Windows Collaboration Display
from Avocor

この ディスプレ イ、インタラクティブを加 速 する

Avocor Interactive Display

いつもの会議室を"モダンワークスペース" に変える
コラボレーションのための高品質タッチディスプレイ

世界初のWindowsコラボレーションディスプレイ
O f f i c e を使った 共 同 作 業 の 可 能 性を大きく飛 躍させる W C D シリー ズ の 最 新 機
65 型 AVW-6555

●

Avocor（アボコー）はインタラクティブディスプレイ・大画面タッチディスプレイ
の世界的メーカーです。Avocor の高品質タッチディスプレイが、あなたの企業

AzureDigitalTwinに接続する内蔵センサーを搭載

にストレスフリーの会議を実現します。

●

プレミアムカンファレンスカメラ

●

ステレオスピーカーとファー・フィールドマイクロフォン

USB-Type Cケーブルで
Windows10PCと接続

●

4Kビデオ、タッチコントロール、USBコントロール
インターネットと電源供給により
ストレスフリーで使用可能

PRODUCT POINT

●
●

4K対応

タッチ

エコ

コンテンツが鮮明に見える

コラボレーション

軽くて薄いディスプレイ

4K画面解像度によりコンテンツを鮮明に見る
こと が で きま す 。非 常 に 敏 感 なピ ク セ ル
パーフェクトによりコミュニケーションを妨げ
ません。

極めて薄型な次世代 InGlassタッチテクノロ
ジーによる優れた反応感覚を実現。20 ポイ
ントタッチで指、ペン、手のひらを認識し、ホ
ワイトボードの書き心地を再現します。

2mm 光学接合ガラス。最先端の保護ガラス
により、ガラスとディスプレイの間に視差が起
きず、
さらに大画面なのに消費エネルギーが少
ないエコな仕様となっています。

設備の管理者がデータを、
今後の投資計画に使用可能

●

ディスプレイコントロールボタンによる
Windowsへの素早いアクセスを実現
イレーサー付きファインチップスタイラスペン

ビジネスユースに最適な多用途モデル

豊 富な機 能を提 供 する大 画 面インタラクティブ デイスプレイ

65 型 AVF-6550
75 型 AVF-7550

●

86型 AVF-8650
※Fシリーズ外観（65/75/86）共通

●

高速 InGlassTM
ペン／指／手のひら認識
20 ポイントタッチ

●

薄型ベゼル

30mm Windows 10 スワイプバー

Office365 に最適化
いつものオフィスツールをデスクだけでなく会議室でも利用可能。
チームでの共有・共同作業を行うために、Office365とAvocor（アボコー）は最強のコンビネーションです。

ワンタッチで必要なアプリに接続できる、Avocor 製品専用のアプリケーション
Quicklaunch は直 感 的で豊かな共 同 作 業を実 現 。プラットフォームに依 存 せ ず 、シームレスに統 合されます 。
既存のMicrosoft ExchangeまたはGoogleカレンダー、多くのコラボレーションへの即時アクセスを可能にします。

Microsoft
Whiteboard

●

スロットインOPS

●

光接着ARコーティングガラス
オープンセル LED
4Kパネル
●

Zoom、WebEx、GoToMeeting、pexip等も使用可能です。

●

サイドUSBタイプA
周辺機器入力（ハブ）

●
●

誘導式キーパッド

正面向きステレオサウンド
モジュール4点マイクアレイ

サイドUSBタイプA
周辺機器入力（ハブ）
●

ファインチップパッシブタッチ
スタイラスペン

SPEC
AVW-6555・65インチ

（W:1586×H:1039×D:111.5mm）
▶解像度
ディスプレイ

4K、3480×2140@60Hz

▶バックライト

直下型 LED

▶輝度

370（cd/m2）

▶表示

・アスペクト比／ 16:9 ・視野角／ 178/178 ・カラー／ 30ビットディープカラー

▶インターフェイス
タッチシステム

1×USB Type C 、3×USB-B 3.0

▶タッチ

最大 20ポイントのAvocor InGlass™インテリジェントタッチ、消しゴム付き4×ファインティップスタイラスペン、タッチ・ペン同時対応

▶ガラス

2mm光学接着、アンチグレア、アンチフィンガープリントガラス

▶対応 OS
オーディオ
カメラ

Windows 7 ／8／10、Mac OSX 、Linux

▶内蔵スピーカー

ステレオ – 2×30W

▶マイクアレイ

4×ビームフォーミング、リニアアレイ、ファーフィールド、SSP、AEC、ANS、DRC、EQ

▶インテグレーテッドカンファレンスカメラ

6素子非球面ガラスレンズ、フルHD Sony CMOS 、AE/AWB、AF、AGC、WDR、スーパーワイド 120°
FoV
Type C（ディスプレイポートAltモード、4K 60Hz、USB HID 、PD power 、イーサネット）、
1×DisplayPort 、2×HDMI、3×USB-B 3.0 、1×USB-A 3.0 HID

▶標準 IO
接続性

▶オーディオ

1×3.5mmオーディオ出力、1×オプティカル（SPDIF）

▶コントロール

1×RS-232 、1×IR入力、イーサネット（2×RJ-45）

▶出荷寸法
仕様

Azure Digital
Twins データ

1695×1237×520mm

▶重量

55kg

▶ウォールマウント
（ VESA ）

600mm×400mm

▶ IPCマウント

100mm×100mm

▶対応環境

周辺温度 ・ 部屋の明るさ・プロキシミティ／対応

▶オートパワー検出

WCD機能

Yes、プロキシミティセンサーに基づいて

▶自動ソース検出

Yes+スマートスイッチング

▶ IOTデータレポート
消費エネルギー

▶電源・最大消費電力

環境

▶動作温度・保管温度・湿度

Yes+調整可能なデータ遠隔送信間隔
・電源／ AC100-240V（ワールドワイド）、50/60Hz ・最大消費電力／ <220W（待機時／≦0.5W ）
・動作温度／ 0 °
C〜40°
C ・保管温度／−20℃〜60℃ ・湿度／30％〜85％

1×リモコン＆電池、2×イレーサー付きファインチップスタイラスペン、1×電源ケーブル、1×USB-B 3.0ケーブル、1×HDMIケーブル
1×タイプCケーブル、5×ケーブルクリップ、1×VESA 75×75/100×100アダプタープレート、ユーザーガイド

同梱品

SPEC
AVF-6550・65インチ

AVF-7550・75インチ

（W:1568×H:991.1×D:95.5mm）

（W:1791.8×H:1114.9×D:103.1mm）

▶解像度
ディスプレイ

4K、3480×2140@60Hz

▶バックライト

直下型 LED

▶輝度

370（cd/m2）

▶表示

・アスペクト比／ 16:9 ・反応時間／８ミリ秒 ・コントラスト比／ 4000:1 ・カラー／ 30ビットディープカラー

▶インターフェイス
タッチシステム

3×USB-B 2.0 、1×USB-B 3.0

▶タッチ

最大 20ポイントのAvocor InGlass™インテリジェントタッチ

▶ガラス

2mm光学接着、アンチグレア、アンチフィンガープリントガラス

▶対応 OS
オーディオ

接続性

Windows 7 ／8／10、Mac OSX 、Linux

▶内蔵スピーカー

2×15W前方 ‒ 各モジュール：4×32mmフルレンジドライバー

▶マイクアレイ
▶標準 IO

4マイク
3×HDMI 2.0 、1×HDMI 2.0 専用ワイヤレスプレゼンテーションデバイス、
1×DisplayPort 1.2a 、1×VGA、2×USB-Aハブ3.0（タッチ入力のみ）、1×USB-A OPS 3.0 、1×HDMI Out 、1×USBサービスポート

▶ゲストIO

1×HDMI 2.0 、1×USB-Bタッチ、1×USB-A 2.0 ハブ、1×USB-A 2.0OPS

▶オーディオ

1×3.5mmオーディオ出力、1×3.5mmオーディオ入力、1×オプティカル（SPDIF）

▶コントロール

1×RS-232 、1×LANインイーサネット（RJ-45）

▶出荷寸法

1672×1156×259mm

▶重量
仕様

消費エネルギー
環境

ネット：50kg

▶ウォールマウント
（ VESA ）

2029×1319×286mm

総量：61kg

ネット：61kg

2160×1435×286mm

総量：76.2kg

600mm×400mm

ネット：73.5kg

総量：88kg

800mm×400mm

▶ IPCマウント

100mm×100mm

▶ OPSスロット

3840×2160@60Hz
AC100-240V（ワールドワイド）、50/60Hz

▶電源

<220W（待機時／≦0.5W）

▶最大消費電力
▶動作温度・保管温度・湿度

同梱品

AVF-8650・86インチ

（W:2038×H:1246.9×D:102.8mm）

<300W（待機時／≦0.5W）

<450W（待機時／≦0.5W）

・動作温度／ 0 °
C〜40°
C ・保管温度／-20℃〜60℃ ・湿度／30％〜85％

1×リモコン＆電池、2×ファインチップパッシブタッチスタイラスペン、1×電源ケーブル、1×USBケーブル（3m）、1×HDMIケーブル（3m）、
1×クイックスタートガイド、1×USBドライブ、ユーザーガイド

※本体の年間保証は、3 年です。

デモや見積もりのご依頼は、お気軽に当社営業部までお問合せください。
アボコー正規販売代理店

株式会社メディアプラス

https://www.mediaplus.co.jp

TEL: 03-3237-9003

FAX: 03-3237-9005

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-6 清水書院サービス第2ビル7F

