
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
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� 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

HDMI ディスプレイ IP-KVM エクステンダー
・距離を気にせず PC コンソールを専用 LAN でマトリックス構成可能
・DVI（KE��xx）、DisplayPort（KE��xx）対応型番もラインナップ
・� 対 �、� 対多、多対多での延長が可能で、柔軟に拡張・構築が可能

KE����

�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置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
・高度なセキュリティ対策 - パスワード保護と高度な暗号化技術 -TLS�.�

PE����AJ
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■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

� 入力 � 出力 HDMI マトリックススイッチャー（�K 対応）
・� 系統の HDMI 信号を � 系統にマトリックス分配切替
・ローカル側での操作 - フロントパネルのプッシュボタン、IR リモコン
・Dolby True HD および DTS HD Master Audio 対応

VM����HA

HDMI ツイストペアケーブルエクステンダー (�K 対応 )
・HDBaseT Class A 対応エクステンダー
・解像度 ( 延長距離 ) - カテゴリ �a ケーブル使用時は最大 �K(���m)
・HDBaseT ロングリーチモード対応 - ����p で最大 ���m
・CEC 準拠 - リモコン � 台で HDMI デバイス同士の通信・制御が可能
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