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ビジュアル技術ソリューション
ブラックボックスはビジュアル技術製品の豊富なラインナップをそろえています。特にデジタルサイネージ・プレーヤ、ビデオウォール・コン トローラ、
ビデオエクステンダ、ビデオマトリクスソリューションは御社顧客のマルチメディア・ニーズを満たします。

デジタルサイネージ
iCOMPEL® V シリーズ デジタルサイネージ
4 ゾーン・サブスクライバ
デジタルサイネージ・プレーヤの最も購入しやすいタイプ。低予算で ス
ペースの限られた用途に最適。
• ウルトラスリム・プロファイル。
• ディスプレイを 4 分割まで設定可能 (ハイエンドモデルは無制 限ゾ
ーン数を提供)。
• 必要ソフトプリインストールで素早く設定。

iCOMPEL コンテンツコマンダ
マルチユーザ、マルチチャネルコンテンツマネージメントシステムiCOMPEL ネットワークデジタルサイネージ向け
• コンテンツ設計向けマルチスクリーンフォーマット。
• 柔軟なスケジューリングが可能な自動プレイリスト。
• 複数コンテンツチャネルの配信、同時パブリッシ ング他、多彩な機
能

豊富なラインナップ
6 種類のシリーズでパブリッシャとメディアプレーヤをご用意ー P（プレ
ミアム）、S （スタンダード）、 O（OPS スロットプラグイン）、 Q（静 寂、フ
ァンレス）、 K（キオスク）、 V（バリューライン）。 処理速度、スト レージ
サイズ、ビデオゾーン数、サイネージ用途別の仕様によるシリー ズ構
成。

詳しくは、www.blackbox.co.jp へ
03-5769-3855

info@blackbox.co.jp

ビデオウォール作成
VideoPlex4™
サイズ、解像度を問わず４枚のディスプレイでビデオをコントロー
ル、スケーリングし、目を引くビデオウォールを作成。
• 自由にビデオソースをスケーリング、配置。ローテーション可能。
• 複数スクリーンを使いビデオを拡大。ディスプレイ間のギャップ
を補正しプロポーションを保存。
• 簡単に管理。ＵＳＢ接続したＰＣからロードしたソフトウェアで
設定が可能。

詳しくは、www.blackbox.co.jp へ

HDMI オーバーIP 分配、 ビデオウォールコントロール、 マトリクス切替
MediaCento IPX™
ＩＰ経由でＨＤＭＩ伝送するために必要なものをすべてご用意。
• 簡単にインストール、設定。
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• 柔軟なシステムにより、スモールスタートから、数百のスクリーン
に拡張可能。
• ケーブルコストを節約。既存のインフラを活用。

Receivers

• キットは事前に設定可能なシステムで、ネットワークにより容
易にビデオ配信。LAN スイッチ、ケーブル、１トランスミッタ、２
/ ４/８レシーバ 含む。
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MediaCento IPX™ コントローラ
IP ベースビデオマトリクス切替とビデオウォールコントロール
を 可能にする HDMI オーバーIP ソリューション。
• どのソースからどのディスプレイへも切替可能。
• プリセットを作成し複数レシーバをビデオウォール向けに結合。
• リモートにビデオウォール・ゾーンを管理切替。
• モバイルサポート。
• 高額なビデオマトリクス管理システム不要。

詳しくは、www.blackbox.co.jp へ
03-5769-3855
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Why Black Box?
When you team with Black Box, you reap the benefits of Black
Box’s extensive line of products. This broad portfolio of solutions
provides your reseller with a variety of visual communications
products all from

one vendor. Combine that with 24-hour access to our FREE
Tech Support hotline, and you can offer dependable, end-toend visual technology solutions that solve your customers’ reallife problems.

FREE Application Engineering and System Design
A one-to-one technical consultation is a vital part of the Black Box Service.
Our Technical Team can assist with questions regarding solutions for a
variety of applications including enterprise and data centres, security
systems, home networks, voice and data communications, video
communication systems and broadcast.

Black Box FREE Tech Support
When it comes to support, Black Box has your customers’ covered.
Black Box supports all your pre- and post-sales and engineering
needs. Even better, it’s FREE!
• 24/7 FREE pre-sales tech support specializing in all
our product solutions

Black Box Offices
For more information contact your local
office, or go to www.blackbox.co.jp
» Japan:

03-5769-3855

»
Belgium/Luxemburg:

2569856 601+32 (0)2
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» France:
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+45 56 63 30 10
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+39 06 57 503 50
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