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VZ-8neo / VZ-8neo+ ビジュアライザーシステム

Driving the Creation
of Knowledge
VZ-8neo / VZ-8neo+ デスクトップビジュアライザー

ヴォルフビジョン社は、主要な大学、企業、学校、その他の組織に対して製品とサービスを
供給する世界的なプロバイダーです。ビジュアライザーおよびプレゼンテーション市場の「
テクノロジーリーダー」として著名なヴォルフビジョン社は、革新的で信頼性があリ、ユー
ザーフレンドリーかつ高機能のプレゼンテーションソリューションの世界基準を設定し、リ
ードしています。
VZ-8neo / VZ-8neo+ ビジュアライザーは、マルチメディアのプレゼンテーションコンテンツ
を素早く効率良く扱うことに加えて、WolfVisionフィーチャーパックでカスタマイズするこ
とによってオールインワンのプレゼンテーションソリューションを提供します。それ自体
でも、あるいはCynapワイヤレスプレゼンテーションシステムと組み合わせても、極めて優
れた映像ソリューションをお届けします。
40年以上の経験、幅広い知識とすべてのアプリケーションにわたる専門的なノウハ
ウにより、ハードウェア、ソフトウェアおよびアプリケーションの最適な組み合わ
せに関する総合的なご提案も可能で、あらゆる環境において効率的なコミュニケー
ション、コラボレーションおよびナレッジの共有を促進します。また、ソリューシ
ョンの一環として、ヴォルフビジョンは販売前のアドバイスだけではなく、販売後
のサポート、トレーニングやサービスを提供することにより、最小の投資で最大の
利益を生み出していただきます。

Driving the Creation of Knowledge.

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、あなたがより良い説明をし、
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重要だ
からです。

傑出した高画質
ヴォルフビジョンのビジュアライザーは、比類のない高画質で知られています。これは、高
品質の部品と優れた専門知識の完璧なコンビネーションによるものです。ヴォルフビジョン
製品は、画像全体にわたる高解像度、忠実な色彩および高フレームレートによりスムーズな
映像をお届けします。早くて正確なオートフォーカスとズーミングは、常に信頼性の高い映
像に繋がります。高性能のレンズは歪みのない映像を生み出し、ハイテク照明システムは反
射やホットスポットのない、滑らかで均一な照明を実現します。
最新のヴォルフビジョン YSOP1 画像処理エンジンは、膨大なデータを素早くかつ効率的に
処理し、高精細なハイビジョン映像を卓越した正確さで常にリアルタイムに表示します。

イメー ジセンサー
高解像度のイメージセン
サーが画像データを忠実
に取リ込みます。

ハイエンドの光学系
大口径の極上のレン
ズが他に類を見ない
高画質を生み出しま
す。

ソフトウェア（ファームウェア）

電子基板（ハー ドウェア）

洗練されたソフトウエアは、ハ
ードウェア性能を最大限に引き
出し、優れた画像品質を実現し
ます。

高品質の電子基板がハイパフォ
ーマンス、安定性および信頼性
を保証します。

照明システム
高輝度、低消費電力のLED
ライトは滑らかで常に正確
な色再現性を実現します。

++ Video ++

主な特徴
広いズームレンジ
VZ-8neo and VZ-8neo+ ビジュアラ
イザーは24倍ズーム(光学12倍+デ
ジタル2倍)を搭載しています。見
開き本ほどの大きなものから指の
爪ほどの小さなものまで捉え、フ
ルサイズで表示します。

便利なプラグ・アンド・プレイ
USB2.0デバイスポートは、画像転
送プロトコル(PTP)とUSBビデオクラ
ス(UVC)に対応しているため、追加
ドライバーのインストールの必要
なく、簡単にビデオのキャプチャ
ーやサードパーティーのビデオ編
集ソフトウエアを直接使うことが
できます。加えて接続したコンピ
ュータのファイルブラウザーから
ビジュアライザーの内蔵メモリに
アクセスすることも可能です。

Power Over Ethernet Plus

LANポートはPower over Ethernet Plus
(PoE+)機能を内蔵しており、IEEE
802.3at-2009規格に対応したデバイ
スと互換性があります。Power over
Ethernetはケーブルや設置費用を抑
えるポピュラーな方法です。

位置調整不要の照明システム

プレビューモニタ

照明システムはワーキングプレ
ートに最適化されているため
位置調整の必要は一切ありませ
ん。30,000時間という非常に長い
ランプ寿命のため、ほとんどの設
置環境ではほぼメンテナンスフリ
ーです。

VZ-8neo+には内蔵プレビューモニタ
があり、スクリーンを確認するた
めに振り向く必要なく被写体の正
確なポジショニングが可能です。

ビジュアライザーをホワイトボ
ードに
簡単操作 / ズームホイール
基本的な操作は、カメラヘッド上
にあるズームホイールまたはリモ
コン(VZ-8neoはオプション)のズー
ムキーを使うだけです。フォーカ
スや明るさなどその他すべての調
整は自動的に行われるからです。

オプションのDry-Eraseワーキング
シートを使えば、ワーキングプレ
ートに直接書き込むことができま
す。このようにビジュアライザー
は必要に応じてホワイトボードあ
るいはデジタルフリップチャート
としても使うことができます。

盗難防止
ワーキングプレート下部にはスレ
ッドがあり、同梱のテーブルロッ
クボルトでテーブルに取り付ける
ことができます。くわえてT-Lock
(Kensington® Lock) デバイスも使
うことができます。

高解像度カメラ
VZ-8neo+ はネイティブ1080p HD
CMOSカ メ ラ を 搭 載 し 60フ レ ー
ム/秒の仕様です。VZ-8neoは同様
のカメラ仕様で30フレーム/秒で
す。

システムオプション
省スペース設計
VZ-8neo / VZ-8neo+ ビジュアライ
ザーは、非常にコンパクトなポ
ータブルシステムで、あらゆる
部屋で使うことができます。両
機種ともにワーキングプレート
あり/なしが選択できます。
ワーキングプレートの付属しな
いバージョンは同梱されるスワ
イベルプレートを使って、デス
クトップや演台に直接取り付け
ることができます。これによる
メリットはユニットを90°横方向
に回転し収納することができる
ため、デスクトップが完全にフ
リースペースになることです。
このオプションはスペー
スに制限がある場合に特
に便利で、特別なルームデザ
インに収める必要がある場合の
設置オプションになります。

リモートフィーチャーパック
VZ-8neo用リモートフィーチャ
ーパックは、当機種の有用な
アップグレードパックです。
赤外線リモコンに加え、付随
するファームウエアのアップ
グレードにより、9画像内部
メモリ、イメージソース間の
シームレスなクロスフェード

効果、USBホストポート(USB
メモリが使用可能)の各機能
が追加されます。VZ-8neo+ は
赤外線リモコンおよびフィー
チャーパックの各機能ともに
標準構成です。

BYODフィーチャーパック
BYODフ ィ ー チ ャ ー パ ッ ク は
WLANスティックと2.4GHzまた
は5GHzを使用しワイヤレス接
続が可能になるファームウエ
アアップグレードです。これ

により、Wi-Fi対応のスマート
フォンやラップトップに素早
くかつ簡単に接続することが
でき 。

フレキシブルな接続性
スマートフォン用
vSolution App

ユニークなマルチメディアプ
レゼンテーション

vSolution Appアプリにより、iPhone、Windows
8、Windows Phone 8やAndroid端末を無線でビ
ジュアライザーと接続することができます。
この直感的で使い易いアプリにより、発表者
は端末のキーパッドやライブイメージプレビ
ューを使ってVZ-8neo/VZ-8neo+ ビジュアライ
ザーを無線操作することができます。

ビジュアライザーのSourceキーを使用して、ラ
イブイメージとビジュアライザーの外部HDMI
入力に接続されたコンピュータのイメージを
切り替えることができます。イメージソース
切り替えのためにプロジェクタやモニタなど
の別個のリモコンを使う必要はありません。

PC & Mac用vSolution Link
vSolution Linkソフトウエアを使えば、ユーザー
はコンピュータを直接VZ-8neo/VZ-8neo+ビジュ
アライザーに接続することができます。本ソフ
トで、画像の保存、印刷や電子メール送付、ま
た、ビデオ録画、アノテーション付加およびビ
デオのストリーム配信が可能になります。加え
て、自動的にファームウェアのアップデートを
実行するための便利なツールを備えているた
め、資産価値を永続し、また、新機能や技術上
の改良が無料で追加されます!

技術仕様

光源
vSolution Link ソフトウェア（USB/LAN 接続、画像やビデオのキャプ
チャおよびファームウェア更新の制御）
UVC ドライバー（Windows, Linux, macOS）
vSolution Cynap 互換
無反射撮影範囲（ワーキングプレート上）
インテリジェント折り畳みシステム
USB スティックによるビジュアライザーのユーザー設定の保存
ユーザ設定可能なプリセット
回転プレート（90 度回転）
透過原稿用特殊加工ワーキングプレート
書込/消去可能なワーキングプレート
スライド撮影
コンピューター入力 / 入力端子
フェード効果によるシームレスな画像切替
ライブ映像と静止画像の比較
コンピュータ入力用内蔵デジタルスケーラー
画像メモリー
特殊表示機能
コネクター
オーディオ
出力
Ethernet/LAN ポート
LAN ストリーミング機能（マルチキャスト / ユニキャスト）
LAN web インターフェイス
無線 LAN (2 帯域（2.4GHz / 5GHz）用スティック付属）
リモコン
RS232 ポート
LAN, USB 経由、プロフェッショナルなプロトコルによる高度な制御
外形寸法（操作時）（奥行×幅×高さ）
外形寸法（収納時）（奥行×幅×高さ）
重量
盗難防止装置
電源
付属品
製品保証

VZ-8neo
30 フレーム（全解像度）

1920x1080 (=2,073,600)
2,073,600

VZ-8neo+
60 フレーム（全解像度）

62,208,000

124,416,000
優良（sRGB 色精度）
1080p HD (1920x1080)
UXGA (1600x1200), SXGA (1280x1024) XGA (1024x768), SVGA, (800x600)
720p HD (1280x720), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800)
980 本
オート/マニュアル
オート/マニュアル
有（常時連続稼動、高速）
有
有
有
USB, LAN, USB stick
24 倍 (光学 12 倍+デジタル 2 倍)、スピード可変ズームハンドル
広角, f= 4.7 - 57mm
120mm（テレ）,320mm（ワイド）
縦：290mm, 横：400mm
33 x 26mm
16 x 12mm
10mm
260mm
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：30000
時間
付属 （32/64 ビット Windows / Macintosh 用、
Twain/WIA 互換、ビデオキャプチャドライバ付属）
有
有
ワーキングプレート全体
機械式アーム
有
1
3
オプション
有(スワイベルプレートバージョンは無し)
オプション
ライトボックス（オプション）
有、HDMI（DVI あるいはディスプレイポートには別売アダプターもしくはケーブルが必要）
オプション
有
有
有
有 (HDMI 入力信号を HDMI 出力用に処理します)
1 画像フリーズ （9 画像（内部メモリー） ＋
9 画像（内部メモリー）
USB スティック（無限）はオプション「フィーチャ
＋ USB スティック（無限）
ーパック」にて追加可）
ネガポジ反転 / ネガブルー反転 / 白黒反転
1x HDMI 入力、 1x HDMI 出力、 IP アドレス指定可能な LAN ポート、 USB 2.0 ミニデバイ
スポート(PTP および UVC を含む)、USB 2.0 ホストポート
有 (Line In, Line Out)
HDMI (DVI はオプションの DVI-HDMI ケーブルもしくはアダプター経由）
有 （PoE 付+）
有, RTP H.264 + オーディオ、
RTP Motion JPEG （オーディオ含む）, Motion JPE
有
オプション （BYOD フィーチャーパックにて追加可）
オプション （ リモートフィーチャ
有
ーパックでｔで追加可）
- (LAN - RS232 アダプターを使用し利用可)
有
488mm x 305mm x 525mm
574mm x 305mm x 135mm
3.76kg
3.96Kg
T-ロック（Kensington® ロック） およびテーブルロックボルト
外部デスクトップ電源アダプター：マルチレンジ 100-240 V, 24W、PoE+ (IEEE 802.3at-2009 規格)
ケーブルシールド、電源アダプター（1.8m ケーブル付）、LAN ケーブル(1.8m),
USB ミニケーブル（1.8m）
5年

デザインと仕様は予告なく変更されることがあります。

詳しくは:

生産国： EU ( オーストリア ）

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
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2019年6月現在

カメラ
フレームレート（秒あたりの撮影画像数）
カメラセンサーのネイティブ（有効）ピクセル数
イメージ プロセッシングのネイティブピクセル数
秒あたりのピクセル処理数（=有効画素数×フレーム/秒）
色再現 / 色精度
ネイティブ出力信号
変換出力信号（4:3 / 5:4）
ワイドスクリーン変換出力信号（16:9 / 16:10）
解像度（測定値）
明るさコントロール
ホワイトバランス調整
オートフォーカス / 速度
マニュアル フォーカス
内蔵液晶プレビューモニター
オンスクリーン メニュー/オンスクリーン ヘルプ
ファームウェア アップデート
ズーム / レンズ
レンズ
最大被写体高（ワーキングプレート上）
最大撮影範囲（ワーキングプレート上）
最小撮影範囲（光学ズーム最大時）
最小撮影範囲（デジタルズーム最大時）
被写界深度 小被写体: 66 x 36mm
被写界深度 大被写体: 360 x 270mm

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:

