VS-LC101

キャプチャービジョン・ステーション

OPTIMOD Series

"OPTIMOD-FM"
"OPTIMOD-AM"
"OPTIMOD-TV-Sorround"
"OPTIMOD-DAB"
"OPTIMOD-PC"

■ ⾼品質なフル HD 同期レコーディング、ストレージ管理、ビデオ配信、
リモートアクセスを提供する真のオールインワン・デジタルビデオスイッチャー
■ インストール、操作も簡単

主な機能
フルHDで最⼤4⼊⼒ソース同時表⽰を
サポート

グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)
で簡単操作

Lumens VS-LC101 キャプチャービジョン・ステーションは、HDMI

キャプチャービジョン・ステーションは親しみやすく使いやすいグラ

/VGA /RJ-45 のポートをそれぞれ搭載し、フル HD・1080p のビデオ

フィカルユーザーインターフェース設計を採⽤。VS-LC101 に搭載され

とオーディオをサポートしており、余計な AV マトリックス機材を買

たプレイバック機能を使えば、ユーザーはレコーディングしたビデオを

い⾜す必要がありません。さらに IP PTZ カメラや書画カメラ、ラッ

即時にレビューすることができます。最⾼の操作性を保証するため、

プトップなどのマルチソース⼊⼒の同期にも対応しています。

信号⼊⼒は付属のリモコンで管理され、パラメータは登録ウェブペー
ジから記録されます。

インストールが簡単
キャプチャービジョン・ステーションは PC 組み込みシステムであり、

ポストプロダクションに頼ることなく
すぐに完全パッケージを作成可能

市場における競合他社の製品を凌ぐ安定性を誇ります。VS-LC101 は

VS-LC101 はカスタム機能を備えており、簡単かつ迅速に完全パッ

コンパクトなデザインを採⽤し、イーサネット対応で、IP カメラとの

ケージファイルを作成します。ユーザーが、ウォーターマークやタイ

統合も可能です。費⽤対効果が⾼く、シンプルなインストールと設定

トル、予告編を挿⼊すれば、時間のかかるポストプロダクション過程

を実現しています。

を経ることなく、簡単にファイルを作成することができるのです。

遠隔講義システム

簡単にビデオをバックアップ

VS-LC101 はライブストリーミングに対応しており、ライブ動画や

VS-LC101 なら、録画したビデオを USB フラッシュドライブに保存

オーディオ、講義を別の場所へ同時配信することができます。

したり、YouTube や UStream、Twitch などのクラウド・プラット
フォームにアップロードすることが可能です。
ップロ ドすることが可能です。

外部インターフェース
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デジタルビデオスイッチャー

レコーディング開始

チャプターポイントを追加

固定レイアウトパターン

チャンネルプレビュー

マニュアルチャンネル /
レイアウト選択

オーディオソース
調整

カメラ調整

仕 様
ライブ配信

⼊⼒接続
ビデオ⼊⼒＊

HDMI/ VGA/ RJ-45
最⼤4チャンネル同期レコーディング

最⼤ビデオ⼊⼒

HDMI/VGA: 2チャンネル

チャンネル数

ローカルステーションから
遠隔ステーションへのライブ配信

外部ウェブサイト配信

Full HDネットワークカメラ：4チャンネル

ビデオ⼊⼒モード

ローカルファイルのプレイバック

可

インデックスから選択

チャプターコンテンツのブラウジングが可能

3.5mmステレオ：2チャンネル

チャンネル数

プレイバック

VGA Video: 480i~1080p/60fps

ライン⼊⼒、マイク

最⼤オーディオ⼊⼒

ビデオ処理

講義編集
講義後の編集

ウェブ上バックステージで可能

講義後のインデックス

ウェブ上バックステージでインデックスポイント

ポイント編集

の追加と削除が可能

H.264/ AVC

⾃動ロゴタイトルと

フレームレート

Max. 30fps

エンディングの挿⼊

ビットレート

64Kbps~24Mbps

解像度

最⼤1080p

圧縮

オーディオ処理
圧縮

AAC-LC

ビットレート

32Kbps~512Kbps

AVI/ MP4

フォーマット

リモート制御

外部制御

ストリーミング / メインシステム出⼒
ストリーミングフォーマット

出⼒：RTP, RTMP

メイン出⼒モード(最⼤)

HDMI / VGA : 1080p/60fps

ローカルディスプレイ
ディスプレイレイアウト

フルスクリーン / ピクチャーインピクチャー /
複数チャンネルスプリットスクリーン
（9レイアウトまで)

マルチビューストリーミング(9レイアウトまで)

インデックス (キーワードのタグ付け)

⾃動・⼿動インデックス挿⼊

レコーディング中の
⾃動ロゴ挿⼊

制御インターフェースを介して可能
RS-232インターフェースポートに対応

12V/ 2A

温度 / 湿度

0~45°

C / 90％

354mm(L) x 187.96mm(W) x 45.97mm(H)
13.94 inch(L) x 7.4 inch (W) x1.8 inch (H)

重量

1.33 kg (2.93 lbs)

局制御

ステーション制御

⾔語

英語 / 中国語 / ⽇本語

付属品

リモコン / 電源アダプタ / クイックガイド

レコーディング
レコーディングレイアウト

内蔵ビデオスイッチャ：ウェブ上バックステージ

電源供給

⼨法

対応

⼊が可能

基本情報

外部ストレージ
FTPサポート

ステージよりロゴタイトルとエンディングの挿

操作制御

USB / eSATA, Ext4フォーマット

ローカル保存ファイル出⼒

講義ビデオのエクスポート時にウェブ上バック

可 / リモコンは本品に付属

⼿動ビデオスイッチャ

ローカルストレージ
外部ストレージ

インターネット経由で可

HDMI: 480i~1080p/60fps
VGA PC: 640*480~1920*1080
オーディオ⼊⼒

可

＊適切なDVI端⼦をHDMIに使⽤した場合、
またはコンポーネント端⼦をVGAアダプタに使⽤した場合、
DVIとコンポーネントビデオケーブル⼊⼒に対応します。

ウェブ上バックステージ管理設定で可能

松田通商株式会社

http://mtc-japan.com
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※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
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