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ATEN ジャパン 出展製品ATEN ジャパン 出展製品

� ローカル / リモートアクセス共有 � ポート DVI KVM over IP
CN����

・バーチャルメディア機能 - 装置 PC の設定情報を他の装置へ転送可能
・ソフトウェアのインストール不要 - 管理 PC への負荷は無
・業務用ネットワークと情報ネットワークの分離が可能

カスタマイズ対応 IP-KVM（OCR）
スナップショット センドキーセンドマウス対応

・ハードウェアベースのリモートアクセスを実現
・API 連携による自動化支援
・装置 PC との優先度制御を可能にする - コントロールボックス対応

RCMDVI���

デュアルスライド対応 LCD コンソールドロワー
・��.� インチワイド画面 LCD 一体型コンソールドロワー
・�U サイズで快適にコンソールを操作
・デュアルスライド構造 - 
   LCD パネル、キーボード＆タッチパネルは個別にスライド可能

CL����

� ポート シリアルデバイスサーバー（PoE 対応）
・� or � ポートのセキュアな汎用 RS-���C シリアルデバイスサーバー
・バーチャル com ポート他 � 種類のモードに対応
・トネリングモード使用でシリアル延長ケーブルとして使用可能

SN����

� ローカル / リモートアクセス共有 � ポート DVI KVM over IP
CN����

・バーチャルメディア機能 - 装置 PC の設定情報を他の装置へ転送可能
・ソフトウェアのインストール不要 - 管理 PC への負荷は無
・業務用ネットワークと情報ネットワークの分離が可能

カスタマイズ対応 IP-KVM（OCR）
スナップショット センドキーセンドマウス対応

・ハードウェアベースのリモートアクセスを実現
・API 連携による自動化支援
・装置 PC との優先度制御を可能にする - コントロールボックス対応

RCMDVI���

デュアルスライド対応 LCD コンソールドロワー
・��.� インチワイド画面 LCD 一体型コンソールドロワー
・�U サイズで快適にコンソールを操作
・デュアルスライド構造 - 
   LCD パネル、キーボード＆タッチパネルは個別にスライド可能

CL����

� ポート シリアルデバイスサーバー（PoE 対応）
・� or � ポートのセキュアな汎用 RS-���C シリアルデバイスサーバー
・バーチャル com ポート他 � 種類のモードに対応
・トネリングモード使用でシリアル延長ケーブルとして使用可能

SN����



�U タイプ � ポート eco PDU （ ���V ��A モデル ）
・ネットワーク経由での電源 off / on が可能 - ブラウザ、telnet
・デバイスのフリーズ発生時におけるオートリブート機能搭載
・各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能

PE����AJ

Video over IP エクステンダー
・LAN を介した通信対応のため、距離を気にすることなく
   映像機器を延長分配設置

・エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとして機能
・ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続も対応

VE����

ポッドキャスト用 AI オーディオミキサー MicLIVE™
・�ch※のオーディオミキシングに対応

　　（※XLR キャノンケーブルとステレオ標準プラグ対応＝�ch とカウント、ライン入力、ＵＳＢ）

・USB オーディオ・ループバック経由でのシステムオーディオ入力に対応
・スマートフォン用 �.�mm TRRS ライン出力に対応

UC����

�U タイプ � ポート eco PDU （ ���V ��A モデル ）
・ネットワーク経由での電源 off / on が可能 - ブラウザ、telnet
・デバイスのフリーズ発生時におけるオートリブート機能搭載
・各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能

PE����AJ

Video over IP エクステンダー
・LAN を介した通信対応のため、距離を気にすることなく
   映像機器を延長分配設置

・エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとして機能
・ビデオウォール表示やデイジーチェーン接続も対応

VE����

ポッドキャスト用 AI オーディオミキサー MicLIVE™
・�ch※のオーディオミキシングに対応

　　（※XLR キャノンケーブルとステレオ標準プラグ対応＝�ch とカウント、ライン入力、ＵＳＢ）

・USB オーディオ・ループバック経由でのシステムオーディオ入力に対応
・スマートフォン用 �.�mm TRRS ライン出力に対応

UC����

■https://www.aten.com/jp/ja/■Mail：sales＠atenjapan.jp

▶ 　　東京本社 　/　 TEL：��‐����‐����
▶ 　　東京支社　 /　 TEL：��‐����‐����
▶　　 大阪支社 　/　 TEL：��‐����‐����
▶　 九州営業所　 /　 TEL：��‐����‐����
▶ 名古屋営業所　 /　 TEL：��‐����‐����
▶ 北日本営業所　 /　 TEL：��� - ���� - ���� ( 横川 )

/　〒��� - ����  　東京都荒川区南千住 �‐�‐�   ATEN ビル　
/　〒��� - ����  　東京都千代田区神田司町 �‐��‐� 明治安田損害保険ビル �F　
/　〒��� - ����  　大阪府大阪市中央区淡路町 �‐�‐� 淡路町ダイビル �F　
/　〒��� - ����  　福岡県福岡市博多区博多駅前 �‐��‐�� 博多駅前 藤井ビル �F
/　〒��� - ����  　愛知県名古屋市中区錦 �‐�‐�� 錦マルエムビル �F
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