光ファイバー伝送

カメラアダプタシステム

・3G・HD・SD

カメラアダプタ

SCA-SP5/SCA-SP4 を使用したシステム運用例
ビデオモニタ

光ファイバーカメラケーブル（伝送距離

カメラ 1

カメラアダプタ SCA-SP5/SCA-SP4

カメラ電源供給
映像・音声出力
インターカム・タリー
プロンプター
TC・GL
リターンビデオ
カメラリモコン
イーサネット

最長 2,400m）

ベースユニット SCA-BU5/SCA-BU4
SDI

スイッチャー

CAM1

MON

CAM2

エンベデッド オーディオモニタ SP-VM2-12G-32

CAM3

インターカム

LINE

ベースユニット SCA-BU5/SCA-BU4

カメラ 2

カメラアダプタ SCA-SP5/SCA-SP4
インターカム

MON

カメラリモコン
CAM8

カメラリモコン

タリー / インターカム

ベースユニット SCA-BU5/SCA-BU4

カメラ 3

1

カメラアダプタ
SCA-SP5/SCA-SP4

インターカム

カメラリモコン

インターカム

ライブユニット LU2

2
3

装着例 1

8

ベースユニット SCA-BU5/SCA-BU4 タリー / インターカム

カメラ 8

カメラアダプタ SCA-SP5/SCA-SP4

カメラリモコン
インターカム

装着例 3

ビューファインダ
インターフェース
SCA-VFIF10

装着例 2

7 型カラービューファインダ
SCA-VF70

インターカム

7 型カラービューファインダ
SCA-VF70
カメラアダプタ
SCA-SP5

5 型カラービューファインダ
SCA-VF50

カメラアダプタ
SCA-SP5

光カメラケーブル

12G カメラ

カメラアダプタ
SCA-SP5
12G カメラ
光カメラケーブル
リターンスイッチ
SCA-RTS10

4K-SDI カメラ

光カメラケーブル
リターンスイッチ
SCA-RTS10

SCA-UMA10

フォーカスデマンド
SCA-UMA20

インターカム

リターンスイッチ
ズームリモコン
インターカム

SCA-SP5/SCA-BU5

SCA-SP4/SCA-BU4 オプション

ユニバーサル マウントアダプタ

ユニバーサル マウントアダプタ

VF インターフェースユニット

小型ハンディタイプカメラに
カメラアダプタや VF を取り
付けるマウンターです。

中型ハンディタイプカメラに
カメラアダプタや VF を取り
付けるマウンターです。

SCA-UMA20

SCA-UMA10

ショルダータイプカム
コーダの VF にリター
ン映像を送り込むユ
ニットです。

SCA-VFIF10

希望小売価格 165,000 円（税抜価格 150,000 円）

希望小売価格 132,000 円（税抜価格 120,000 円）

希望小売価格 176,000 円（税抜価格 160,000 円）

7 型液晶カラービューファインダ

5 型液晶カラービューファインダ

7 型液晶カラービューファインダ

SCA-SP5/SCA-SP4

SCA-SP5/SCA-SP4

に取り付けることができる

に取り付けることができる

7 型フル HD 液晶カラー

5 型フル HD 液晶カラー

ビューファインダです。

ビューファインダです。

SCA-VF70

SCA-VF50

希望小売価格 440,000 円（税抜価格 400,000 円）

希望小売価格 385,000 円（税抜価格 350,000 円）

7 型液晶カラービューファインダ

リターンスイッチ
ビューファインダ用リター
ンスイッチです。

SCA-RTS10

HDVF-L770（取扱商品）

希望小売価格 44,000 円（税抜価格 40,000 円）

希望小売価格 880,000 円（税抜価格 800,000 円）

インターカム用ヘッドセット

カメラ接続ケーブルセット

各社選べます。
メーカーと型式をお申
し出ください。

HDVF-L750（取扱商品）

希望小売価格 550,000 円（税抜価格 500,000 円）

インターカム／タリーマトリクス ライブユニット

パンバーに取り付けられる

※ソニー製

※ソニー製

カメラ 8 台までのタリー／インターカムユニット ,
プログラム音声や電話回線と接続できます。
カスケード接続で増設可能です。

LU2

希望小売価格 1,210,000 円（税抜価格 1,100,000 円）

アクセサリーシューブラケット
SCA-SP5/SCA-SP4
上部にネジで取り付ける
ことによりOA タリーラン
プや小型照明器具等、
軽量のものを簡単に取り
付けができます。

カメラと SCA-SP5/SCA-SP4
間の信号接続ケーブルセットで
す。カメラによって異なります。
購入の際、営業部までお申し
出ください。

SCA-ACC

希望小売価格 13,200 円（税抜価格 12,000 円）

V シューブラケット

バッテリーマウントカバー

SCA-VB

SCA-SP5/SCA-SP4 と SCA-BU5/SCA-BU4 間の光
カメラケーブルです。
ARIB 規格光カメラケーブル
（タジミ，LEMO）

SCA-COV

希望小売価格 24,200 円（税抜価格 22,000 円）

希望小売価格 13,200 円（税抜価格 12,000 円）

ズームリモコン

営業部にお問い合わせください。

フォーカスデマンド
カムコーダ用

カムコーダ用

営業部にお問い合わせください。

営業部にお問い合わせください。

安全に関するご注意

商品のお問い合わせ ： 本社営業部

光カメラケーブル

SCA-SP5/SCA-SP4 の
バッテリーマウント部保護カ
バーです。

SCA-SP5/SCA-SP4
上部にネジで取り付ける
ことによりビューファイン
ダや照明器具を簡単に
しっかりと取り付けができ
ます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
湿気、ほこり、砂塵などの多い場所に設置しないでください。

TEL 042-586-2933（代） FAX 042-584-0314

https://www.cosmic-eng.co.jp/

e-mail c1000@cosmic-eng.co.jp
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