
特長

◎入力と出力で 3Gレベル Aと Bをサポートし、3Gレベル Aと Bの間の変換が可能。
◎低コスト（3G / HD / SD）-SDI 1～4 マルチビューアーまたは 4対 1入力multiplexer。
◎さまざまな標準レイアウトによるカスタムレイアウト。
◎カスタムの位置とサイズが可能な 16 文字 UMDオーバーレイ。
◎ウィンドウごとに有効化、配置とサイズをカスタマイズできる、8チャンネルのオーディオメー
ターオーバーレイ。

◎ウィンドウごとの水平および /または垂直イメージフリッピング。
◎オーディオ IDオーバーレイ。
◎タリー表示機能　タリーボックス（デフォルト）または境界タリー表示。
◎フルスクリーンスケーリングを使用した入力間の高速切り替え。
◎出力フォーマットをフルスクリーンモードとマルチビューアモードの両方で選択可能。
◎各入力に対して非同期入力に対応する低レイテンシのバッファリングが可能。   
◎リンクされた（3G / HD / SD）-SDI および HDMI 出力。
◎4 x（3G / HD / SD）-SDI 入力と自動検出。（合計 26 のフォーマットがサポートされています）
◎どのようなフレームレートの 3G / HD / SD フォーマットが入力されても出力設定されたフォー
マットで、同時に独立したウィンドウに表示されます。

◎ウィンドウあたりのアスペクト可変比。
◎パススルーモードでは、選択された入力がパスされます。
   （3G / HD / SD）-SDI および HDMI 出力。
◎DMON-QUADは真にポータブルなコンバータです。
   使いやすい LCDとボタンコントロールが組み込まれていますこれにより、驚くほど多くの機能に
簡単にアクセスできます。

   複雑な LED / ボタンコントロールによるディップスイッチまたはコンピュータを持ち歩く必要はあ
りません。

◎Tallies および Remote Switching 用 RJ-45 コネクタのGPI。
◎ダイナミックUMDおよびタリー用 RJ-45 コネクタの RS422 / 485。
◎制御およびファームウェアアップデートのためのUSB ポート。
◎丈夫なアルミボックス。
◎金属ネジロックDC電源ソケット
◎電源、HDMI ケーブル、USB ケーブル 付属。

「DMON-QUAD」は、3G/HD/SD-SDI4 入力を 4分割表示するマルチビューアー
表示、または、択一選択された SDI 信号を出力するセレクターユニットとして
ご利用いただけます。
 
コンパクトなボディーとDC電源供給およびフレキシビリティーに富んだ
フォーマット対応によって中継現場などに最適なコンバータです。
出力ソース選択は、GPI ポートへ外部スイッチを接続することでも行えます。

DMON-QUAD

DMON-6S

DMON-12S

DMON-16S

4 x (3G/HD/SD)-SDI to HDMI コンバータ /　1 to 4 マルチビューアー

1 to 6 マルチビューワー

税抜価格 ¥48,000

税抜価格 ¥98,000

税抜価格 ¥78,000

1 to 16 マルチビューアー
税抜価格 ¥250,000

1 to 12 マルチビューアー
税抜価格 ¥220,000

DMON-6S は、(3G/HD/SD)-SDI 6 系統の入力、
(3G/HD/SD)-SDI と HDMI 出力を持ち、カスタ
ムレイアウトが可能です。
(3G/HD/SD)-SDI active loop 6 系統、16CHオー
ディオメーター・オーバーレイ機能搭載。

DMON-16S は、(3G/HD/SD)-SDI 16 系統の入力、
(3G/HD/SD)-SDI と HDMI 出力を持ち、カスタム
レイアウトが可能です。
8 CH オーディオメータ・オーバーレイ機能搭載。

DMON-12S は、(3G/HD/SD)-SDI 12 系統の
入力、(3G/HD/SD)-SDI と HDMI 出力を持っ
ています。
16CHオーディオメーター・オーバーレイ機
能、カスタムレイアウトが可能です。

DMON-4S は、(3G/HD/SD)-SDI 4 系統入力、
HDMI 出力を持ったマルチビューアーです。
SDI4 系統の入力のうち、2系統はアクティブルー
プアウトとしても使用可能です。
8ch オーディオメーター搭載。

DMON-4S
1 to 4 マルチビューアー

特長

◎32 GPI on 37-pin D-SUB connector for Tallies and Remote Switching
◎RS422/485 on 37-pin D-SUB connector for Dynamic UMD and 
Tallies via TSL protocol

◎制御およびファームウェアアップデートのためのUSB ポート
◎丈夫なアルミボックス
◎金属ネジロックDC電源ソケット
◎電源、HDMI ケーブル、USB ケーブル 付属
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あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・レートから、
あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・レートへ変換可能な
ローコスト・コンバータ（オーディオメーター・オーバーレイ機能搭載）
 
●全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
●トゥルー・アップ・ダウン・クロスコンバージョンと完全な 16:9、14:9、4:3 アスペクト変換
●16CH(4CHｘ4 グループ ) のオーディー・メータ・オーバーレイ
●アジャスタブル・グラティクラス・ジェネレーターとテキスト・オーバーレイ
●HDMI 出力
●選択可能なアナログビデオ出力 (3xCVBS/ YPbPr/ RGB/ CVBS&Yc)
●2 系統の (3G/ HD/ SD)-SDI 10BIT 出力
●3G/ HD/ SD-SDI アクティブ・ループ・スルー出力
●2 系統のディ・エンベデッド・オーディオ出力 (2xAES または、レベル調整可能なアナログ L/R）
●タリー出力用GPI(RJ-45) ポート
●コントロールおよび、アップデート用USB ポート

SDI / HDMI 双方向コンバータ
税抜価格 ¥15,800

SDI / HDMI 双方向コンバータ
税抜価格 ¥76,000

MINIATURE HDMI / SDI CROSS CONVERTER 
with Scaling and Frame Rate Conversion

税抜価格 ¥68,000

(3G/HD/SD)-SDI to HDMI with De-Embedded Analogue Audio

税抜価格 ¥60,000

あらゆるビデオ・フォーマット、フレーム・レートから、
HDMI およびアナログビデオへコンバート出力および
アナログ・オーディオ・ディエンベデッダー、オーディ
オメーター・オーバーレイ機能を搭載した
ハイコストパフォーマンスなミニ・コンバータ。
 
●全 26 種類の 3G/HD/SD-SDI 自動検出
●完全な 16:9、14:9、4:3 アスペクト変換
●16CH(4CHｘ4 グループ ) のオーディー・メータ・オー
バーレイ
●アジャスタブル・グラティクラス・ジェネレーター
とテキスト・オーバーレイ
●HDMI 出力
●コンポジット・ビデオ出力
●3G/ HD/ SD-SDI アクティブ・ループ・スルー出力
●2 系統のディ・エンベデッド・アナログ・オーディ
オ出力 (-10dBu=-20dBFs アナログ L/R）
●コントロールおよび、アップデート用USB ポート
●レイテンシー：1フレーム

MD-CROSS は、LCD表示とボタンコントロールを装備した使いや
すいポータブル・コンバータです。
これによって、コンピュータとの接続をしなければ出来なかった
細かいセットアップを LCDを確認しながら行う事が可能です。
 
異なる４つのモード :
●HDMI>SDI、SDI>HDMI 双方向同時に変換出力
●HDMI>HDMI、SDI>SDI を同時に変換出力
●HDMI>SDI+HDMI へ変換出力
●SDI>SDI+HDMI へ変換出力

入力によって下記の動作モードに自動設定

●SDI 入力 > SDI/HDMI 出力
●HDMI 入力 > SDI/HDMI 出力
●SDI 入力 > HDMI 出力 & HDMI 入力 > SDI
出力

 
ポケットサイズ　60mm x 73.7mm x 23mm
 
USB による電源供給 と コントール /FWアッ
プデート
USB ケーブルとUSB 電源アダプター付属


