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ネットワークプレゼンテーションユニット

《暫定》Huddle Hub One 仕様書

RoHS

Huddle Hub One は PC やタブレット等からのプレゼンテーション (デスクトップ画面及びオーディオ出力) をネットワーク経由で受信し、HDMI に出力で
きるプレゼンテーションユニットです。HDMI 出力からは最大 6 入力を同時に画面に表示することができます。
1 台で最大 4 つのセッション (会議) を管理し、1 セッションあたり最大 150 台の端末に向けてプレゼンテーションをストリーミングできます。

■ 概略仕様
項目
入力信号

出力信号

ネットワーク

USB
HDMI

内容
プレゼンテーション

Web カメラ

ネットワーク
機能
使用環境

その他仕様

対応 OS
対応 Web ブラウザ
対応 Web 会議ソフトウェア
有線 LAN

AC アダプタ
外形寸法
質量
温度
付属品

最大対応解像度：1080p@30 (4 系統対応)
720p@30 の場合は 6 系統対応 (注 1)
音声はステレオ L/R で映像に多重化されています。
※端末側に専用 App のインストールが必要です。
1 系統 USB 2.0、USB 3.0 (注 2)
最大 6 系統のプレゼンテーションを 1 画面に合成して出力されます。
コネクタ：HDMI TypeA (19 ピン)・メス
対応解像度：4K@30 まで (プレゼンテーションがアップスケーリングされる場合があります)
150 系統 (720p@30) (注 3)
プレゼンテーションの映像がストリーミングされます。音声は含まれていません。 (注 4)
最大 4 セッションまで作成可能
Windows® 7 SP1 以上、MacOS® 10.11 以上、iOs® 10 以上、Android® 5 以上
Chrome™、Edge™、 Firefox™、 Safari™、 Opera™
Skype™、Skype for Business™、Google Meet™、WebEx™、Zoom™、Cisco Spark™、
GoToMeeting™、Slack™
1 系統
コネクタ：RJ-45
通信速度：10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
DC 12 V 5 A (専用 AC コード、専用 AC アダプタ付属)
160 (W) x 51 (H) x 132 (D) mm (EIA ハーフラック 1U、突起物含まず)
約 1.1 kg
使用範囲：0 ℃ ～ +40 ℃
保存範囲：-20 ℃ ～ +60 ℃
専用 AC コード、専用 AC アダプタ、取付金具

(注 1) 複数系統のプレゼンテーションを入力できるのは 1 セッションだけです。他のセッションではセッションあたり 1 系統となります。
(注 2) 発表者の PC で USB のバーチャルカメラとして認識されます。それにより発表者の PC に直接 USB カメラを接続する必要がなくなります。
(注 3) 720p で利用した際の接続数となります。1080p を利用した際は、1 セッションあたり最大 64 台まで接続可能です。
(注 4) ストリーミングの受信のためには専用アプリのインストールが必要です (iOS/Android) 。Windows/macOS の場合はブラウザで受信可能です。

■特長
 本機 1 台で、4 セッションまで対応可能
 各セッションに 150 端末まで接続可能 (720p 利用時)
 6 つのプレゼンテーションを 1 画面に表示可能 (720p 利用時)
 Windows、MacOS、Android、iOS 機器のプレゼンテーションをネットワークで共有可能
 Windows、MacOS、Android、iOS 機器へのプレゼンテーションストリーミングが可能
 プレゼンテーションをブラウザや Android smart TV に表示可能
 会議用 Web カメラをネットワーク越しにテレビ会議ソフトで利用可能
 シンプルで効果的な UI デザイン。簡単に利用可能
 Web ブラウザから簡単に設定可能

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC コード、AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition
Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、
®
各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、 マークや™マークを省略している場合があります。
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■ 外観図
フロント

リア

※リア写真は Huddle Hub One+ (アクセスポイント内蔵型) になります。

■ 接続例

● 外観と仕様は予告なく変更することがあります。● 付属の AC コード、AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。● HDMI、High-Definition
Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。● その他、記載されている会社名、製品名は、
®
各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、 マークや™マークを省略している場合があります。

株式会社 アルバニクス
Huddle Hub One

