入力・1ラ イ ン出力　※HDMI出力は音声非対応

圧縮方式 G.711

イ ンタフェ ース
メニュー表示 グラ フィックユーザーイ ンタフェ ース(GUI)

入力方法 マウス/リモコン/前面パネルのボタン

ラ イ ブ画面表示
Video Lossチェ ック 対応

画面自動切換え 3 ～ 60秒

録画

圧縮方式 H.264

録画解像度／録画

フレーム

960H

モーショ ン検知 全画面/選択領域

イ ベント前録画 15秒/ 30秒/1分/3分/20分

イ ベント後録画 10 ～ 30秒/60秒

D1 (720x480)

CIF (352x240)

録画画質グレード 5段階で選択可能

録画モード 常時/モーショ ン/センサー/スケジュール/手動

バックアップ
ファ イ ル形式 BMP（静止画）/AVI/H264(独自の動画フォ ーマット)

保存メディア USBメモリー/外付けHDD/ネットワーク

再生アプリケーショ ン 汎用動画再生ソフト(AVI)・独自の動画再生ソフト(H264)

再生
速度

～64倍速

～64倍速

記録映像検索モード タイ ムラ イ ン/イ ベント/先頭映像/最終映像/日時指定/キャプチャーリスト

アラ ーム
センサー入力 4入力 (NC/NO選択可能)

アラ ーム出力 1出力 (センサー、モーショ ン、Video Loss、HDDエラ ー、HDD温度検知（設定値を超えた場合）時)

RS-485 PTZカ メラ 対応

保存装置
ハードディスク

容量 1TB

搭載数 1台

（増設可能数） 1台（容量は2TBまで）の増設が可能

S.M.A.R.T. HDDエラ ーのチェ ックおよび報告

デュアルストリーム CIF 120fps

遠隔接続
PCクラ イ アント ラ イ ブ監視/データ検索・再生/バックアップ/PTZカ メラ コントロール

Webビューア ラ イ ブ監視/データ検索・再生/バックアップ/PTZカ メラ コントロール

モバイ ル監視 iPhone、Android対応

RoHS指令対応 対応
寸法(WxDxH) 340mm x 262mm x 66mm

対応

遠隔設定 対応

一般仕様

動作温度 5～40℃

電源入力 DC 12V 5A

ユニット質量(梱包時の質量) 約2.4kg（3.8kg）

その他

サマータイ ム 対応

ブザー音 Video Loss/HDDエラ ー

多言語 対応

ソフトウェ アアップグレード方法 USBメモリー/ネットワーク経由の遠隔アップグレード

NTP (ネットワークタイ ムプロトコル)

30 15 10 6 3 1

D1 最高 13/12 20/19 25/23 30/27 35/31 40/35

(720x480) 高 16/15 24/23 30/27 36/32 42/37 48/42

中 20/18 31/28 37/33 45/39 53/45 60/50

標準 26/24 41/36 50/43 60/50 71/58 80/64

ネットワーク 40/35 62/52 75/61 90/70 106/80 120/87

D1 最高 - 10/10 12/12 14/14 17/16 19/18

(720x480) 高 - 12/11 14/14 17/17 21/19 23/22

中 - 15/14 18/17 22/20 26/24 29/27

標準 - 20/19 24/23 29/27 35/31 39/35

ネットワーク - 30/28 37/33 44/39 52/45 59/50

D1 最高 - - - 7/6 8/8 9/9

(720x480) 高 - - - 8/8 9/9 11/10

中 - - - 10/10 12/11 14/13

標準 - - - 14/13 16/15 18/17

ネットワーク - - - 21/19 24/23 28/25

EDR-1650E　(1TB)

EDR-0450E　(1TB)

解像度 録画画質
録画フレーム数(f/s)

EDR-0850E　(1TB)

■仕様

■録画時間目安表 左：音声入力OFF　／　右：音声入力ON 単位：日数

※各チャンネルすべてに同時に同一の映像を入力した時のデータです。
※録画モードは｢常時録画｣です。
※被写体の変化により録画時間は変化しますので目安としてください。

EDR-0450E　CODE：2930　JAN：4560353281281
EDR-0850E　CODE：2931　JAN：4560353281298
EDR-1650E　CODE：2932　JAN：4560353281304


