PS752

高精細デスクトップ書画カメラ

Lumens ™ PS752 書画カメラはズーム 20 倍、
プロ仕様のイメージセンサーによりフル HD 出力解像度 1080p、
フレームレート 30fps で色鮮やかな書画をお届けします。PS752 は HDMI 入力 / 出力をサポート、多様な高精細
音声 / ビデオ機器にも対応しています。内蔵メモリは最大 240 画像を保存できますが、USB フラッシュドライブ
で最大 4TB まで拡張可能です。ワンタッチの音声 / 映像記録機能により、PC を用意することなくプレゼンテーシ
ョンを録画することができます。バックライト搭載デザインでマルチイメージディスプレイの要件にも適合。調整
可能なデュアルサイドランプにより反射を防止。シングルボタンの自動チューニングが毎回完璧な画質を提供し
ます。LCD あるいは DLP プロジェクターに接続する際は独自のプロジェクターモードにより異なるプロジェクタ
ー技術がもたらす干渉を抑制、最善の画質を実現します。

主要機能
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

フルHD出力解像度1080p、フレームレート
30fps
VGA、HDMI入力および出力、HDMIパスス
ルーをサポート
20倍可変ズーム比（光学ズーム10倍、セン
サーズーム2倍）
内蔵マイクロホン
ワンタッチで音声/映像同時記録
USBフラッシュドライブ互換で4TBまで拡張
可能
グースネックのデュアルサイドランプで反射防止
フルサイズのLEDバックライト内蔵デザインでX線
写真、フィルム、スライド使用が可能
折り畳み式で保管サイズ高15㎝
固定レンズで異常な動作から保護

詳細
秀逸な画質

映像/音声記録および追
加ストレージ

プロ仕様のイメージセンサーが
低ノイズ、高解像度、鮮やかな
色再生を実現。明るさが足りな
い環境でも比類ない画質をお
届けします。

PC不要の注釈機能
Lumens ™ なら USB ワイヤー
ドまたはワイヤレスマウスを
使用して直接画像の編集が可
能、PC 不要のソリューション
を開発しました。

内蔵マイクロホンおよび USB フ
ラッシュドライブ（最大 4TB) に
より、PC を使用することなく映
像と音声を同時に記録し保管す
ることができます。
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HDMIパススルーをサポ
ート
PS752 は HDMI 入力および出力
を搭載。HDMI 入力によりノート
ブックや iPad が接続できるのと
同時に、HDMI 出力でプロジェク
ターに接続可能！

反射なし

反射防止

反射あり

30fps

< 24 fps

グースネック型デュアルサイ
ドランプにより光源の方向が
調整できるため、環境に合わ
せて反射を防止できます。

自動チューニング

自動チューニングなし

スムーズでダイナミック
な画像

30fps で再生中のわずかな
動きも捉え、画像の遅れが
ありません。

画像調整も即時可能

内蔵LEDバックライト

自動チューニングボタンが明
瞭さ、
明るさ、
色合いを調整し、
実際の環境に自動的に合わ
せます。新しい画像処理技術
により機能が拡大、画像調整
もより一層効率的になりまし
た。

業界最大サイズの内蔵 LED バ
ックライトにより、X 線写真、写
真、
ネガ、
スライドなどを使用す
るときでもプレゼンテーション
中に常に場所を調整する必要
がありません。

仕様
ズーム

20倍（光学ズーム10倍、センサーズーム
2倍）

デジタルズーム

12倍

出力解像度

XGA、SXGA、WXGA、1080p

フレームレート

USB画像伝送

USB2.0（480Mbps）高速伝送

音声/映像記録

ワンタッチで画像と音声を同時に記録

30fps

内蔵メモリ

240JPEG

最大撮影エリア

440 x 330 mm （17.3” x 13”） > A3サイズ

内蔵
バックライト サイズ

210 x 297 mm （8.3” x 11.7”）

USBフラッシュドラ
イブ

USBフラッシュドライブ（最大４TB）用ある
いはワイヤード/ワイヤレスマウスでの注
釈用

高い色再現性

ΔE*ab 12.3 （平均）

内蔵マイクロホン

あり

SNR

51dB

画像キャプチャ

シングルあるいは連続キャプチャ

シャープネス

MTF 967ライン

自動チューニング

あり、ワンボタンで画像最適化

ランプ

グースネック式LEDデュアルサイドランプ

画像回転

0˚、180˚、上下反転、左右反転

盗難防止

Kensington盗難防止ロックデバイス

Free Lumens™ソフト
ウェア

PC Windows 10、8、7、XP、Vista、Mac
OSX、Chrome OS、iOS、Android
APP、WIA、TWAINインターフェイスをサポ
ート

入力インターフェイス VGA、HDMI
出力インターフェイス VGA x 2、HDMI、C-Video

I/O 接続
プロジェクターあるいは
モニターへのVGA出力

DC電源

www.MyLumens.com

HDTVへの
HDMI出力

コンピュータか
らのVGAパスス
ルー

PCからの
HDMI入力

DIPスイッチコ
ントロール RS232

スピーカー
TVへのコン
への音声 PCからの音声 ポジット映像
出力
出力
入力

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA 94538
電話： 888.542.3235
ファックス： 510.252.1389

Kensingtonロック
ポート

PC向けデータエクス
チェンジ用USB

Lumens Europe
Stationstraat 5
1730 Asse, Belgium
電話： +32 (0) 2 452 76 00
ファックス： +32 (0) 2 452 76 00

USB2.0
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