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お客様各位

Avitech International および Bluebell Opticom
NAB2012 新製品出展概要のご案内
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。
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では、4 月 16 日からラスベガスに
て開催される NAB ショー にて最新の製品やソリューションの展示を行います。 NAB を視察されるお
客様におかれましては、ぜひ各社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

Avitech International

Booth # SL8915

マルチイメージディスプレイプロセッサー（マルチビューワー）の専業メーカーとしてスタートしたアビテック
は、今回の NAB では、最新のマルチビューワー製品と共に、その高画質映像の入出力の接続性を高める
ためのコンバーターやスケーラー、コンピューターの映像/音声やコンソールインターフェースなどを一括処
理して延長可能なエクステンダー製品、映像/音声の配信のためのリアルタイム MPEG-4 AVC エンコーダー
などの最新の製品やソリューションをご覧いただけます。

・Sequoia 2H2U 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 シリーズに新しく追加された、Sequoia 2H2U は、極めて革新的なデバイスです。
2 入力 3G/HD/SD-SDI/CV および 2 入力 HDMI のトータル 4 入力のビデオ、入力当り 8CH のエンベ
デッドオーディオ、バックグラウンドピクチャーやオーディオメーターの表示などの機能が新たにサポート
された高性能なマルチューワーの機能性と共に、マウス/キーボードコントロールのための強力なポップ
アップメニューやホットキーメニュー、タッチスクリーンの機能性、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、マウス/キーボードコントロールの効率性と共に HDCP に
対応した幅広い適用性をも兼ね備えているので、プロフェッショナルなビデオ/オーディオクリエーターなど
を含むあらゆる環境の複雑なワークフローの効率化に強力に応えます。
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、ウインドウ間のスワップ、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や各々の入力映像に関連した Windows、OS X や Linux の
コンピューターやノンリニアワークステーション自体の操作や関連したオーディオなどが、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。
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・Seneca C-HSS コンバーター・スケーラー
Seneca C-HSS は、HDMI/DVI/VGA/YPbPr/3G/HD/SD-SDI/CV から 3G/HD/SD-SDI へのコンバー
ター・スケーラーです。
PC 系機器からの信号の SDI への変換に加え各種 SDI 信号の高性能なアップダウンコンバーターとして
のクロス変換機能を備えています。ゲンロック、オーディオディレイ、ビデオレベルの調整、クロップ（トリミン
グ）やパン、アスペクトレシオ調整機能などの豊富な各種機能をサポートた高画質で極めてコストパフォー
マンスの高い製品なので、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境で幅広くご利用いただけます。

・Seneca C-SHS コンバーター・スケーラー
Seneca C-SHS は、3G/HD/SD-SDI/CV から HDMI/DVI へのコンバータース・ケーラーです。
ラベル、セーフエリア、オーディオメーター、アラーム、シグナルタイプなどの表示機能、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、オーディオディレイ調整機能、クロップ（トリミング）や
パン、アスペクトレシオ調整機能、ビデオレベルの調整などの各種機能を備えた高画質で極めてコストパ
フォーマンスの高い製品なので、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境で幅広くご利用いただけます。

・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、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、
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のコントロールが可能です。HDCP に対応している
のでコンソールの延長以外の用途にも幅広くご利用いただけます。

・Seneca X-VUT/R VGA & KVM CAT エクステンダー
Seneca X-VUT/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。 VGA や USB データなどを、CAT ケーブルで最大 400m までの延長に対応します。

・Seneca E.264 シリーズ リアルタイム MPEG-4 AVC エンコーダー
NAB で新しく発表される Seneca E.264 シリーズは、極めて高性能な 3G/HD/SD-SDI/CV ビデオの
リアルタイム MPEG-4 AVC エンコーダーです。
ハーフラックサイズのフレームで最大 2CH に対応したモデルが用意され、そのリアルタイム圧縮は、プロフ
ェッショナルなブロードキャストやストリーミングビデオサービス業界などに、業界を先導する極めて高い映
像品質や費用対効果を提供します。
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Bluebell Opticom

Booth # N4317

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。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/RF/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。

・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のシステムで必要とされる
HD-SDI、ゲンロック信号、RS232/422、IP や GPI などのインターフェースの一括処理を提供するファイ
バーリンク製品です。
フィールド用途に最適なハードアルミニュームケース一体型とラックマウントフレームへのカード型の
両方が用意されていてシステムの必要性に柔軟に応えます。
WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、最大 8 対向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。

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

・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 入力の 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/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 対応仕モジュールが用意されているので、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が可能です。
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・Bluebox 3G シリーズ: 4CH リンク 3G/HD/SD-SDI, ASI
Bluebox 3G は、4CH の 3G/HD/SD-SDI, ASI および デュアルリンクに対応したファイバーコンバーター
です。
4CH の片方向だけでなく、送信 2 受信 2、送信 1 受信 3 およびその対向といった各種モデルが用意され
たファイバーコンバーターなので、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などを含むあら
ゆる用途でご利用いただけます。

・BC323T/R: 2CH リンク 3G/HD/SD-SDI, ASI
BC323 は、2CH の 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、カメラに装着してにご利用いただけます。

・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、2CH 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 対応仕モジュールが用意されているので、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 対応モジュールが用意されているので、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
BC620T/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 対応仕モジュールが用意されているので、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。

・BC800/850 シリーズ: Ethernet ファイバー コンバーター カード
BC800/850 シリーズは、10/100 および 1000BaseT Ethernet ファイバーコンバーターカードです。
WDM/CWDM 対応仕モジュールが用意されているので、、システムの必要性に柔軟に応えます。

