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ることができます。1 つだけではなく、

えて設定しておくことができます。

ゆるウェブベース・クラウドベース・ソフトウェアベースの

Skype™, Microsoft® 

ース、クラウドベース、ソフトウェアベースのビデオコミュニケーションツールに対応しています。さらに

年連続シェアNo.1

 

   

セカンドスピーカーフォン

主な仕様 

出力解像度   

で最高の臨場感を実現します。照明が良好でない場合でも、遠くの人々や被写体の詳細で鮮明な画像

を見ることができ、モーションのブレもありません。この画質により、全員が同じ部屋に

プラグアンドプレイで接続するだけ 

の使い方は非常に簡単です。

了です。デバイスドライバーは必要なく、

高品質なデイジーチェーンスピーカーフォン

の最新のスピーカーフォンは、

ィオパフォーマンスを提供します。また、このスピーカーフォンは、業界初のデイジーチェーン機能を備えており、大き

い会議室でも、参加者全員の声のバランスが調整され、スムーズで安定した音質を提供します。

個までのカメラプリセット 

では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを

設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替え

つだけではなく、10 

えて設定しておくことができます。   

ゆるウェブベース・クラウドベース・ソフトウェアベースの

Microsoft® Lync, Go

ース、クラウドベース、ソフトウェアベースのビデオコミュニケーションツールに対応しています。さらに

No.1のV-CUBE

                 

セカンドスピーカーフォン         

で最高の臨場感を実現します。照明が良好でない場合でも、遠くの人々や被写体の詳細で鮮明な画像

を見ることができ、モーションのブレもありません。この画質により、全員が同じ部屋に

 

の使い方は非常に簡単です。USB コネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで、準備完

了です。デバイスドライバーは必要なく、VC520 は瞬時に、どのコンピューターでも、高品質な会議を提供します。

高品質なデイジーチェーンスピーカーフォン 

の最新のスピーカーフォンは、10W スピーカーと

ィオパフォーマンスを提供します。また、このスピーカーフォンは、業界初のデイジーチェーン機能を備えており、大き

い会議室でも、参加者全員の声のバランスが調整され、スムーズで安定した音質を提供します。

では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを

設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替え
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個のプリセットが可能なので、どの

ゆるウェブベース・クラウドベース・ソフトウェアベースの

ogle Hangouts™, FaceTime

ース、クラウドベース、ソフトウェアベースのビデオコミュニケーションツールに対応しています。さらに

ミーティング™の推奨機器となっています。
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ース、クラウドベース、ソフトウェアベースのビデオコミュニケーションツールに対応しています。さらに
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で最高の臨場感を実現します。照明が良好でない場合でも、遠くの人々や被写体の詳細で鮮明な画像

いるような臨場感を

コネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで、準備完

は瞬時に、どのコンピューターでも、高品質な会議を提供します。

つの組み込み集音マイクを組み合わせて、最高のオーデ

ィオパフォーマンスを提供します。また、このスピーカーフォンは、業界初のデイジーチェーン機能を備えており、大き

い会議室でも、参加者全員の声のバランスが調整され、スムーズで安定した音質を提供します。 

では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを

設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替え

環境でもほとんどすべての状況に備

ビデオコミュニケーションツールに対応
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コネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで、準備完

は瞬時に、どのコンピューターでも、高品質な会議を提供します。 

つの組み込み集音マイクを組み合わせて、最高のオーデ

ィオパフォーマンスを提供します。また、このスピーカーフォンは、業界初のデイジーチェーン機能を備えており、大き

では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを

設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替え

環境でもほとんどすべての状況に備

ビデオコミュニケーションツールに対応 

などのウェブベ

Web会議のクラ

で最高の臨場感を実現します。照明が良好でない場合でも、遠くの人々や被写体の詳細で鮮明な画像

感じられる

コネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで、準備完

つの組み込み集音マイクを組み合わせて、最高のオーデ

ィオパフォーマンスを提供します。また、このスピーカーフォンは、業界初のデイジーチェーン機能を備えており、大き

では、会議中に手動でパンやズームを行って時間を無駄にするようなことがありません。事前にプリセットを

設定しておけば、ボタンを押すだけで、会議中に部屋全体の広角画像から被写体のクローズアップにカメラを切り替え

環境でもほとんどすべての状況に備



仕様 VC520 ミーティングカメラPro 

同梱/付属品 カメラ、スピーカーフォン、ハブ、リモコン、4.95mカメラケーブル(ミニDIN8ピ

ン)、4.95mスピーカーフォンケーブル(ミニDIN8ピン)、4.8mPC接続用USBケー

ブル(USB2.0ミニ B -標準)、0.9m 3.5mm Auxケーブル、電源アダプタ、クイッ

クスタートガイド、卓上/壁掛け/天吊り用カメラマウント、ベルクロ 

カメラ ・12倍光学ズーム 

・パンステップ0.45°チルトステップ0.25°（リモコンから詳細制御可能） 

・f/1.8 ～ f/2.8 (クイックフォーカス, 低照度対応） 

・フルHD 1080p 

・260°パン;115°チルト 

・82°視野角 (対角) 73°（水平） 

・光学マルチエレメント、マルチコーティングオートフォーカス 

・ダウンロードアプリによるアドバンスセッティング 

・標準三脚用取付穴 

・天吊りカメラマウント対応上下反転、左右反転機能 

・卓上/壁掛け/天吊りカメラマウント含む 

・ケンジントンセキュリティスロット 

スピーカーフォン ・フルデュプレックスマイクアレイ2個までのスピーカーフォンのディジーチェー

ン接続可能 

・ 3.5mmラインイン (aux) スマートフォンまたはPCをスピーカーフォンとして

ケーブル接続可能         

・ボリュームダウンアップのタッチコントロールフォン入力 

・10Wスピーカー, 最大出力 95dBSPL 

・集音範囲直径9m360°対応3方位マイク 

・エコーキャンセラー 

・ノイズリダクション 

リモコン ・10 カメラプリセット 

ハブ・ケーブル ・各コンポーネント接続用ハブ 

・2x 4.95m ケーブル（ハブ-カメラ接続用/スピーカーフォン接続用） 

・1x 4.8m USBケーブル（PC/Mac接続用） 

・1 x 0.9m 3.5mm Auxケーブル 

・AC 電源アダプタ 

システム動作条件* ・Windows 7 / 8 / 8.1 

・Mac OS X 10.7 以上 

・Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70, プラットフォーム 4319.79.0 

ハードウェア動作条件* ・2.4 GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサー 

・2 GB RAM以上 

・ビデオ録画用のHDDドライブ空容量 



電源アダプタ

サイズ・重量

オプションアクセサリー

認証とツール

対応規格

保証

対応アプリケーション

*フル HD 対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

** 付属品にはリモコン、

※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

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

スマートオフィス

TEL：03-3222-

ホームページ問い合わせフォーム

http://jp.presentation.aver.com/contact

 

 

 

 

 

 

電源アダプタ 

サイズ・重量 

オプションアクセサリー

認証とツール 

対応規格 

保証** 

対応アプリケーション

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

付属品にはリモコン、AC 電源アダプタ、

仕様は予告なしに変更する場合があります。

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

東京都千代田区九段南

スマートオフィス事業部 

-7380 FAX：03-

ホームページ問い合わせフォーム

http://jp.presentation.aver.com/contact

ハイパフォーマンス

・USB 2.0 

・AC 110V ~ 220V

・消費電力

・カメラ

・スピーカーフォン

・ハブ

・リモコン

オプションアクセサリー ディジーチェーン接続セカンドスピーカーフォン

・YUV, MJPEG, H.264

・USB2.0

・RS232

・広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとの

・ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティング

 ダウンロードにて利用可能

VCCI

・カメラ

・付属品

対応アプリケーション Skype

Bluejeans,

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

電源アダプタ、ケーブル、カメラマウントを含みます。

仕様は予告なしに変更する場合があります。 

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 

東京都千代田区九段南 4-3-13 

-3222-7381 

ホームページ問い合わせフォーム 

http://jp.presentation.aver.com/contact-us

ハイパフォーマンス

USB 2.0 ポート

AC 110V ~ 220V

消費電力:DC 12V/4A

カメラ: 180 x 144 x 184mm / 1.5kg

スピーカーフォン

ハブ: 97 x 71 x 31mm / 0.16kg

リモコン: 160 x 50 x 25mm /

ディジーチェーン接続セカンドスピーカーフォン

YUV, MJPEG, H.264

USB2.0互換 

RS232制御 

広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとの

ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティング

ダウンロードにて利用可能

VCCIクラスA 

カメラ, スピーカー

付属品（リモコン、

Skype™, Microsoft

Bluejeans, Vidyo

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

ケーブル、カメラマウントを含みます。

 

 

13 麹町秀永ビル

us-online 

ハイパフォーマンス VC520 

ポート 

AC 110V ~ 220V 

:DC 12V/4A 

: 180 x 144 x 184mm / 1.5kg

スピーカーフォン: 210 x 209 x59mm / 1.0kg

: 97 x 71 x 31mm / 0.16kg

: 160 x 50 x 25mm /0.058kg

ディジーチェーン接続セカンドスピーカーフォン

YUV, MJPEG, H.264 

広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとの

ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティング

ダウンロードにて利用可能 

スピーカーフォン, ハブ

（リモコン、AC電源アダプタ、ケーブル

Microsoft® Lync, Google Hangouts

Vidyo® ,V-CUBE ミーティング

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

ケーブル、カメラマウントを含みます。

麹町秀永ビル 5 階 

 

 VC520 ミーティングカメラ

: 180 x 144 x 184mm / 1.5kg 

: 210 x 209 x59mm / 1.0kg 

: 97 x 71 x 31mm / 0.16kg 

0.058kg 

ディジーチェーン接続セカンドスピーカーフォン

広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとの

ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティング

 

ハブ: 3年間 

電源アダプタ、ケーブル

Google Hangouts™

ミーティング™ 

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

ケーブル、カメラマウントを含みます。 

ミーティングカメラ

 

ディジーチェーン接続セカンドスピーカーフォン 

広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとのUVC互換

ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティング

電源アダプタ、ケーブル、カメラマウント

™, FaceTime®, Cisco WebEx

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

ミーティングカメラ

互換 

ファームウェアアップグレードツール、アドバンスドセッティングツールが 

、カメラマウント）: 1年間 

Cisco WebEx®, 

対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。 

ミーティングカメラ Pro 

10 カメラプリセット

 

, 

カメラプリセット 


