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コラボレーション & ワイヤレスプレゼ
ンテーションのためのコアな必須機能!

各モバイル端末のネイティブなミラーリング技術を
使って接続するだけで画面共有ができます。Cynap
のワイヤレスBYOD (bring your own device) ソリュー
ションはiOS、Android、WindowsそれにMacに最適で
す – なぜなら、CynapはAirPlay、Chromecastそれに
Miracast画面ミラーリングすべてをフルサポートし
ているからです

アプリ不要、ドングル
不要で画面ミラーリン
グ可能!

アイデアをカ
タチに!
Cynapのホワイトボード・アノテーション機能を使
えば、任 意 の 書き込 みも簡 単で す。また、複 数 の
ユーザーの同時書き込みも可能です。

容易なファイル表示 
& 共有
クラウド、ネットワークドライブ あるい は モ バ イ
ル端末にあるデータに簡単にアクセスしスクリー
ンに表示し共有してください  – もはやラップト
ップでさえも必須ではありません – USBメモリに
保 存したコンテンツを持ち込んだり、クラウドか
ら直接ダウンロードするだけです!

Cynap Coreは効果的な協働学習やワイヤレスプレゼ
ンテーションのためのコアな必須機能を備えてい
ます。他の製品ラインアップと同様に有するユー
ザーフレンドリーでハイパフォーマンスかつエン
タープライズレベルのセキュリティは教室や会議
室あるいはハドルスペースなどあらゆる場所にお
ける理想的なソリューションです。 複数のワーク

ステーションを必要とする大きなアクティブラー
ニング教室や協働学習スペースには、複数のCynap
とCynap Coreをネットワークに接続しvSolution 
MATRIXフィーチャーパックを使うことで、真の拡
張性やハイパフォーマンスなAV over IPベースの協
働学習環境を実現することができます。

エンタープライズレ
ベルのセキュリティ
セ キュリティは ワイヤレ ス・コラボレ ーション・
ソリューションの 導 入 に 際して、もっとも考 慮 す
べき事柄です。CynapのセキュアなLinuxシステムは
ウイルスや マルウエアから保 護し、セキュリテイ
ツールにより有線および無線接続時のいずれにも
データを暗号化し保護します。



CYNAP Core
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音声出力
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Media Player

Annotation &
Whiteboarding

出力

情報共有はより簡単に!
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レゼンテーションのためのコアな必須機能を備
えています。他の製品ラインアップと同様に有
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す。 

Office 365フィー
チャーパック

vSolution ミーティ
ング

The optional Office 365 Feature Pack provides  ac-
cess via Cynap Core to popular Office 365 apps such 
as Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote 
(active Office 365 account required). All your files are 
easy to open, work on collaboratively, and share with 
teammates. 

vSolutionミーティングパックは、会議室予約機能を
CynapおよびCynap Coreに組み込み、Outlookカレンダ
ーと完璧に連動します。加えて、フレキシブルなア
ドホック予約機能も備えています。 ファイルの事
前アップロードや、会議後のファイル自動配布も容
易です。また、画面上のクイックツールバーを使用
すると、すべてのコンテンツをすばやく簡単に操作
できます。



情報共有はより簡単に!
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WebRTC 
Web会議

*Available: Q2 2019
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特徴
オペレーティングシステム Linux

出力解像度 2160p30, (4.4.4), 1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)

互換デバイス・オペレーティングシステム iOS, Android, macOS, WindowsおよびHTML5 対応ブラウザ

対応アプリケーション vSolution App, vSolution Cast, vSolution Link

イメージファイル形式 GIF, JPEG, BMP, PNG

文書ファイル形式 PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML

ビデオファイル形式 AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV

音声ファイル形式 MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

vSolution MATRIX 互換 有, クライアントのみ

対応ミラーリングプロトコル AirPlay, Chromecast, MIracast, vSolution Cast (up to 30 fps)

スクリーンへの最大同時表示デバイス数 4

ネットワークドライブ対応 有

クラウドサービス対応 有 (Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, 
WebDAVプロトコル)

ドキュメント & メディアプレイヤー 有

WebRTC Web会議 発売日：2019年第2四半期

vSolution ミーティング オプション

Office 365フィーチャーパック オプション

ホワイトボード & アノテーション機能 有

プレゼンテーションモード Protected Mode, Open Mode

内蔵Webブラウザ 有 (ホームページおよびブックマークのカスタマイズ可能)

背景画像 & スクリーンセーバーのカスタマイズ               有

入力 / 出力 HDMI Out x1, 背面 USB 3.0 x4, 前面 USB 2.0 x1, Audio Line In 
x1, Audio LIne Out x1, 1 GigE LAN port x2

WLAN規格 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) up to 867 Mbps

ネットワークプロトコル TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS

IP設定 DHCP, スタティック (IP address, Subnet mask, Default gate-
way, DNS server), proxy, Interface プライオリティ

有線LANセキュリティ暗号化 IEEE 802.1x

無線WLANセキュリティ暗号化 WEP, WPA2, WPA2 Enterprise または IEEE 802.1x

RMS暗号化 有

外部コントロール Web インターフェース, ビジュアライザー, マルチタッ
チディスプレイ, ルームマネージメントシステム, キー
ボード & マウス

外形寸法 (L x W x H) 203mm x 196mm x 67mm (7.99“ x 7.71“ x 2.63“)

オプション es リモートコントロール, 19“ラックマウント, VESA マウン
ト 75mm /100mm

無償ファームアップデート 有

製品保証 3年 (オプションで最大5年まで延長可能)
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• ご使用の際は、取扱説明書をよく読み正しくお使いください。 
•水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下
さ い。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

       安全に関するこ注意

株式会社ヴォルフピジョン
〒169-0075東京都新宿区高田馬場1-30-15 9F 
TEL :03-6233-9465 
FAX: 03-6233-9466 www.wolfvision.com
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