
 

(1/3) 

 

SM-Y8562E 

MELOOK3ﾚｺｰﾀﾞｰ 同軸ﾀｲﾌﾟ 

(NR-8200) 

1.概要 

  本製品は、MELOOK3ﾚｺｰﾀﾞｰの同軸ﾀｲﾌﾟ(NR-8200T)とﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ(X-8100T[9～12CH用])とのｾｯﾄ製品です。 
ﾚｺｰﾀﾞｰは、ｶﾒﾗから送出された映像を最大16分割でﾗｲﾌﾞ表示するとともに、HDDに記録した映像を再生

表示します。また、遠隔配信やｶﾒﾗへの電源供給が可能です。 
ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀは、MELOOKμ+ｶﾒﾗ/MELOOK3ｶﾒﾗ 同軸ﾀｲﾌﾟを接続する同軸IPｲﾝﾀﾌｪｰｽを4ch有し、これらを

集約してﾚｺｰﾀﾞｰへ接続します。また、同軸配線を経由してMELOOKμ+ｶﾒﾗ/MELOOK3ｶﾒﾗ 同軸ﾀｲﾌﾟへ電源供
給が可能です。 
 

1-1 ﾚｺｰﾀﾞｰ(NR-8200T) 

(1) 映像  ① 入力  MELOOK3ｶﾒﾗ(*1-1) × 8ch 
    ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ(*2) × 2台 
  ② 出力  ア. ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ :HDMI出力 × 1系統 
    イ. ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ :HDMI出力 × 1系統 
(2) 音声  ① 入力  MELOOK3ｶﾒﾗ(*1-2) × 8ch 
    ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ(*2) × 2台 
  ② 出力  HDMI出力 × 1系統(ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ) 
(3) 記録  ① 容量  内蔵2TB × 1 
  ② 記録符号化 ア. 映像  H.264 

方式  イ. 音声  (ｱ) G.711(μ-LAW) 
(ｲ) AAC-LC 

③ 記録ﾚｰﾄ ア. 映像  (ｱ) Full HD  6Mbps/30fps 
(1chあたり最大) (ｲ) SXVGA    3Mbps/15fps(*3) 

(ｳ) HD(720P) 3Mbps/30fps 
(ｴ) VGA      3Mbps/15fps(*3) 
(ｵ) HVGAW    3Mbps/30fps 

      イ. 音声  (ｱ) G.711(μ－LAW) 64kbps固定 
(1chあたり) (ｲ) AAC-LC  64kbps固定 

  ④ 記録ﾓｰﾄﾞ ア. 通常記録 H.264 ﾌﾚｰﾑ全て記録 
    イ. 間欠記録 H.264 IDRﾌﾚｰﾑのみ記録 
    ウ. ｱﾗｰﾑ記録 ｱﾗｰﾑ入力およびｶﾒﾗでの動き検出時に記録 
    エ. ﾌﾟﾘｱﾗｰﾑ記録 ｱﾗｰﾑ入力前（10秒､30秒）から記録 

オ. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ記録 独立16ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ × 1ｾｯﾄ 
日時設定:毎日･任意曜日･特定日指定 
動作指定:ｶﾒﾗ毎に設定可能 

カ. ﾘﾋﾟｰﾄ記録  古い記録部分から上書き記録(ON/OFF設定可能) 
キ. ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ  単画表示時にﾗｲﾌﾞ、再生映像を静止画保存 

⑤ 記録時間 約1週間(MELOOK3ｶﾒﾗ：2.8Mbps/1ch × 8ch)(*4)(*5) 
  約1週間(MELOOKμ+ｶﾒﾗ：3Mbps/1ch × 8ch)(*5) 

(4) 再生  ① 再生ﾓｰﾄﾞ 通常再生､ｼｰﾑﾚｽ再生､ちょっと前再生､ﾗｲﾌﾞ中再生 
  ② 特殊再生 早送り､早戻し､ｺﾏ送り､ｺﾏ戻し､一時停止､超解像(*6) 
   ③ 検索機能 ｱﾗｰﾑ検索､ﾀｲﾑﾃﾞｰﾄ検索､ｻﾑﾈｲﾙ検索(*7) 

④ 音声  ア. ﾗｲﾌﾞ:ﾗｲﾌﾞ表示画面で選択した任意のｶﾒﾗからの音声を出力 
    イ. 再生:再生表示画面で選択した任意の再生映像に対応する音声を出力 
(5) 表示  ① 画面分割数 ア. ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ :単画面､4画面､9画面､16画面 
    イ. ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ :単画面､4画面､9画面､16画面 
  ② 表示ﾓｰﾄﾞ ア. ﾒｲﾝﾓﾆﾀｰ :ﾗｲﾌﾞ､再生､ﾗｲﾌﾞ中再生､ｼｰｹﾝｽ 
    イ. ｻﾌﾞﾓﾆﾀｰ :ﾗｲﾌﾞ､ｼｰｹﾝｽ 
  ③ 言語表示 日本語/英語他(*8)  
  ④ 表示ﾚｰﾄ ア. ﾗｲﾌﾞ 最大 30fps 

イ. 再生 最大 30fps 
(6) 外部保存  ① 記録媒体 USBﾒﾓﾘ 
  ② 記録方式 ア. 指定区間の記録(映像･音声)を最大16系統で記録媒体に保存 
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    イ. ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄの記録(静止画)を記録媒体に保存 
③ 再生方式 本体およびWindowsPCでの再生が可能､WindowsPC専用再生S/Wを 

記録と同時に記録媒体へ保存 
(7) ｾｷｭﾘﾃｨｰ ① ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 操作範囲に対し､ﾛｸﾞｲﾝ時のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞにより､3段階で管理 

② 暗号化 外部保存時に記録(映像)に対し暗号化(ON/OFF設定可能) 
(8) 遠隔配信機能 

NO 項目 内容  専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ(*10) 

1 遠隔監視機器 WindowsPC ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄ(*9)   

 

 

 

 

MELOOK3 多地点遠隔 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ製品仕様書

(SM-Y8550)を 

ご参照下さい。 

2 表示方法 ﾌﾞﾗｳｻﾞｰ使用 ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ使用  

Internet Explorer 11 M-ﾓﾊﾞｲﾙﾋﾞｭｰﾜ  

3 必要ﾈｯﾄﾜｰｸ伝送速度 実効ﾚｰﾄ:32kbps～10Mbpsの9段階で設定可能  

4 同時接続数 最大5台  

5 ﾗｲﾌﾞ･再生  

同時配信数 

映像 最大16ch 

音声 最大1ch 

映像 最大1ch 

音声 最大1ch 

 

6 配信ﾚｰﾄ 映像 設定実効ﾚｰﾄ依存で､ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ配信 

(ﾚｰﾄによりｺﾏ数→画像ｻｲｽﾞの順にﾃﾞｰﾀ量を落とす) 

 

7 配信ﾚｰﾄ 音声 

8 対応OS Windows7 32bit(PC) 

Windows8.1 64bit(PC) 

Windows10 64bit(PC) 

iOS9.2 

Android4.4.x 

 

9 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｻｲｽﾞ推奨値 Full HD -  

10 再生制御 通常再生  

11 特殊再生 一時停止  

12 検索機能 ｱﾗｰﾑ検索､ﾀｲﾑﾃﾞｰﾄ検索  

13 ｾｷｭﾘﾃｨ- ﾛｸﾞｲﾝ/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞによる認証  

14 ｶﾒﾗ制御 ﾌﾟﾘｾｯﾄ､PTZ制御(*11)  

(9) その他 ① 簡単設定 簡易なｼｽﾃﾑ設定が可能 
  ② 簡単操作 ﾏｳｽ操作のみのGUI 

③ 故障通知 各種故障の発生状況を画面表示および外部出力 
(10) 外部監視/制御ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(他ｼｽﾃﾑ連携)   接点16点(入力9点(ﾊﾟﾙｽ幅200ms以上)､出力5点､+12V出力､GND) 
(11) ﾈｯﾄﾜｰｸ  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ﾎﾟｰﾄ(*12) 
(12) 内蔵時計精度    月差±13秒 
(13) 電源電圧/周波数 AC100～240V±10%  1.5A以下(150W以下)(*13) 50/60Hz 
                                            1.7A以下(170W以下)(*14) 50/60Hz 
(14) ｶﾒﾗ電源  ｶﾒﾗ接続(LAN)端子：PoE (IEEE802.3af準拠) 
   ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ接続(LAN)端子：PoE給電(48W以下) 
(15) 周囲温度･湿度 5℃～40℃､20～80%RH (但し結露なきこと) 
(16) 外形寸法  420(W)×270(D)×100(H) (ｺﾞﾑ足及び突起物除く) 
(17) 質量  9Kg以下 
(18) 付属品  取扱説明書､保証書､電源ｹｰﾌﾞﾙ、LANｹｰﾌﾞﾙ 
(19) 互換性  μⅡｶﾒﾗ､DGⅡｶﾒﾗ(NC-6100､NC-6500､NC-6700､NC-6400)を接続可。 
   但し､画像ｻｲｽﾞ､ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ､符号化方式により､画面表示に制約あり 
(20) 拡張性  他社製ｶﾒﾗ(当社選定AXIS製ｶﾒﾗ)を接続可能(*15)。 
 
(*1-1) MELOOK3ｶﾒﾗ：NC-7020,7620,7820,7000,7600,7800,7300,7310,7300(L),7310(L) 

(*1-2) MELOOK3ｶﾒﾗ：NC-7020,7620,7000,7600 

(*2)ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀの製品仕様は、SM-Y8565、SM-Y8566をご覧ください。 

① ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ1台あたりMELOOKμ+ｶﾒﾗ4台を接続可能。 

      ﾚｺｰﾀﾞｰ1台あたり、2台のﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀが接続可能なため、合計8台のMELOOKμ+ｶﾒﾗを接続可能。 

  ② ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ1台あたりMELOOKｶﾒﾗ 3 同軸ﾀｲﾌﾟ4台を接続可能。 

      ﾚｺｰﾀﾞｰ1台あたり、2台のﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀが接続可能なため、合計8台のMELOOKｶﾒﾗ 3 同軸ﾀｲﾌﾟを接続可能。 

    MELOOKｶﾒﾗ 3 同軸ﾀｲﾌﾟ8台＋MELOOK3ｶﾒﾗ5台以上の構成の場合、5～8台目のMELOOK3ｶﾒﾗは 

    電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀを接続した延長ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(P-3200)を経由してﾚｺｰﾀﾞｰへ接続してください。 

(*3) μⅡ/μ+/DGⅡｶﾒﾗの場合のみ使用する解像度。 

(*4) 2.8Mbps→単画用映像ｽﾄﾘｰﾑ(FullHD:2Mbps/15fps)，多分割表示用映像ｽﾄﾘｰﾑ(HVGAW:768Kbps/30fps) 

(*5) 接続されたｶﾒﾗの条件が、すべて同じ場合の記録時間目安です。 

(*6) FullHDのみ有効。 

(*7) MELOOK3ｶﾒﾗと接続した場合のみ有効な機能。 

(*8) 対応言語は､日本語､英語､ﾀｲ語の3言語を納入時選択(以降切替不可)。 

(*9) ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄの動作確認機種は、当社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。 
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   http://www.MitsubishiElectric.co.jp/nwcamera/melook3/pdf/mobileviewer_operationcheck.pdf 

(*10) 専用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの製品仕様は、SM-Y8550(MELOOK3多地点遠隔ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ)をご覧ください。 

(*11) 接続ｶﾒﾗが旋回機能付ｶﾒﾗの場合に可能。 

(*12) ﾙｰﾀ向け遠隔用1ﾎﾟｰﾄ(PoE無し,10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)。 

(*13) ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ1台(ｾｯﾄ製品)、ｶﾒﾗ12台、ﾚｺｰﾀﾞｰ～ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ間のLANｹｰﾌﾞﾙを100mとした場合。 

(*14) ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ2台(ｾｯﾄ製品＋ｵﾌﾟｼｮﾝ製品)、ｶﾒﾗ16台、ﾚｺｰﾀﾞｰ～ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ間のLANｹｰﾌﾞﾙを100mとした場合。 

(*15) 接続可能なｶﾒﾗ機種は、当社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご参照ください。 

   http://www.mitsubishielectric.co.jp/nwcamera/melook3/pdf/melook3_camera.pdf 

 

1-2 ﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ(X-8100T) 

(1) ｶﾒﾗ入力  MELOOKμ+ｶﾒﾗ/MELOOK3ｶﾒﾗ 同軸ﾀｲﾌﾟ × 4ch 
(2) ﾈｯﾄﾜｰｸ  10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T × 1ﾎﾟｰﾄ(ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ伝送専用) 
   NR-8200Tのﾚｺｰﾀﾞｰｱﾀﾞﾌﾟﾀ接続用端子「9-12」直結による配信(VLAN伝送) 
(3) 最大伝送距離  ｶﾒﾗ入力(BNC端子)  ：最大500m(5C-2V) 
   ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀﾌｪｰｽ(LAN端子) ：最大100m 
(4) 故障通知  機器故障発生時に前面LEDで通知 
(5) 電源電圧/周波数 48V±10%  50/60Hz 
(6) 定格電流  1A以下(48W以下) 
(7) 周囲温度･湿度 5℃～40℃､20～80%RH (但し結露なきこと) 
(8) 外形寸法  200(W)×230(D)×43.5(H) (ｺﾞﾑ足及び突起物除く) 
(9) 質量   2Kg以下 
(10) 付属品  取扱説明書､保証書 

 
 

※Windowsは米国Microsoft Corprationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

MELOOKは、三菱電機株式会社の登録商標です。その他引用された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

 

(本仕様は予告なしに変更することがあります) 

 




