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25CH ネットワークビデオレコーダー（NVR）
5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV816
WTW-NV816P

特徴 仕様

寸法図
（単位:mm）

 •遠隔監視対応IPネットワークNVR 25ch
 •19インチサーバーラックマウント型筐体

 •5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応　H264
 •モニター出力 HDMI/VGA
 •本体メニューは多国言語に対応

 •各入力最大25fpsまで設定可能（720p/1080p）

 • PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

 •HDMI出力に対応（1920×1080に対応）

 •USBマウス付属

 •WTW-NV816：ハードディスクが最大7台（28TB）搭載可能

 •WTW-NV816P：PoE給電対応！

 •ハードディスクが最大4台（16TB）搭載可能

 • PoE NVR 16CH DC48V PoEトータル 16A
 • LANケーブル一本で設置可能
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商品名 WTW-NV816 WTW-NV816P

映像・音
声

カメラ入力台数
最大25台（ネットワーク接続のみ）
※画質モードによっては16chまで接続できます

PoE接続：16台（DC48V PoEトータル 16A）
※PoE、ネットワーク接続を含めて最大25台接続可能

カメラ入力タイプ IPネットワークカメラ

チャンネルグループ チャンネルグループなし

入力可能解像度 最大500万画素

モニター出力タイプ HDMI×1, D-sub15×1
モニター出力解像度 1920×1080 /　1366×768 / 1280×1024 / 1024×768
音声入力台数 1台
音声入力タイプ RCAP接続可能なマイク

インターフ
ェイス

内蔵ハードディスク
7台（SATA対応） 各ポート最大

4TB / トータル最大28TBまで
4台（SATA対応） 各ポート最大

4TB / トータル最大16TBまで

外付けハードディスク 非対応 1台（eSATA） 最大4TBまで

ネットワーク
10/100/1000イーサーネットポート×1  
※PoE非対応

10/100/1000イーサーネットポート×1
PoE対応10/100/1000イーサーネットポート×16

USB
前面：USB2.0×1 背面： USB3.0×1 / USB2.0×1
※バックアップ用USBメモリ接続・マウス接続時に使用

RS485 PTZ信号用

電源スイッチ 前面：電源ボタン / リセットボタン  背面：電源スイッチ

ステータスLED 前面：電源ランプ / ハードディスクアクセスランプ

電源コネクタ 2.1DCJ
操作メニュ
ー・OSD

対応言語 日本語 / 英語 / 中国語 / 他
カメラタイトル 多言語対応

映像・音
声リアル
タイム視
聴

表示画面モード 1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示

最大表示フレームレート 各チャンネル：25fps / 全チャンネル：400fps ※NTSC設定の場合

音声再生 指定されたチャンネルのみ再生

デジタルズーム マウス操作でズーム可能

映像・音
声録画

録画モード 常時録画（24時間録画） / スケジュール録画 / モーション検知録画

最大録画フレームレート 各チャンネル：25fps / 全チャンネル：400fps
データ圧縮タイプ H.264

録画解像度
2560×2048（500万画素） / 2048×1536（300万画素） 
1920×1080（1080p） / 1280×720（720p）

映像・音
声データ
再生

データ検索 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索

再生モード 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り

表示画面モード 1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示

デジタルズーム デジタルズーム

データバ
ックアップ

映像データ拡張子 H.264圧縮された音声つき映像データ：mp4
スナップショット JPG画像出力

ログデータ バックアップ可能

バックアップ機器 USBフラッシュメモリ ※最大32GBまでネットワークバックアップ　※パソコン接続のみ

ネットワー
ク

プロトコル TCP / IP，DHCP，DDNS，PPPoE，E-mailに対応

外部接続サービス DDNS
アクセス対応端末 PC：Windows®10 / 8.1 / 8 / 7  スマートフォン：Android® / iPhone

アクセスプログラム
PC：Internet Explorer 11
Android：TTC WS VIEW    /   iOS：TTC WS VIEW

接続ユーザー数 3ユーザー

検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索

モーション・アラーム通知 メール通知

保全機能

ハードディスク診断 有

スケジュール再始動 時刻指定

システムアップデート USB / ネットワークからのファームアップデート

通知機能 アラーム モーション・システムエラー時ブザー鳴動

その他設
定・機能

モーションエリア範囲 有

モーション感度設定 有

プライバシーマスク機能 有

電源・
本体・
その他

本体材質 パネル部：プラスチック    ケース部：アルミニウム

本体配色 黒

本体外形寸法 490（W）×501（D）×92（H）mm 490（W）×432（D）×45（H）mm
本体重量 約7.5kg
電源 DC12V
周辺動作温度 0度～55度
付属品 電源アダプタ / マニュアル / CD

WTW-NV816

WTW-NV816P


