
DISPLAY
ネットワーク
カメラ

入力数 最大4ch
解像度 CIF ~8MP
プロトコル Wisenet, ONVIF(Profile-S)

ライブ表示 ローカルモニタ 1xHDMI
マルチチャンネルディスプレイ [ローカルモニター] 1 /2H/2V/3V/4/オートシーケンス

[Web]1/4/オートシーケンス
パフォーマンス [ローカルモニタ] 8MP(60fps)

5MP(90fps),3MP(120fps),2MP(120fps),720p(120fps),D1(120fps)

OS Embedded Linux
録画機能 圧縮 H.265, H.264,MJPEG

レコーディング帯域 最大40Mbps
解像度 CIF ~8MP
タイプ 手動録画,スケジュール録画(常時 /イベント),イベント(プリ/ポスト)
イベントトリガー ビデオロス,カメライベント (センサー,動体検知,ビデオ解析,フォーカスズレ検知)
イベントアクション e-Mail,PTZプリセット,ブザー,モニター出力

検索&録画再生 録画再生帯域 32Mbps (4ch同時再生)
パフォーマンス 最大3ユーザー (ローカル1,リモート3)
モード 日付&時間(カレンダー) /イベントログリスト/ テキストサーチ(POS) /ARBサーチ/

スマートサーチ(バーチャルライン/方向,侵入/退出検知)
同時再生 最大4ch(ローカル,ネットワーク)
解像度 CIF ~8MP
フィッシュアイ補正 N/A(processedonWeb/CMS)
再生速度 Fast /SlowForward /Backward,MoveonestepUp/Down

ストレージ デフォルトHDD 0~6TB
内蔵HDD数 1(最大6TB)

バックアップ ファイルバックアップ BU/Exe (USB),JPG/AVI(Web,CMS)
機能 マルチチャンネル(最大4ch)再生,日付-時間 /タイトル-ディスプレイ

センサー I/O N/A

音声
音声入力 4ch (ネットワーク)
圧縮 G.711,G.726,AAC(16 /48KHz)
音声通信 2-Way(双方向)

NETWORK

プロトコル
TCP/ IP,UDP/ IP,RTP(UDP),RTP(TCP), RTSP,NTP,HTTP,DHCP(Server, Client),
PPPoE,SMTP,ICMP,IGMP,ARP,DNS,DDNS,uPnP,HTTPS,SNMP,ONVIF(Profile-S),
SUNAPI (Server,Client)

DDNS Hanwha SecurityDDNS
転送帯域 50Mbps
最大リモートユーザー数 サーチ(3),ライブユニキャスト (10),マルチキャスト(20)
IP IPv4 /IPv6
セキュリティ ユーザーアクセスログ, IPフィルタリング, 802.1x,暗号化
言語

GUI
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、スウェーデン
語、チェコ語、ポルトガル語、デンマーク語、ルーマニア語、セルビア語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、
ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、中国語（簡体字）、日本語、タイ語

Web
英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、スウェーデン
語、チェコ語、ポルトガル語、デンマーク語、ルーマニア語、セルビア語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、
ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、中国語（簡体字）、日本語、タイ語

OS Windows7,8,10,MacOSX10.9. 10.10.10.11
Webブラウザー プラグインフリーwebビューワ:GoogleChrome47,MSEdge20

プラグインwebビューワ:MSExplorer11,AppleSafari 9 (MacOSXのみ)
ビューワソフト タイプ SSM,Webviewer,SmartViewer,WisenetMobile

CMS SupportSDK/CGI(SUNAPI)
FUNCTIONS
カメラセットアップ 登録 PnP,Manual

セットアップ項目 IPaddress,Addprofileedit,Bitrate, Compression,GOP,Quality,CameraMDsetup
Cameravideosetup(Simplefocus,Brightness /Contrast,Flip/Mirror, IRIS,WDR,
D&N,SSNR,Shutter,SSDR,DIS), FisheyeDewarpingsetup,HallwayViewSetup,
CameraWebpage

カメラコントロール PoE PoE消費電力の監視、各PoEカメラのオン/オフ制御、
各PoEカメラのリモートリセット

簡単設定 セットアップウィザード（日付/時刻、ネットワーク、自動カメラ設定）
P2P（QRコード）

ARB 対応
PTZ コントロール GUI経由,Webビューワ,255プリセット
スマートフォン サポートモデル iPhone,Android

プロトコルサポート RTP,RTSP,HTTP,CGI(SUNAPI)
コントロール ライブ(4ch) :マルチプロファイルサポート,録画再生(4ch), イベントプッシュ
最大リモートユーザー数 サーチ(3),ライブユニキャスト (10),マルチキャスト(20)

システム制御 マウス,Web

フロントパネル インジケータ LED(ステータスインジケーター) : 3ea
電源ステータス1,LAN1,録画1

端子

VGA N/A
HDMI 1出力(3840x2160,1920x1080,1280x720)
音声 N/A
イーサネット 4ポート (PoE,100Mbps)

1ポート(WAN,100Mbps)-WAN:UplinktoCMS
アラーム N/A
USB 前面 1ポート(USB2.0),背面 1ポート(USB3.0)
Ext.Storage N/A
シリアル N/A
リセット スイッチ(1EA)
電源ケーブル 同梱

ログ ログリスト 最大20000(それぞれシステムログ,イベントログ)

動作温度 +0°Cto+40°C(+32℉to+104℉)
湿度 20%~85%RH

入力電圧/電流 54VDC/1.2A
消費電力 最大47W(1HDD, PoEon),最大7.4W(1HDD, PoEoff)
PoEBudget 最大25W

色/材質 ブラック/メタル
寸法(W x H x D) W300.0xH47.1xD208.4mm(1U) (11.81"x1.85" x8.20")
重量 0.99Kg(2.18 Ib)(HDD無しの状態)

QRN-410S

PERFORMANCE

INDICATOR/ INTERFACE

SYSTEM
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ELECTRICAL

MECHANICAL

Key Features

•4ch@8MPのビデオ入力サポート

•H.265,H.264,MJPEGコーデックサポート

•40Mbpsのネットワークカメラ録画帯域

•4 PoEポートのPlug & play機能

•最大 1HDDサポート

•HDMI ローカルモニター

•P2P service (QR code connect)サポート

QRN-410S
4Ch Network Video Recorder with built-in PoE Switch
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*The lastest product information / specification can be found at hanwha-security.com
* Design and specifications are subject to change without notice.
*Wisenet is the proprietary brand of H a n w h a T e c h w i n , formerly known as Samsung Techwin.
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