
この度は弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

TH-CCU504T
TH-CCU508T

取扱説明書

HD-TVI 専用
4 / 8ch ドライブユニット
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はじめに

この「安全上のご注意」は、弊社製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するための注意事項を記載しております。
必ずお守りくださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

警告
異常の状態で使用しないでください

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を
負う可能性が想定されます。

万が一強く発熱していたり、異臭がする、煙が出ているなどの異常状態のままご使用
になると、火災・感電等の事故の原因となります。直ちに電源供給を止めてください。

設置について
本機の質量を充分にご確認の上、設置ください。万が一落下すると非常に危険です。

電源について
電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったりねじったり、
重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

分解・改造しないでください
修理者以外の人は、絶対に本機を分解・改造しないでください。
火災、感電等の事故の原因となります。

水などがかからないようにしてください
本機は耐水構造ではありません。
水につけたり、水をかけたり、雨がかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。
また、濡れた手で本機や電源に触れないでください。感電の原因となります。

ほこりの多いところでのご使用は充分にご注意ください
本機の電源端子等、各端子部にほこりがかからないように注意してください。
故障、ショート、感電、火災等の事故の原因となります。

温度は、仕様の範囲内でご使用ください
ご使用になる際は、本機の使用温度範囲内かどうかを充分にご確認ください。
使用温度範囲を超えた場合、故障、火災等の事故の原因となります。

電源電圧をお守りください
ご使用になる際は、本機の電源電圧仕様をご確認いただき、それ以外の電圧で使
用しないでください。故障、火災等の事故の原因となります。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人あるいは物的損害を　
負う可能性が想定されます。注意
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はじめに

パッケージ内容

□ ドライブユニット本体
□ AC アダプター (DC48V)
□ 取扱説明書
□ 保証書

× 1
× 1
× 1
× 1

製品には以下の物が含まれています。

TH-CCU504T/	TH-CCU508T共通
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各部名称

電源インジケーター

チャンネルインジケーター

電源重畳端子 (CAMERA)

映像出力端子 (DVR)

電源入力端子

電源スイッチ 
※	電源は配線を行った後に入れてください。	
配線前に電源を入れると故障や感電の原因となります。

アース端子

1

2

3

4

5

6 
 

7

前面（TH-CCU504T/	TH-CCU508T共通）

背面

1 2

TH-CCU504T

TH-CCU508T

5 6 7

3 4 5 6 7

3 4



5

操作方法

消　　灯：カメラ接続なし
緑色点灯：正常
緑色点滅：カメラ断線
赤色点滅：�接続異常　※すぐに電源を切り販売店にご連絡ください。

※	接続しているカメラやDVRを外したり、交換する場合は必ず電源を切ってから行って
ください。

チャンネルインジケーターの点灯状態

接続方法

対応機種 UTC 対応 配線距離

TH-HDW2168TVP
TH-HDD2568TVP
TH-HDV2568TVP

〇

PoC.af 3C-2V 200m
PoC.at 3C-2V 100m

PoC.af 5C-2V 300m
PoC.at 5C-2V 200m

ドライブユニットの接続例

カメラ 

本機 

モニタ 

同軸ケーブル
（映像・電源）

電源
電源

電源

デジタルビデオレコーダー

1. 上図を参考にカメラと本機、本機と録画機を接続して電源スイッチを入れてください。
2.�電源インジケーターが点灯し各カメラへの送電が開始されます。接続が確立されると�
�カメラが接続されているチャンネルインジケーターが緑色に点灯します。
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仕様

製品仕様

TH-CCU504T
4ch(BNC)
4ch(BNC)
安定1chあたり7.5W（全体30Wまで）
安定1chあたり9.5W（全体38Wまで）
6W（最大）
-10℃～55℃ 湿度90％以下 （但し、結露しないこと）
315(W)×46(H)×201(D)mm（突起物は除く）
約2.3kg
取扱説明書､ACアダプター､ACケーブル 　　　　　　　　　

TH-CCU508T
8ch(BNC)
8ch(BNC)
安定1chあたり7.5W（全体60Wまで）
安定1chあたり9.5W（全体76Wまで）
10W（最大）

約2.4kg
 　　　　　　　　　

品番
映像入力
映像出力
カメラ出力電源

消費電力
動作温度・湿度
外形寸法
質量
付属品

安定電圧
瞬間電圧

3C-2V：200m
3C-2V：100m
5C-2V：300m
5C-2V：200m 　　　　　　　　　

配線距離 PoC.af
PoC.at
PoC.af
PoC.at
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仕様

外形寸法図

単位 (mm)

TH-CCU504T

TH-CCU508T

315
50
46

20
1

315
50
46

20
1

315
50
46

20
1

315
50
46

20
1



保 証 書
機種名
お買上げ年月日　　　年　　月　　日 販売店名/住所/TEL
ご氏名
ご住所

電話番号　　　　（　　　　） 印

保証期間：1年間

お客様へ

販売店様へ

保証規定

この度は、弊社製品をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。本保証書は下記の条件に従い、上記製品
に対する保証サービスをご提供申し上げるものです。記入事項に記載のない保証書は無効となりますので、記入の有
無をご確認の上、記入漏れの事項がございましたら、直ちにお買い上げの販売店にお申し付けください。本保証書は、
再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

本保証書は、所定事項を記入して効力を発揮するものです。必ず、お買上げ日・貴販売店名・ご住所・電話番号をご記
入あるいはご捺印、あるいは同一情報を添付の上、お客様へお渡しください。

正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に従って無料にて故障の修理をさせてい
ただきます。保証期間はお買い求めになった日より１年間です。次のような場合には、保証期間内でも有償修理となり
ます。

１．本製品の取扱説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障・損傷・第三
者による行為（戦争・暴動等の社会的混乱）の場合

２．お買上げ後の輸送や振動・落下・衝撃など、お取扱いが不当であるために生じた故障・損傷の場合
３．火災・地震・風水害・落雷・その他天変地異・公害・塩害・ガス害・異常電圧や指定以外の電源使用などにより生
じた故障・損害の場合

４．接続している他の機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損害の場合
５．不適当な改造・調整・部品交換などをされたことにより生じた故障・損害の場合
６．本保証書のご提示がない場合
７．本保証書の所定事項に未記入、あるいは字句が書き換えられている場合
本製品の故障・損傷、またはその使用中に生じた直接または間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いか
ねますので、予めご了承ください。
この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理、アフターサー
ビスなどについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサービス実施店へお問い合わせください。
◆本製品の動作の正常異常とに関わらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、弊社は一切責任を負いません。
◆製品の設置により生じた建物等への損傷やその他の損害について、弊社は一切責任を負いません。
◆本製品は日本国内専用です。

株式会社東邦技研

TH-HDW2168TVP / TH-HDD2568TVP
TH-HDV2568TVP

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678　FAX 03-5816-4540

〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820　FAX 06-6770-9821

東京本社

大阪支店
http://toho-giken.com

HCT210616


