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お客様各位
InterBEE2011 AVITECH および Bluebell Opticom 製品 展示概要のご案内
拝啓
貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では 関係各社様のご協力をいただきまして 今回の InterBEE にて アビテックインターナショ
ナル および ブルーベルオプティコム社製品を ご利用展示いただける運びとなりました。 今回の展示で
は、アビテック製品としては、最新の Rainier-3G、Sequoia-4H や Seneca シリーズ、ブルーベル製品とし
ては、最新の各種ファイバー伝送製品などを今回初めて ご覧いただけます。
お忙しいところ恐縮ではございますが、ご来場の折は ぜひ下記関係各社様ブースへお立ち寄りいただ
けますようお願い申し上げます。
敬具
記
日時：11 月 16 日(水)〜18 日(金) 10:00〜17:30 最終日 17:00 まで
場所：幕張メッセ
松田通商 株式会社 様 ブース[4603]
Avitech製品:

・ MCC-8004U マルチビューワー & TSL Tally UMD ソリューション
・ Sequoia-4H マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー
・ Phoenix TACP(TACP-100) タッチスクリーンコントロールパネル
武蔵 株式会社 様 ブース[5004]
Avitech製品:

・
・
・
・
・

Rainier-3G 3G入出力対応マルチビューワー
Taitan-8000（VCC-8000）シリーズ マルチフォーマットマルチビューワー
Sequoia-2U2V マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー
Seneca C-SHS 3G/HD/SD-SDI/CVからHDMI/DVIへのスケーラー・コンバーター
Seneca X-HUT/R HDMI & KVMファイバーエクステンダー

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

WB170シリーズ 高密度3G-SDIファイバーメディアコンバーター
TDM-700シリーズ POVカメラファイバーリンク
Bluebox 3Gシリーズ 4CHリンク3G/HD/SD-SDI, ASI および デュアルリンク
BC323 2CHリンク3G/HD/SD-SDI, ASI
SHAX SMPTEハイブリッドケーブルからファイバーケーブルへの置換インターフェース
BC362 2CH 3G/HD/SD-SDI, ASI ファイバーリンク カード
BC450 3G-SDI オーディオEmbedder/De-embedderファイバー カード
BC620 8CHアナログオーディオ ファイバー インターフェース カード
BC800シリーズ 10/100BaseT Ethernet ファイバー コンバーター カード
TDM-700シリーズ POVカメラファイバーリンク カード
BC160 BCシリーズおよびTDMシリーズモジュール用1RUフレーム

Bluebell Opticom製品:

クオンテル 株式会社 様 ブース[7518]
Avitech製品:

・ Rainier HDシリーズ マルチビューワー

FINDOUT
Avitech 新製品の ご紹介
・Rainier 3G 3G 入出力対応マルチビューワー
Rainier-3G シリーズは、オートディテクト 3G/HD/SD-SDI/コンポジットアナログ入力や各種オーディオ
入力 およびバックグラウンドとしての DVI/HDMI/VGA 入力に対応し、アビテック独特のカスケード機能に
加え、新たにデュアルモニター（デュアルヘッド）機能をサポートし、２つの DVII および 2 つの
HD-SDI(3G)出力をそれぞれ装備したアビテックの最高峰のフラッグシップモデルです。 基本フレームで
最大 8 入力に対応し、新しいインターナル/エクスターナルカスケード機能やルーター機能により、入力数
の拡張などのシステムの変更に更に柔軟に対応可能となりました。 Rainier 3G は、既存のフラッグシップ
モデルである MCC-8004 シリーズの機能を継承し、コンパクトで、より高画質で、あらゆるニーズに柔軟に
対応可能な新しい機能が加えられた、極めてコストパフォーマンスの高い製品です。

Rainier 3G ２台カスケードでのシステム例

・Sequoia-4H マウス/キーボードコントローラー統合マルチビューワー
Sequoia-4H は、極めて革新的なデバイスです。 ディスクトップスタイルのコンパクトなフレームに、
４入力の HDMI（HDCP 対応）に対応したマルチビューワーに、キーボード、マウス、マイク/オーディオ/スピー
カー、USB ハブ などのインターフェース機能が統合されていて、ビデオ/オーディオクリエーター、個人や企
業、医療や教育、研究開発施設 などのあらゆる環境でのマルチモニタリングやマルチアプリケーションシス
テムのご要望に極めて経済的かつ効果的に応えます。
ユーザーは、マルチビューワーとしての利用はもちろんとして、マルチ画面上の各々のビデオウインドウの
レイアウトのモディファイ、ウインドウ間の切換、プリセットレイアウトのリコールや任意のビデオウインドウのフル
スクリーン表示などのコントロール機能が、前面に接続されたマウスとキーボードホットキーで簡単に利用可能
となります。 更に、各々の入力映像に関連した PC へ インターフェースケーブルを接続することにより、その
各々の PC 自体の操作や関連したオーディオなどの利用が、前面に接続された一組のマウスとキーボードの
みで利用可能となります。
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・Taitan-8000（VCC-8000）シリーズ マルチフォーマットマルチビューワー
Taitan シリーズは、コンピューターなどからの DVI / HDMI / VGA / YPbPr および HD-SDI / SD-SDI /
アナログコンポジットなどの各種フォーマットの映像信号が混在した表示能力を提供します。1RU のユニッ
トで最大８入力に対応したモデルが用意され、カスケード機能にる柔軟な入力数の拡張にも対応します。
日本語ラベル、時計、クロップやパン、フェード、PinP、タリーなどの機能をサポートし、医療や教育、研究開
発施設、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境に幅広くご活用いただけます。新しい機能の追加として、
HDCP を標準でサポートします。

・Seneca C-SHS 3G/HD/SD-SDI/CV から HDMI/DVI へのスケーラー・コンバーター
Seneca C-SHS スケーラーコンバーターは、3G/HD/SD-SDI/CV から HDMI/DVI へのスケーラー・
コンバーターです。 高画質で多機能を持った極めてコストパフォーマンスの高い製品で、アビテック製品
への入出力変換インターフェースとしてはもちろんとして、幅広い用途に強力に応えます。
エンベデッドオーディオのモニターのためのアナログオーディオ出力（3.5φステレオプラグ）、オーディ
オディレイ調整機能、ラベル（英数）、オーディオメーター、アラーム、セーフエリア、シグナルタイプなどの
表示機能、クロップやパン、アスペクトレシオ、ビデオの各種レベルなどの各種機能や調整機能を備えて
います。

・Seneca X-HUT/R HDMI & KVM ファイバーエクステンダー
Seneca X-HUT/R は、コンピューターシステムの PC 本体とコンソール間の延長のための新しいソリュー
ションです。 HDMI、USB、オーディオ および RS232 データなどを、光ファイバーで最大 2Km までの延
長に対応します。
主な特徴であるデュアルユーザーアクセス機能は、コンピューターユニット側のコンピューターは、コン
ソールユニット側のコンソールとコンピューターユニット側のコンソールのどちらからもコントロールが可能
です。更に、コンソールユニット側のコンソールからは、そのユニットに直接接続されているコンピューター
とコンピューターユニット側のコンピューターを選択して切り換えてコントロールが可能です。

Blubell Opticom 社 および 製品の ご紹介
Blubell Opticom 社は、ブロードキャスト、テレコミュニケーション、サテライト業界などのための高性能で
高品質なファイバー伝送製品を設計製造するメーカーです。 Bluebell Opticom 社は、高性能高品質とと
もに 高い信頼性、革新性、簡潔性、およびコストパフォーマンスに優れた経済性をも備えた各種フォーマッ
トの ビデオ / オーディオ / データ / GPI / Ethernet / WDM / CWDM / TDM などの広範囲で使い勝手の
良い製品を提供しています。

・WB170: 高密度 3G-SDI ファイバーメディアコンバーター
WB170 は、最大 28 の 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI および ASI などの信号伝送を、1RU サイズで奥行
き約 15cm の超コンパクトなフレームで提供する極めてコストパフォーマンスの高い製品です。CWDM 対
応モジュールを選択し、BC シリーズフレームと共に BC2/4/8 型などの WDM/CWDM マルチ/デマルチプ
レクサーを利用することにより、複数のファイバーケーブルをシングルファイバーケーブルにまとめることも
可能です。
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・TDM700 シリーズ POV カメラファイバーリンク
TDM700 シリーズは、リモートカメラと中継車やコントロールルーム間などで必要とされる、HD-SDI、
ゲンロック信号、RS232/422、IP や GPI などのファイバーリンク製品で、ラックマウントフレームへのカ
ード および フィールド用途に最適なハードアルミニュームフレームを採用したモデルの両方が用意
されています。
専用スタンドアロンフレーム
または 各種BCシリーズ フレーム

・Bluebox 3G シリーズ: 4CH リンク 3G/HD/SD-SDI, ASI および デュアルリンク
Bluebox 3G は、トータル 4CH の 3G/HD/SD-SDI, ASI および デュアルリンク に対応し、双方向伝送
モデルも用意された、コンバーターユニットです。４チャンネルの特徴により、フィールド環境での２台の
3D カメラの利用といった用途にも最適です。

・BC323T/R: 2CH リンク 3G/HD/SD-SDI, ASI
BC323 は、2CH 3G/HD/SD-SDI, ASI および デュアルリンクに対応した、コンパクトで強靭なファイバ
ーリンクのためのコンバーターです。コンパクトな設計で、さまざまな DC 入力に対応出来るので、3D カメ
ラに装着してにご利用いただけます。

・SHAX: SMPTE ハイブリッドケーブルからファイバーケーブルへの置換インターフェース
SHAX は、放送用カメラの SMPTE304M ハイブリッドコネクターのケーブルを一般的なシングルモード
ファイバーケーブルへ置換させるインターフェースソリューションです。このソリューションにより、既存のフ
ファイバーネットワークの活用などを含み、フィールド用途での利便性が格段に向上します。
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・BC362T/R: デュアルチャンネル 3G/HD/SD/ASI インターフェース カード
BC362T/R は、デュアルチャンネルの 3G/HD/SD/ASI ファイバーインターフェースカードです。
WDM/CWDM 対応仕モジュールの選択が可能で、最大 16CH のビデオ信号をシングルファイバー
で伝送可能なシステムの構築が可能です。

・BC450T/R: 3G-SDI 8CH アナログオーディオ Embedded ファイバーコンバーター カード
BC450T/R は、8CH のアナログオーディオに対応した 3G-SDI へのエンベデッダー/ディエンベデッダ
ー機能をサポートしたファイバーコンバーターカードです。WDM/CWDM 対応仕モジュールの選択が可
能なので、システムの必要性に柔軟に応えます

・BC620T/R: 8CH アナログオーディオ ファイバーインターフェースー カード
BC450T/R は、８ＣＨのアナログオーディオをシングルファーバーで伝送可能なカードです。
WDM/CWDM 対応仕モジュールの選択が可能なので、最大 128CH のオーディオをシングルファーバー
で伝送可能なシステムの構築が可能です。

・BC800 シリーズ: 10/100BaseT Ethernet ファイバー コンバーター カード
BC800 シリーズは、10/100BaseT Ethernet ファイバーコンバーターカードです。
WDM/CWDM 対応仕モジュールの選択が可能なので、システムの必要性に柔軟に応えます。

・BC160: BCシリーズおよびTDMシリーズモジュール用1RUフレーム
BCxxx / TDMxxx カードスロット x6 単位分、ネットワークモニタリングカードスロット x1
デュアルリダンダント電源標準装備

