2018年8月価格表
No. 型番
494 TUW‐FSM4/T

新製品

株式会社スリーディー

商品名

製品写真

アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、
光伝送送信ユニット シングルモード
伝送距離：標準10km、オプション20/40/80km
波長：T1310nm/R1550nm
ファイバー：9/125μm
アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、
光伝送受信ユニット シングルモード
伝送距離：標準10km、オプション20/40/80km
波長：T1550nm/R1310nm
ファイバー：9/125μm

仕様

価格(税抜)

映像4ｃｈ(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS
OPEN
ファイバーコネクター：FC/SC/ST
寸法：W160xH31x155mm 760g (カード220g） 20km以上のモデルは
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売
仕様・金額が異なります。
動作環境温度：-40℃～75℃
お問合せ下さい。
映像4ｃｈ(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS
ファイバーコネクター：FC/SC/ST
寸法：W160xH31x155mm 760g (カード220g）
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売
動作環境温度：-40℃～75℃

OPEN

アナログフルハイビジョン映像8ch 4MP対応、
光伝送送信ユニット シングルモード
伝送距離：標準10km、オプション20/40/80km
波長：T1310nm/R1550nm
ファイバー：9/125μm

映像8ｃｈ(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS
ファイバーコネクター：FC/SC/ST
寸法：W160xH52x155mm 440g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売
動作環境温度：-40℃～75℃

OPEN

アナログフルハイビジョン映像4ch 4MP対応、
光伝送受信ユニット シングルモード
伝送距離：標準10km、オプション20/40/80km
波長：T1550nm/R1310nm
ファイバー：9/125μm

映像8ｃｈ(BNC) TVI/CVI/AHD/CVBS
ファイバーコネクター：FC/SC/ST
寸法：W160xH52xD155mm 440g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売
動作環境温度：-40℃～75℃

HD-SDI映像信号光伝送ユニット
送信・受信セット
シングルモード/マルチモード 両対応

映像1ch HD-SDI (BNC)
光ファイバー：
ファイバーコネクター： LC
電源： DC12V/AC24V両対応 ※電源アダプター別売

¥98,000

499 TUW‐FSRS1/T

シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485
送信ユニット シングルモード 9/125μm
伝送距離 120km

シリアルデータ RS232/422/485 1系統
光ファイバー： シングルモード9/125μm 1芯/2芯 注文時指定
ファイバーコネクター： ST/SC/FC 注文時指定
伝送距離 120km
電源： DC12V1A ※電源アダプター別売
※受信ユニットとセットで使用

¥98,000

500 TUW‐FSRS1/R

シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485
受信ユニット シングルモード 伝送距離 120km
シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485
送信ユニット マルチモード 50/125μm、62.5/125
μm
伝送距離 5km

上記に同じ
※送信ユニットとセットで使用

¥98,000

シリアルデータ RS232/422/485 1系統
光ファイバー： マルチ50/125, 62.5/125μm (1芯/2芯注文時指定)
ファイバーコネクター： ST/SC/FC 注文時指定
伝送距離 5km
電源： DC12V1A ※電源アダプター別売
※受信ユニットとセットで使用
上記に同じ
※送信ユニットとセットで使用

¥98,000

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
データRS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥98,000

495 TUW‐FSM4/R

新製品

496 TUW‐FSM8/T

新製品

497 TUW‐FSM8/R

新製品

498 TUW‐FSH1

新製品

501 TUW‐FMRS1/T

502 TUW‐FMRS1/R
503 TUW‐FS1D/T

MTBF
100,000時間

シリアルデータ光伝送ユニット RS232/422/485
受信ユニット マルチモード 伝送距離 5km
映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット
シングルモード
伝送距離：20km～
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

20km以上のモデルは
仕様・金額が異なります。
お問合せ下さい。

OPEN

¥98,000

504 TUW‐FS1D/R

映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット
シングルモード
伝送距離：20km～
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

505 TUW‐FM1D/T

映像1ch、データ1系統光伝送送信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー：50/125、62.5/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
データRS485 1系統
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥88,000

506 TUW‐FM1D/R

映像1ch、データ1系統光伝送受信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー：50/125、62.5/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
データRS485 1系統
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥88,000

507 TUW‐FS1DA/T

映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット
シングルモード
伝送距離：20km～
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
音声1ch（端子台）、データ RS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥198,000

508 TUW‐FS1DA/R

映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット
シングルモード
伝送距離：20km～
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
¥198,000
音声1ch（端子台）、データ RS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
20kmを超えるモデルは仕様・
変調：STM 帯域：8MHｚ
金額が異なります。
寸法：W160xH32x155mm 720g
お問合せ下さい。
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

509 TUW‐FM1DA/T

映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送送信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー50/125、62.5/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
音声1ch（端子台）、データ RS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥178,000

510 TUW‐FM1DA/R

映像1ch、音声1ch、データ1系統光伝送受信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー50/125、62.5/125μm

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
音声1ch（端子台）、データ RS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 720g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥178,000

2018/11/20

MTBF
100,000時間

映像1ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
¥98,000
データRS485 1系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
20kmを超えるモデルは仕様・
変調：STM 帯域：8MHｚ
金額が異なります。
寸法：W160xH32x155mm 720g
お問合せ下さい。
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

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
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2018年8月価格表

株式会社スリーディー

No. 型番
511 TUW‐FS2D2A/T

商品名

映像2ch、音声2ch、データ2系統
光伝送送信ユニット シングルモード
伝送距離：20/40/80km
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像2ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
¥268,000
音声2ch（端子台）、データ 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST
20kmを超えるモデルは仕様・
変調：WDM 帯域：8MHｚ
金額が異なります。
寸法：W160xH32x155mm 420g
お問合せ下さい。
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

512 TUW‐FS2D2A/R

映像2ch、音声2ch、データ2系統
光伝送受信ユニット シングルモード
伝送距離：20/40/80km
波長：1310μm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像2ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL、DG<1.0%、DP＜1.0°
音声2ch（端子台）、データ 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST
変調：WDM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH32x155mm 420g
電源：DC12V 1A ※電源アダプター別売

¥268,000

513 TUW‐FS4D4A/T

映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット
シングルモード
伝送距離：20ｋm
波長：1310nm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像4ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声4ch(モノラル)、データ RS485 4系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 920g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥328,000

514 TUW‐FS4D4A/R

映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット
シングルモード
伝送距離：20km
波長：1310nm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像4ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声4ch(モノラル)、データ RS485 4系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 920g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥328,000

515 TUW‐FM4D4A/T

映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送送信ユニット
マルチモード
伝送距離：500m
波長：850nm
ファイバー：50/125μm、62.5/125μm

映像4ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声4ch(モノラル)、データ RS485 4系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 920g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥298,000

516 TUW‐FM4D4A/R

映像4ch、音声4ch、データ4系統光伝送受信ユニット
マルチモード
伝送距離：500m
波長：850nm
ファイバー：50/125μm、62.5/125μm

映像4ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声4ch(モノラル)、データ RS485 4系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 920g
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥298,000

517 TUW‐FS8DA/T

映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット
シングルモード
伝送距離：10km
波長：1310nm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像8ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声2ch、データRS485 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 1kg
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥428,000

518 TUW‐FS8DA/R

映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット
シングルモード
伝送距離：10km
波長：1310nm/1550nm(DFB)
ファイバー：9/125μm

映像8ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声2ch、データRS485 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 1kg
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥428,000

519 TUW‐FM8DA/T

映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送送信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー：50/125μm、62.5/125μm

映像8ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声2ch、データRS485 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 1kg
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥398,000

520 TUW‐FM8DA/R

映像8ch、音声2ch、データ2系統光伝送受信ユニット
マルチモード
伝送距離：2km
波長：1310nm
ファイバー：50/125μm、62.5/125μm

映像8ｃｈ(BNC) ＮＴSC/PAL DG<1.0%、DP＜1.0°
音声2ch、データRS485 2系統
ファイバーコネクター：SC/ST/FC/LC
変調：STM 帯域：8MHｚ
寸法：W160xH52x155mm 1kg
電源：DC12V 2A ※電源アダプター別売

¥398,000

521 TUW‐RU19P2(4U)

光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ（4U）
（19スロット、うち電源用3スロット）

19インチカードモジュールラック（19スロット）
※専用電源搭載時、ホットスワップ対応
負荷分散による電源供給
※最大搭載数
8chユニット×8式(64ch分)＋電源×2

¥98,000

522 TUW‐PS12

光伝送ユニット用19"ラックマウントシャーシ電源

入力電圧：AC90V～264V、47～63Hz
出力電圧：DC12V 120W
必要スロット数：1.5

¥98,000

2018/11/20

製品写真

MTBF
100,000時間

MTBF
100,000時間

仕様

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

価格(税抜)
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