2022年4月価格表
No. 型番
551 TEX‐HDS150D

552

553

TER‐HDP150D

TEX‐HSX150

商品名

製品写真

HD-SDI CAT5信号重畳送信ユニット
SDI/DC12V/RS485
伝送距離150mまで

HD-SDI CAT5信号重畳受信ユニット
SDI/DC12V/RS485
伝送距離150mまで

HD‐SDI

HD‐SDI

HD-SDI CAT5エクステンダー パッシブタイプ
HD‐SDI

554

TEX‐HSX100D

HD-SDI CAT5エクステンダー アクティブタイプ
（送信受信セット）
HD‐SDI

555

TEX‐HSR100D

TEX-HSX100D用中継ユニット
HD‐SDI

556

TMX‐IP03P

IP（PoE） 同軸/2線ケーブル 延長ユニット
（送信受信セット）
IP

557

TEX‐HX150

HDMI CAT5伝送ユニット HDMIローカル出力付
（送信受信セット）

仕様
伝送距離：SDI 150mまで(CAT5e)
伝送用：RJ45
同軸ケーブル：BNC（75Ω）オス
電源/制御：端子台2ピン
寸法：W55xH33xD20.5mm 約50g
※電源は受信ユニットより供給

価格(税抜)

¥28,000

伝送距離：SDI 150mまで(CAT5e)
伝送用：RJ45
同軸ケーブル：BNC（75Ω）オス
電源/制御：端子台2ピン
寸法：W55xH33xD20.5mm 約50g
電源：DC48V（電源アダプタ付属）

¥38,000

伝送距離：SDI 150mまで(CAT6)
伝送用：RJ45
同軸ケーブル：BNC（75Ω）オス
寸法：25.4x25.4x140.5mm(ケーブル91mm含む）
※外部電源不要

¥34,800

伝送距離：SDI /RS485 100mまで(CAT6)
伝送用：RJ45
同軸ケーブル：BNC（75Ω）オス
寸法：各67x140x27mm 約230g
電源：DC5V（電源アダプタ付属）

¥98,000

伝送距離：SDI /RS485 100mまで(CAT6)
伝送用：RJ45
同軸ケーブル：BNC（75Ω）オス
寸法：各67x140x27mm 約230g
電源：DC5V（電源アダプタ付属）

¥38,000

伝送距離：通常1km、PoE給電時600mまで
ネットワーク：10/100Base-T
カメラ側外部電源不要
電源：DC48V（電源アダプタ付属）
HDMI信号をCAT5eで150mまで伝送
HDMIローカル出力付
伝送距離：CAT5e 150mまで
電源：DC5V（電源アダプタ付属）

¥128,000

¥68,000

HDMI
558

TVD‐H13CAT

1入力3リモートCAT出力＆1HDMI出力ツイストペア分
配器
HDMI
（送信受信セット）

559

TVD‐G15CAT

1入力4リモートCAT出力＆1ローカル出力VGA分配
器
※TMR-G001Vとセットで使用

560

TVD‐G12CAT

1入力1リモートCAT出力＆1ローカル出力VGA分配
器
※TMR-G001Vとセットで使用

561

TMR‐G001V

1ch映像VGAエクステンダーCAT5受信ユニット
※TVD-G15CATもしくはTVD-G12CATとセットで使用

562

TMR‐G002AV

1ch映像VGA・音声エクステンダーCAT5受信ユニット
※TVD-G15ACATとセットで使用
※TVD-G15ACATには、TMR-G002AVが4台付属

563

TVD‐GA15CAT

1入力4リモートVGA+音声CAT出力
＆1ローカル出力VGA音声分配器
送信・受信セット
※TMR-G002AVとセットで使用
※TMR-G002AVが4台付属

564

TVD‐GA12CAT

1入力1リモートVGA+音声CAT出力
＆1ローカル出力VGA音声分配器
送信・受信セット
※TMR-G002AVとセットで使用
※TMR-G002AVが1台付属

¥95,000

解像度：最大1600*1200@85Hz
入力/ローカル出力：VGA(miniD-Sub15)
リモート出力：4CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W57.5xH27xD67mm
電源：DC5V（電源アダプタ付属） 500mA
解像度：最大1920*1080@85Hz
入力/ローカル出力：1VGA(miniD-Sub15)
リモート出力：1CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W67xH27xD73mm
電源：DC5V（電源アダプタ付属） 350mA
解像度：最大1600*1200@85Hz
出力：VGA(miniD-Sub15)
リンク：1CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W67xH27xD140mm
電源：DC5V 400mA(電源アダプタ付属)
解像度：最大1600*1200@85Hz
出力：VGA(miniD-Sub15)、音声(3.5mmステレオミニ)、ループ
出力(RJ45)、入力：1CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W88xH30xD96mm
電源：DC5V 700mA(電源アダプタ付属)
解像度：最大1600*1200@85Hz
入力/ローカル出力：VGA(miniD-Sub15)、
音声(3.5mmステレオミニ)
リモート出力：4CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm
電源：DC5V（電源アダプタ付属）
解像度：最大1600*1200@85Hz
入力/ローカル出力：VGA(miniD-Sub15)、
音声(3.5mmステレオミニ)
リモート出力：1CAT(RJ45)
伝送距離：最大300m
寸法：W125xH30xD96mm/W88xH30xD96mm
電源：DC5V（電源アダプタ付属）

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

¥98,000

¥95,000

¥58,000

¥58,000

¥198,000

¥128,000
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2022年4月価格表
No. 型番
565 TMX‐111VP

商品名

映像、電源ツイストペア伝送ユニット VP-50m
DC12V
（送受信セット）

仕様
伝送信号：映像・電源
伝送可能距離：電源を供給する場合 50ｍ
電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m
寸法：W66xH23xD19mm ※外部電源不要

566

TMX‐111VPD

映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット
VPD(RS422、485)
※送信受信2台必要

伝送信号：映像・電源・データ
伝送可能距離：電源を供給する場合 30ｍ
電源を供給しない場合 カラー400m、白黒600m
寸法：W66xH23xD19mm ※外部電源不要

567

TMX‐111AV

映像、音声ツイストペア伝送ユニット
※送信受信2台必要

伝送信号：1ｃｈ映像・1系統(R/L)音声
伝送可能距離：映像カラー400m、音声1500m
寸法：W110xH24xD77mm ※外部電源不要

¥11,800

568

TMX‐212AV

双方向映像、音声ツイストペア伝送ユニット(データー
多重UTP）
※送信受信2台必要

伝送信号：2ch映像・1系統（R/L）音声
伝送可能距離：映像カラー400m、音声1500m
寸法：W108xH27xD71.5mm ※外部電源不要

¥11,800

569

TMX‐414M

4ch HD-TVI/AHD/HDCVI ツイストペア伝送ユニット
※送信受信2台必要

伝送信号：4ch HD-TVI/AHD/HDCVI
伝送可能距離：映像1080p TVI/AHD 250m、CVI 300m
4MP/5MP 200m、CVBS 300m
寸法：W110xH26.3xD80.6mm ※外部電源不要

¥14,800

570

TMX‐414V

4ch映像ツイストペア伝送ユニット
※送信受信2台必要

伝送信号：4ch映像
伝送可能距離：映像 カラー400m、白黒600m
寸法：W110xH24xD77mm ※外部電源不要

¥12,800

414Mへ移⾏

製品写真

価格(税抜)

¥6,980

¥7,200

571

TMX‐414VD

4ch映像、制御ツイストペア伝送ユニット
※送信受信2台必要

伝送信号：4ch映像
伝送可能距離：映像 カラー400m、白黒600m
寸法：W110xH24xD77mm
電源：DC12V ※外部電源不要

¥13,800

572

TMX‐444VPD

4ch映像、電源、制御ツイストペア伝送ユニット
※送信受信2台もしくは、片側にTMX-111VPD必要

¥14,800

573

TDV‐414VP

4ｃｈ映像ケーブルHUB
※送信受信2台、もしくは、Video＞CAT5変換ユニット
等必要

574

TMX‐1500AVD

1ch映像、音声、制御ツイストペア伝送送信・受信ユ
ニット
（送信受信セット）

ビデオ利得調整：①0-300m/②300-600m/
③600-900m/④900-1200m/⑤1200-1500m
伝送信号：1ch・映像1ch音声・データ
伝送可能距離：映像白黒2400m、カラー1500m
寸法：W88xH62xD24mm
電源：DC12V(送信40mA/受信80mA)*電源別
伝送距離：100mまで
解像度：フルハイビジョン1080p
データレート：10.2Gbps
HDMI1.4 HDCP
RS232（双方向）＆赤外線（双方向）
電源：DC5V（電源アダプタ付属）
伝送距離：100mまで
解像度：フルハイビジョン1080p
データレート：10.2Gbps
HDMI1.4 HDCP
RS232（双方向）＆赤外線（双方向）
電源：DC5V（電源アダプタ付属）

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

¥9,800

¥98,000

2

