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新製品
「コストパフォーマンス抜群
コストパフォーマンス抜群 ・「かんたん」・「オールインワンソリューション」が特長の
コストパフォーマンス抜群」・「かんたん」・「オールインワンソリューション」が
・「かんたん」・「オールインワンソリューション」が 特長のフル HD テレビ会議シ
ステム『EVC15
EVC150』・『EVC95
EVC950』が新発売。
新発売。
両モデルに搭載される新型 PTZ カメラはフル HD 対応、対角画角も 82°に広がり会議室にいるメンバーを
82°に広がり会議室にいるメンバーを
はっきり、くっきり映し出します。
『EVC150』は
』はフル HD 接続可能な単拠点モデル
接続可能な単拠点モデル
単拠点モデル、『EVC950』は内蔵
』は内蔵 10 拠点 MCU を搭載し、
を搭載し、中小
中小企業から
から
中堅・大規模事業法人
中堅・大規模事業法人まで
までの様々なお客様
様々なお客様にテレビ会議を
テレビ会議を導入頂けます。
テレビ会議を導入頂けます。
経費削減・意思決定
経費削減・意思決定と問題解決のスピードアップ・コミュニケーション
問題解決のスピードアップ・コミュニケーション
問題解決のスピードアップ・コミュニケーション活性化により、ビジネスをステップアッ
活性化により、ビジネスをステップアッ
プします。

書画カメラ)4 年連続世界シェア No.1 を誇るアバー・インフォメーション株
アバー・インフォメーション株 式 会 社 (本社：東京都千代田区
本社：東京都千代田区)は、
本社：東京都千代田区
実物投影機(書画カメラ
「コストパフォーマンス抜群
コストパフォーマンス抜群」」・「かんたん」・
「かんたん」・「オールインワン
「オールインワンソリューション
ソリューション」が特長の
が特長のフル HD テレビ会議システム
テレビ会議システム『EVC150』・・
『EVC950』をリリースします。
をリリースします。
『EVC150』はフル
フル HD 接続可能な単拠点モデル、『EVC950
接続可能な単拠点モデル
0』は内蔵 10 拠点 MCU を搭載し、国内外での多拠点コミュニケーションを
手軽に実現します。
『EVC150』・『EVC95
EVC950』は、トータル
トータル 18 倍ズーム搭載
ズーム搭載フル HD 新 PTZ カメラ、エコーキャンセラー搭載
カメ エコーキャンセラー搭載マイクアレイ、操作の簡単なユ
マイクアレイ、操作の簡単なユ
ーザーインターフェース、
ーザーインターフェース、リアルタイム
リアルタイムのフル
のフル HD1080ｐビデオ
ｐビデオに加え、コンテンツ共有機能
コンテンツ共有機能、ＵＳＢメモリー録画
コンテンツ共有機能 、ＵＳＢメモリー録画/再生機能
再生機能などを標
標
準装備しています。
また、３年間の
３年間のメーカー無償製品保証により最大の費用対効果を発揮します。
製品保証により最大の費用対効果を発揮します。

製品名
単拠点
拠点フル HD テレビ会議システム

発売
『EVC150
EVC150』

10 拠点 MCU 内蔵フル HD テレビ会議システム 『EVC950
EVC950』
【EVC150 製品紹介
製品紹介URL】
http://jp.communication.aver.com/model/EVC150
http://jp.communication.aver.com/model/EVC
【EVC950 製品紹介
製品紹介URL】
http://jp.communication.aver.com/model/EVC950
http://jp.communication.aver.com/model/EVC9
【新PTZカメラ 製品紹介動画
動画URL】（YouTube
YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=DaK9dqgrzsY

標準価格
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18 倍ズーム 新 PTZ カメラ (EVC150 、EVC950)
EVC950)
EVC150 ,EVC950 に使われているパワフルなフル HD カメラは 12 倍光学ズーム×1.5
倍光学ズーム× 倍デジタルズームの計 18
倍ズームを搭載しています。パン左右±130°、チルト上下＋
倍ズームを搭載しています。パン左右±
°、チルト上下＋90°/－25°と幅広く動かす事ができ、大規模会
°、チルト上下＋
°と幅広く動かす事ができ、大規模会
議室でも参加者の表情をはっきりと映し出します。

フル HD ビデオ＆コンテンツ共有画像 (EVC950)
HD1080p の高解像度と 30fps の滑らかなビデオ送受信により、臨場感あふれる多拠点 HD テレビ会議を実現し
ます。同時に HD1080p の高画質で PC や書画カメラなどのコンテンツ共有画像の送受信が可能です。

１０拠点までの多地点 MCU を内蔵 (EVC950)
『EVC950』は
は 10 拠点までのフル HD1080ｐ解像度での多拠点テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵
HD1080ｐ解像度での多拠点テレビ会議をサポート。コストパフォーマンス抜群の内蔵
MCU は、今すぐ手軽に多拠点テレビ会議を始めたい方に最適なソリューションです。

音声検知レイアウト切り替え
音声検知レイアウト切り替え(EVC950)
EVC950)
音声検知レイアウト切り替え機能により、発言者を自動的に大きく表示することができます。この機能により、テレビ会
議の際により自然に発言者が明確になり、参加者はお互いの発言を遮ることなく、スムーズな会議を運営することが
できます。

USB メモリーワンタッチ録画 (EVC150 、EVC950)
EVC950)
映像・音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子を USB メモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情
報ロスを逃しません。再生は本体でも、VC
報ロスを逃しません。再生は本体でも、
プレーヤーソフトウェアにより PC でも可能です。

モバイルソフトウェア EZmeetup でいつでもどこでも会議参加
いつでもどこでも会議参加 （EVC950
EVC950）
モバイルソフトウェア EZMeetup を EVC950 と連携させる事で PC、スマートフォン、タブレット
、スマートフォン、タブレット PC から最大 10 拠
点までのテレビ会議に参加する事ができます。参加者は滑らかな映像とクリアな音質で場所を選ばず重要なテ
レビ会議に参加できます。

オプション

追加マイク（
追加マイク（4 個まで拡張可能）
まで拡張可能）

カメラマウント

主な仕様
仕様
最大接続拠点数
通信仕様

EVC150

EVC950

2（自拠点含む）

10（自拠点含む）

・H.323、SIP標準、SIP TLS
・64kbps～4Mbps
・RJ45ネットワークLAN（10/100/1000）
・マニュアル帯域設定

カメラ

EVC新eCam PTZカメラ：
・200万画素CMOSセンサー

(12 倍光学ズーム＋1.5 倍デジタルズーム)
- パン左右±130°; チルト上下＋90°/－25°
- 82°FOV (水平画角 72°垂直画角 43°)
メイン（カメラ）画像

・フル HD1080p (1920 x 1080)

・HD720p (1280 x 720)

解像度

・480p (848 x 480)

・4CIF(704 x 576 )

・CIF (352 x 288)

・SIF(352 x 240 )

・全ての解像度で 30fps
コンテンツ共有

対応解像度:

対応解像度:

解像度

- WSXGA (1440 x 900)

- HD1080p (1920 x 1080)

- HD (1360 x 768)

- WSXGA+ (1680 x 1050)

- SXGA (1280 x 1024)

- SXGA (1280 x 1024)

- QVGA (1280 x 960)

- WXGA (1280 x 768)

- WXGA (1280 x 800)

- HD720p (1280 x 720)

- XGA (1024 x 768)

- XGA (1024 x 768)

- SVGA (800 x 600)

- SVGA (800 x 600)

- VGA (640 x 480)

- D1 (720 x 480)

出力解像度:

- VGA (640 x 480)

HD720p (1280 x 720) まで30fps

出力解像度:
HD1080p (1920 x 1080) まで30fps

ビデオ標準

H.264、 H.264 ハイプロファイル、H.264SVC、H.263+、 H.263、H.261、
H.239 デュアルビデオストリーム

映像入力

EVC eCam新PTZカメラ、VGA

EVC eCam新PTZカメラ、VGA、DVI

映像出力

HDMI x1 、 VGA

HDMI x2、VGA

オーディオ標準

G.711, G.722, G.728,G.722.1/G.722.1C(Polycom® よりライセンス供与）

オーディオ機能

オートゲインコントロール (AGC) 、アドバンスドノイズリダクション、
アコースティックエコーキャンセラー (AEC)

オーディオ入力

EVC マイクアレイ、DVI (HDMI)、ライン入力(3.5 mm)

オーディオ出力

HDMI、ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460,SRTP

ユーザーインターフェース

ユーザーフレンドリー OSD (22か国語サポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ語,
デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語,
日本語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語-ブラジル語, ルーマニア語, ロシ
ア語, スペイン語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語)、
マルチレイアウト仕様、サイト名表示/編集

ネットワーク

10/100/1000Mbps 、NAT/ファイアウォールトラバーサル、PPPoE 対応、高効率ロストパケット
リカバリー機能 (HELPeR™)、Telnet による API 対応、Wake-on-LAN (WOL)対応、IPv4 / IPv6
対応、ネットワークテスト、QoS

セキュリティー

・AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128 ビット)
・システム設定用パスワード保護
・リモートシステムマネジメント用パスワード保護

ウェブマネジメントツール

・ウェブによるリモートマネジメント機能
・ウェブによるライブモニタリング機能
・イーサネット/インターネット経由のファームウェア更新機能
・電話帳のダウンロード/アップロード/編集
・システム設定復元 ・発着信履歴のエキスポート

その他の機能

会議録画
- 会議中録画とオフライン録画
- USB メモリースティックに直接保存
- 再生中のレイアウト変更サポート
- VC プレーヤーソフトウェアによる再生とファイル変換 (.mp4.mov 形式)
ホットキーによるスピードダイヤル(10 セット)
カメラプリセット (10 ポジション)
ネットワークタイムプロトコル (NTP)

電源仕様

・AC 100V～240V, 50/60Hz
・消費電力: EIAJ 12V, 4A

環境仕様

・動作温度: 0～40℃
・動作湿度: 20%～80%
・保存温度: -20～60℃
・保存湿度: 20%～80%

サイズと重量

パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm

パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm

パッケージ重量: 6.49kg

パッケージ重量: 6.99kg

テレビ会議システム本体 (コーデック):

テレビ会議システム本体 (コーデック):

260 x 158.7 x 33 mm

320 x 262.7 x 37.2 mm

新 eCamPTZ カメラ: 180 x 144 x 184 mm

新 eCam PTZ カメラ:180 x 144 x 184 mm

EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

製品保証

3 年間製品保証（付属品 1 年間）

同梱/付属品
付属品

・テレビ会議システム本体
テレビ会議システム本体 ((コーデック)
・EVC eCam 新 PTZ カメラ
・EVC マイクアレイ（1
マイクアレイ（ 個）
・IR リモコン（乾電池付き）
・AC 電源アダプター
・ケーブル類
・保証書
・クイックガイド
クイックガイド

*仕様は予告なしに変更する場合があります。
仕様は予告なしに変更する場合があります。

本件に関するお客様からのお問い合わせ
お客様からのお問い合わせ
アバー・インフォメーション株式会社
〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-3-13
13 麹町秀永ビル 5 階
スマートオフィス
スマートオフィス事業部
TEL：03-3222--7380 FAX：03--3222-7381
ホームページ問い合わせフォーム
http://jp.presentation.aver.com/contact
http://jp.presentation.aver.com/contact-us
us-online

かんたん、手軽に多拠点 HD テレビ会議

