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VZ-8.UHD ビジュアライザー

次世代4K UHDビジュアライザー

ヴォルフビジョンのビジュアライザーは、比類
のない画像品質、使いやすさ及び堅牢性で知ら
れています。
これは、高品質の部品と優れた専
門技術の完璧な融合によるものです。
VZ-8.UHDは、ネイティブ4K UHDビジュアラ
イザーシステムです。鮮明なスクリーン映
像、
タッチスクリーン操作およびプレビュー
モニターに加え、4Kレコーディングとストリ
ーミング機能を搭載し、同時に新たな設計
による光学および電子システムを備えてい
ます。
このVZ-8.UHDによって斬新で使い
やすく、かつネットワークAVに対応したハ
イパフォーマンスなビジュアライザーシステ
ムの世界標準を確立します。
Driving Knowledge Crea�on.

私たちのビジョン
あなたが何かを伝える時、そのメッセージがで
きるだけ簡単に理解され、インパクトを与えら
れることが重要であると私達は考えます。
私達の目標は、あなたがより良く説明し、他の
人と自由に知識を共有するための手助けをす
ることです。どのような方法であれ 、いつであ
れ、聴衆が同じ部屋にいようと世界の裏側にい
ようと、
それは変わりません。
なぜなら、知識は私達すべてにとって非常に重
要だからです.

主な機能
No.1イメージング性能

4K UHD 出力を備えた超高解像度カ
メラは、比類のない画像品質でコ
ンテンツを表示します。

パワフルなズームレンジ

6 4 倍ズ ー ム は 、コンテンツ の 表
示 に 高 い 自 由 度 を 与えま す。被
写 体 に 近 接し 拡 大しても 、映 像
は驚くほど鮮明です。

4Kレコーディング & ストリー
ミング

自由度の高い外部制御

2160p/30fpsによる同時レコーデ
ィング および ストリーミング。こ
の ネットワークAV 対 応 ビジュア
ライザーを使えば、コンテンツの
高品質な収録および配信が可能
です。

ルームマネージメントシステムや
コンピューターを使って操作した
り、vSolu�on Appアプリを使ってモ
バイル端末からワイヤレスで操作
が可能です。

コンテンツにフォーカス

リモート管理ツール

位置調整不要の照明システム

長く使えるビジュアライザー!

高速連続オートフォーカスや手動
フォーカスに加え、使 い や すい 9
ポイントタッチ&フォーカスモー
ドにより、すべてのコンテンツを
鮮明な映像で表示します。

気になるホットスポットや反射を
防ぐための照明調整は一切必要あ
りません 。この L E D 照 明システム
は、完璧な照明のために最適化さ
れています。

vSolu�on Link Pro により、容易なリ
モート設定、モニタリング、一元管
理およびシステムアップデートが
可能です。

優れた機械性能、耐久性、信頼性
を保証する高品質のコンポーネン
トに加え、5年間の製品保証。VZ8 . U H D は、長く安 心して使うこと
ができます。

最高級の使いやすさ

タッチスクリーンプレビュー モニ ター
LCDタッチスクリーンモニターにより、被写
体の容易なポジショニングが可能です。加
えて設定メニューのスワイプによる選択も
可能です。

オート操作

使用するのはズームホイールのみ。
フォーカス、明るさやホワイトバラン
スなどその他の設定は自動的に調整
されます。

室内シーンの撮影

90°回転するカメラヘッドは、
振動のないマウント設計のた
め、
ワーキングプレート外の
撮影も可能です。

ビジュアライザーを
ホワイトボードに!

ホワイトボードタイプのワーキ
ングシートを使うと、手書きコン
テンツの取り込みや表示が可
能です。

CMOS 1/1.8“、60 フレーム (全解像度)

有効ピクセル数

3840x2160 (8,294,400)

ネイティブ信号出力

4K60, 4:4:4

水平解像度

1,600 本

ブライトネスコントロール & ホワイトバランス調整

オート / マニュアル

フォーカスモード

高速連続オートフォーカス、9 ポイントタッチ & フォーカス、マニュアルフォーカス

内蔵タッチスクリーン対応LCDコントロール＆プレビューモニター

Yes、3.5“ 320 x 240 ピクセル、RGB

オンスクリーンメニュー

Yes、
カスタマイズ可能なスワイプメニュー付きタッチスクリーン &パスワードで保護された高度な機能

vSolu�on Link Proソフトウエア (リモート管理 & ファームウエアアップデート用)

Yes、Windows 10 Desktop、Windows Server 2012 R2 & 2016用

無償ファームウエアアップデート

Yes、USB、LANおよびvSolu�on Link Pro経由

ズーム / レンズ

64倍ズーム (16倍光学、4倍デジタル)、
スピード可変ズームホイール / 広角レンズ, f = 6.8 - 110 mm

最大被写体高

130 mm (テレ)、370mm (ワイド)

最大撮影範囲

16:9、
A3 (510 x 285mm)

最小撮影範囲 (光学ズーム最大時)

16:9 (29.5 x 16.6mm)

最小撮影範囲 (デジタルズーム最大時)

16:9 (7.4 x 4.2mm)

ワーキングプレート外撮影範囲

無制限

被写界深度 小被写体 (42 x 33mm)

3mm

被写界深度 大被写体 (360 x 270mm)

120mm

カメラヘッドの回転

90°
(聴衆者側へ)

光源

メンテナンスフリー高輝度LED照明システム
（高輝度出力、
低消費電力）
、
ランプ寿命：30,000時間

UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (Picture Transfer Protocol)

Yes

ライブ映像と静止画像の比較 (Side by Side)

Yes (4Kスクリーンに2 x 1080pHD)

インテリジェントな折りたたみシステム

Yes、
連結式アーム、
2ステップセットアップ

ユーザー設定可能なプリセット

3

LAN web インターフェイス

Yes

LANストリーミングモード(ユニキャスト、
マルチキャスト)

最大2160p 30fps、
RTP H.265 + オーディオ、
RTP H.264 + オーディオ、
RTP MJPG + オーディオ

ビデオ録画

Yes、
2160p、
最大 30 fps

記憶メモリ

8GB内蔵メモリ + USBスティックおよび外付けハードドライブ

無反射撮影範囲

Yes、撮影領域全体

外部コンピュータ入力 / 入力切替

Yes、HDMI x 2 (HDCP 2.3)、最大4K UHD 60fpsパススルーおよび入力信号の内蔵デジタルスケーラー機能

特殊表示機能

Yes、ネガポジ反転 / 白黒反転

フェード効果によるシームレスな画像切り替え

Yes、
黒色によるフェーディング

コネクター

2x HDMI In (HDCP 2.3)、
1x HDMI out (HDCP 2.3)、
1x LAN ポート、
1x USB 3.0 デバイスポート、
2x USB 2.0 ホストポート

オーディオ

Yes、HDMI In and HDMI Out経由

外部制御

Yes、LAN and USB経由

外形寸法(操作時) (L x W x H)

392mm x 312mm x 613mm

外形寸法(収納時) (L x W x H)

392mm x 312mm x 140mm

重量

4.95Kg

盗難防止システム

T-Lock (Kensington® Lock) およびテーブルロックボルト

セキュリティモード

Yes (ビデオ録画、
スナップショット & フリーズ機能の無効化およびファームウエアの旧バージョンへのダウング
レードが可能)
外部デスクトップ電源アダプター : マルチレンジ 100-240V、60W、電源コード長 : 1.8m

赤外線リモコン

オプション (ご要望に応じて無償提供可)

オプション

ホワイトボードシート、キャリーケース

製品保証 / 生産国

5年 / EU オーストリア

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

より詳しくは:

電源

安全に関するこ注意
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。

www.wolfvision.com

お問い合わせは:
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