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マルチポートローカル/リモート入力

簡単なインストレーション

ネイティブCisco Touch 10 ルームコントロール

Event Manager搭載のLightwareデバイスを
Cisco Telepresence kit に繋ぐとローカルと
リモートのマルチポート入力、ルーム自動  
コントロール、またタッチパネルからすべて
の管理が可能になります。
Ciscoシステムへの統合を全面的にサポート
します。

Cisco Room Integration

Advanced Control
Lightware Devices for 

Cisco Touch 10 with UMX-TPS-TX140-Plus



＜ Control Lot ＞Apple TV Control＜ Control Lot ＞Apple TV Control

HDMI

DisplayPort

USB-C

Thunderbolt

VGA

リモートとローカルソースへの
マ ル チ ポ ー ト 入 力 オ プ    
ションを使用して、エクステン
ダーまたはマトリックスルータ
ー1つに接続すればCiscoコンフ
ィグレーションを高めることが
できます。

            オープンAPI︓
スクリーン、プロジェクター、
その他要素を含め、内蔵ルーム
コントロールの簡単な統合

CECやIR経由で接続先のメディア
デバイスをコントロール

Ciscoタッチパネルから統合されたLightwareデバイスをコントロール
in your Cisco Room :

The Lightware Advantage



In order to have your CISCO integration with Lightware devices up and running, you will need a proper configuration 
file including settings for all the elements. The below configurator wizard will guide you through the steps of
 generating one, which you can download at the end of the process.
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Advanced Control Devices:

よりサービスを向上させ、統合プロセスを手
助けするため、新しく進歩したコントロール
TPSエクステンダーとマトリックスルーター
を開発、提供しています。Ciscoパスワード
ログイン、CEC、IRコントロールを含めた  
幅広いコントロールオプションがあります。

VCコーデックのようなサードパーティーデバイスのコミュニ 
ケーションやコントロールするRS-232プロトコルをサポート
これによりCisco Room KitをRS-232-USB接続にログインさせ
ることが可能

他のデバイスをコントロールするため、CECコマンドをHDMI
ポートに送信するようサポート

ルームアクションを自動化する際ディスプレイと Lightware 
Event Managerのコントロールのため、CECコマンドを    
受け取るようサポート

ʻPlusʼ エクステンダーの中に100のイベントスロット搭載

Extenders and 
Matrix Routers 

with Event Manager



   

Cisco Room Configuration Wizard

Cisco Codec Selection

Cisco Room Configuration Wizard

Select a codec

Compatibility Chart

In order to have your CISCO integration with Lightware devices up and running, you will need a proper configuration 
file including settings for all the elements. The below configurator wizard will guide you through the steps of
 generating one, which you can download at the end of the process.

Note: Tested with Google Chrome, Safari, Firefox and Microsoft Edge browsers.
Best experience with the step by step guide print: Google Chrome.
Version: v1.1.0 (01/02/2019)

Leave Feedback

Cisco Webex Room Kit

Cisco Webex Room Kit Mini

Cisco Webex Room Kit Plus

Use our online 

for easy setup
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Currently available products 
pack: with ‘Advanced Control’

製品 アドバンスコントロールパック

MMX8x4-HT420M 〇

MMX8x4-HT400MC 〇

MMX8x8-HDMI-4K-A 〇

MMX4x2-HT200 〇

MMX4x2-HDMI 〇

UMX-TPS-TX140-Plus As a new ‘Plus’ product

UMX-HDMI-140-Plus As a new ‘Plus’ product

SW4-TPS-TX240-Plus As a new ‘Plus’ product

WP-UMX-TPS-TX130-Plus As a new ‘Plus’ product

HDMI-TPS-RX110AY-Plus As a new ‘Plus’ product

いつでもアクセス可能なオンラインのCisco 
Room Configuration Wizardは使いやすく、選
ばれたデバイスとルーム環境に対して必要なコン
フィグレーションファイルを作成するためステッ
プに従ってユーザーをガイドすることで、Light-
wareデバイスの統合を大いに手助けします。

1. Support / Cisco Room Configuration
Wizardをlightware.comホームページ内
で検索

2. Cisco Room Kitタイプを選択

3. 統合するLightwareデバイスを選択

4. 追加のルームコントロール要素を選択、追加、調整

5. 生成されたシステム図を確認し、コンフィグレー
ションファイルをダウンロード

6. コンフィグレーションファイルをLightwareデバイス
にアップロードすることで、システムを構成

7. カスタムルームコントロールと入力ボタンでCisco
システムを使用可能
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