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PoE 対応！ LAN ケーブル 1 本で

HDMI 信号 ・ 電源 ・ IR 信号を伝送！

LCD1015HDS
HDBaseT™ Rx Embedded LCD Monitor

・ HDBaseT 受信機内蔵
・ PoE（Power Over Ethernet）電源受信に対応
・ リモコン IR 信号の送受信機内蔵
・ 高解像度（1280x800）・広視野角（上下左右各 170°）ワイド IPS 液晶パネルを採用
・ HDMI 入力端子搭載と DC 入力端子搭載　　・ HDCP 対応
・ ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
・ ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能　　・ 反転表示機能
・ 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・ VESA マウントインタフェース規格 FPMPMI 75x75mm対応

HDBaseT 受信機内蔵 業務用 10.1 型 IPS 液晶ディスプレイ

対応動作機種

*1) 最大 60mまで　　*2) 1080p60 まで　

HD-06TX(HDBaseT HDMIエクステンダー）

HD-10TX（HDBaseT 送信機）
-

-

○*1

○○*2

○*1*2 ○*1

Ethernet映像・音声 IR 電源

○… 動作する　　×… 動作しない　　   … 非対応- 

60M

JANCODE：4582169233957

低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

無段階に角度調整が可能な低重心自立スタンドを採用。設置場所に合わせてさま

ざまな角度に調整が可能。折りたたむ事で持ち運びにも便利です。また、スタンド

背面に壁掛け用フック穴を搭載し設置したい角度での壁掛けが可能です。

HDMI 入力端子と DC 入力端子搭載

HDBaseT 入力端子以外に HDMI 入力端

子を 1 系統搭載。映像出力機器と液晶モ

ニター間のHDMI 接続や、PoE に対応し

ていない HDBaseT 送信機との接続も可

能です。

高解像度（1280x800）・広視野角（上下左右各 170°）
ワイドタイプの IPS 液晶パネルを採用

解像度（1280x800）、輝度（350cd/m2）、コントラスト

比（800:1）、視野角（上下左右 170°）の IPS 方式液晶パ

ネルを採用。10.1 型の小型液晶に高解像度、広視野角

液晶パネルを採用することで少ない色変化に鮮明な

色彩での映像表示を可能としました。　

PoE (Power Over Ethernet)電源受信に対応
PoE（Power Over Ethernet）48V の受電に対応し ACアダプターの接続が不要です。

LAN ケーブル 1 本で全ての信号を受信する為、モニター設置時のケーブル取り回

しがより簡素化され長距離信号伝送が可能となります。

1本のLANケーブルで最大60m伝送可能！
映像、音声、リモコンIR信号、電源を1本のケーブルへ集約！

接続図

HDMI Source HDMI SourceHD-06TX

1080P60 up to 60M ※
※伝送距離は HDBaseT TX の
    仕様によって異なります。

LCD1015HDS

リモコンでモニター側からソース機器の操作や送信機側からモニター操作が可能

HDBaseT受信機内蔵
HDBaseT 受信機を内蔵し、弊社製HDBaseT 送信機と Cat5e/6 の LANケーブルを組合わせて最大 60mまで HDMI の映像と音声を非圧縮で伝送することが可能です。

液晶モニターに HDBaseT 受信機を内蔵！



*2) ご利用頂く環境によって異なります。

同梱物 HD-06TX本体、ACアダプタ×1、専用ブラケット、取扱説明書

伝送距離 最大60ｍ(4KUHD@60出力時30m)*2　Y,Pb,Pr時 4:2:0

4KUHD@60 信号を最大 30m まで HDMI 信号を

非圧縮で伝送できる HDMI エクステンダー 送信機

HD-06TX
HDBaseT HDMI  エクステンダー TX 送信機

・
・
・
・

・
・
・
・
・

筺体厚さ約 15mmの極薄サイズ
解像度最大 4K UHD@60、3D、フル HD、HDCP2.2 に対応
VESA75/100 対応の専用ブラケットを付属
映像、音声、コントロール信号に加え双方向での
PoC( パワー・オーバー・ケーブル ) に対応
安価な Cat6/5e のツイストペア LAN ケーブルで非圧縮伝送
Deep Color (48bit) 対応で色彩豊かな映像を再現
筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル
熱効率を大幅に改善 ( 当社比 20% 低減 )  *1
抜け防止 DC コネクタ採用

4KUHD@60信号を最大30mまで HDMI 信号を

非圧縮で伝送できる HDMI エクステンダー 受信機

HD-06RX
HDBaseT HDMI  エクステンダー RX 受信機

RX

TX

*2) ご利用頂く環境によって異なります。

同梱物 HD-06RX本体、ACアダプタ×1、専用ブラケット、取扱説明書

伝送距離 最大60ｍ(4KUHD@60出力時30m)*2　Y,Pb,Pr時 4:2:0

ＩＲ送受信機セット

リモコン信号伝送用の IR 送信機、受信機
ケーブルです。TX と RX に各送信機と受
信機を接続することでリモコン信号の伝
送が可能となります。
また、リモコン信号は、対応機種であれば
送信機から受信機、または、受信機から送
信機への双方向送信にも対応します。 
型番 : HDIR-G
標準価格 : ￥2,200( 税抜 ) 
JANCODE： 4582169233001

型番：HD06CBL
標準価格：￥6,000（税抜）
JANCODE：4582169233124

RS232C ケーブル
コントロール信号伝送用の RS232C ケー
ブルです。RS-232C シリアル通信 のコマ
ンド制御にて接続機器へ制御コントロー
ル信号の伝送が可能です。

対応動作機種

60M
EDID PoC

4K

60M
EDID PoC

4K

・
・
・
・

・
・
・
・
・

筺体厚さ約 15mmの極薄サイズ
解像度最大 4K UHD@60、3D、フル HD、HDCP2.2 に対応
VESA75/100 対応の専用ブラケットを付属
映像、音声、コントロール信号に加え双方向での PoC
( パワー・オーバー・ケーブル ) に対応
安価な Cat6/5e のツイストペア LAN ケーブルで非圧縮伝送
Deep Color(48bit) 対応で色彩豊かな映像を再現
筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル
熱効率を大幅に改善 ( 当社比 20% 低減 )
抜け防止 DC コネクタ採用

*1) 最大 60mまで　

HD-06TX (HDBaseT送信機)

HD-10TX (HDBaseT送信機)
-

○

○*1 ×

Ethernet映像・音声 IR RS-232C 電源

○… 動作する　　×… 動作しない　　   … 非対応- 

RS-232
ケ
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ブ
ル

H
DM
Iケ
ー
ブ
ル

RS-232
ケ
ー
ブ
ル

H
DM
Iケ
ー
ブ
ル

IR
受
信
ケ
ー
ブ
ル

IR
送
信
ケ
ー
ブ
ルCAT5e/6 ケーブル

（最大 60M延長）

HD-06TX（送信機） HD-06RX（受信機）

ソース [HDMI 接続 ] シンク [HDMI 接続 ]

AC アダプター

HD-06RX (HDBaseT受信機)

HD-10RX (HDBaseT受信機)

○
-

×○*1

対応動作機種

Ethernet映像・音声 IR RS-232C 電源

*1) 最大 60mまで　 ○… 動作する　　×… 動作しない　　   … 非対応- 

HD-06TX 背面

HD-06RX 背面

JANCODE：4582169232967

JANCODE：4582169232974



映像 ・ 音声 ・ シリアル ・ 電源 ・ リモコン ・ USB 信号を

1 本の LAN ケーブルで伝送

・最大 4K@60 4:4:4（18Gbps）対応・HDR 対応
・映像・音声・USB Ver2.0 デバイス・IR・RS-232-C を  
　最長 100m 伝送
・双方向 PoC  ( パワー・オーバー・ケーブル ) 対応
・抜け防止 DC コネクタ採用

USB

PoC4K 1080P

HDCP HDR

100M

HD-10UTR
4K 18Gbps対応 HDMI / USB
HDBaseT™ エクステンダー

HDBaseT™ 
HDMI/USB Extender 

*1) 最大 60mまで　　*2) 1080p60 まで　

対応動作機種

HD-06TX/RX (HDBaseT HDMIエクステンダー）

LCD1015HDS ーー

×○*1

○*1*2

○*1

Ethernet映像・音声 USB電源

○… 動作する　　×… 動作しない　　   … 非対応- 

LAN ケーブル上で電源伝送する PoC （パワー・オーバー・ケーブル）に対応。
設置場所での電源環境を考慮し、送信機、または受信機のどちらかに AC アダ
プターを接続するだけで、送信機から受信機、または、受信機から送信機、双
方向での電源供給に対応します。

双方向 PoC( パワー・オーバー・ケーブル ) 対応

映像・音声信号（HDMI）と USB デバイス信号（Ver2.0）、シリアル信号
（RS-232-C）(*3)、IR 信号（リモコン）(*3)、電源（PoC）を LAN ケーブル 1 本で
最長 100m（4K UHD は 70m）まで伝送可能です。また、送信機、受信機にそ
れぞれ USB ポート ( タイプ A/micro-USB) を搭載しており、マウスやキー
ボードから離れた場所にある PC 本体、ハードディスクドライブ等の操作に
ご活用いただけます。デバイス側とホスト側の機器を入れ替えた際は本体
のディップスイッチにてデバイス側とホスト側の切り替えが出来ます。

映像・音声・USB デバイス信号・IR 信号・
RS232-C 信号を最長100m 伝送

H
DM
I ケ
ー
ブ
ル

H
DM
I ケ
ー
ブ
ル

CAT5e/6 ケーブル
（最大 100M 伝送）

TX（送信機） RX（受信機）

PC本体 [HDMI 接続 ] モニター [HDMI 接続 ]

AC アダプター

キーボード /マウス [USB 接続 ]

USB ケ
ー
ブ
ル

USB ケ
ー
ブ
ル

演台

PC 本体を離れた場所に設置して
演台スペースを有効活用

ホスト側 デバイス側

接続イメージ

CAT5e/6 ケーブル
（最大 100M 伝送）

TX（送信機） RX（受信機）

ソース [HDMI 接続 ] シンク [HDMI 接続 ]

AC アダプター

USB デバイス [USB 接続 ]

USB ケ
ー
ブ
ル

USB ケ
ー
ブ
ル

RS-232 C
ケ
ー
ブ
ル

H
DM
I ケ
ー
ブ
ル

RS-232 C
ケ
ー
ブ
ル

H
DM
I ケ
ー
ブ
ル

IR 送
信
ケ
ー
ブ
ル

IR 受
信
ケ
ー
ブ
ル

入力は 12V~24V までの広範囲電圧入力に対応するほ
か、本体電源コネクタに抜け防止のネジ式コネクタを
採用。ネジ式で本体と AC アダプターコネクタを固定す
るため、足を引っ掛けるなど、ケーブルを引っ張っても
抜けません。

抜け防止 DC コネクタ採用

フルHDの約4倍の解像度である４Ｋ UHDにも対応!

4K UHD（3840×2160）
※フルHDより画素数が多く、滑らかで精細に表示

フル HD（1920×1080）

TX（送信機）と RX（受信機）間の信号伝送には、HDBaseT プロトコル伝送を行
う Valens 社製専用 IC の他、伝送信号のスケーリングを行う低遅延 IC を追加
採用しております。入力された 4K@60 4:4:4（18Gbps）信号を TX 側で 4K 
@60 4:2:0（10.2Gbps）信号へダウンスケール変換、Valens 社製 IC にて RX 側
へと伝送・受信し、RX 側に搭載された IC にて再びアップスケール変換する
ことで 4K @60 4:4:4（18Gbps）の映像信号伝送を可能とします。また、スケー
リング IC には低遅延のものを採用し、信号の送出から受信までに発生する
遅延は約 20nsec と、肉眼では意識できないほどの低遅延に抑えられており
ます。これにより最大 18Gbps までの HDMI 信号伝送に対応し、HDR（ハイダ
イナミックレンジ）映像にも対応します。また HDCP1.4 及び 2.2 はパスス
ルーによって伝送します。

最大 4K UHD@60 4:4:4(18Gbps) 対応・HDR 対応

 送信機（TX） 受信機（RX）

非脱着型（キャプティブ・スクリュー）メス x 1

220g 230g

1080p60 48bit Color 及びフルHD信号で最大 100m(＊2)
4K UHD@60( 18Gbps ) 信号で最大 70m(＊2)

伝送距離

製品型番

構成ユニット

HDMI 規格

HDCP

EDID

PoC

最大対応解像度

最大対応帯域幅

イコライザー機能

IR パススルー

RS-232C/ ボーレート

入力端子

出力端子

RS-232-C 端子

USB 端子

HDMI コネクタ形状

RJ-45 コネクタ

3.5mm コネクタ

本体寸法

本体重量

動作電圧

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

同梱物

HD-10UTR

4KUHD@60(18Gbps)、HDR 及び CEC 対応 (＊1)、ARC、CRC 非対応

Rev.1.4 及び 2.2 対応 (＊1)

バイパス

対応　※双方向での電源供給対応

4K UHD@60 18Gbps

18Gbps

自動

双方向可 (20kHz ～ 60kHz)

全二重通信　/　最大 115,200bps

USB タイプ A （Ver 2.0） ×1、　micro-USB （Ver 2.0）×1

タイプ A

EIA/TIA-568B ストレート結線　WE/SS 8P8C

IR 受信　×1　/　IR 送信　×1

151(W)　×　97(D)　×　24(H) mm　※突起部含まず

DC12~24V

最大 28W(TX,RX の合計値 )

0℃～ 50℃ / -20℃～ 60℃

20%～ 90% ( 結露無きこと )

HD-10UTR 本体 ( 送信機 / 受信機 )/ 固定用ブラケット x2  / マニュアル

HDMI (HDCP) ×1、3.5mmミニ (IR) ×1 RJ-45 (HDBaseT) ×1、3.5mmミニ (IR) ×1

RJ-45 (HDBaseT) ×1、3.5mmミニ (IR) ×1 HDMI (HDCP) ×1、3.5mmミニ (IR) ×1

(*1) 全ての機器との動作を保証するものではありません。　(*2) ご利用頂く環境によって長さは異なります。
(*3) 別途オプションケーブルが必要となります。　※HDBaseT は、HDBaseT Alliance の商標登録です。
※HDMI(High-Definition Multimedia Interface) は、米国およびその他の国々におけるHDMI ライセンシングの商標または
登録商標です。　※IRケーブル ( 送受信機セット)、RS-232Cケーブルは別売りとなります。

製品仕様

12~24V
12~24V



オートEDID機能搭載
HDMI 出力端子 1 番から順番に EDID 取得します。
HMS-0102/HMS-0104 に接続している液晶モニターやプロジェクターの HDMI ケーブル
抜き差しや電源を切った場合でも EDID 喪失による画面表示トラブルを回避します。

フルHDの約4倍の解像度である４Ｋ UHDにも対応!

4K UHD（3840×2160）
※フルHDより画素数が多く、滑らかで精細に表示

フル HD（1920×1080）

現在主流のフル HD 解像度、さらにフル HD 4 倍の4K 解像度や 3D 映像分配に対応。
4Kテレビ等と組合わせてご利用頂く事で、より高精細な映像を楽しむ事が可能。
HMS-0102 では 2 分配、HMS-0104 では 4分配と環境に合わせてお選び頂けます。

4K UHD@30/ 1080p 3D 60Hz 対応

HMS-0102/0104　( 画像は HMS-0104 )

シンク (HDMI 接続)

ソース (HDMI接続)

ACアダプター

シンク (HDMI 接続) シンク (HDMI 接続) シンク (HDMI 接続)

接続イメージ

HMS-0102/HMS-0104 共に3台までのカスケード接続に対応。これにより、HMS-0102 は最大 4台、
HMS-0104 は最大 10 台まで液晶テレビなどへ同時に出力可能です。

シンク (HDMI機器)
テレビやプロジェクター等液晶テレビ・プロジェクターなどが全体で 10台まで同時に分配可能！

シンク (HDMI機器)
テレビやプロジェクター等

シンク (HDMI機器)
テレビやプロジェクター等

HMS-0104

HMS-0104

HMS-0104

ソース (HDMI機器)
PCやBlu-rayプレイヤー等

カスケード接続対応

（1080p60 の映像を分配時、ソースからシンクまでの HDMI ケーブルの長さは 15m 以内と
なるように接続してください。4K UHD@30 の映像のカスケード接続は非対応です。）

厚さ 11mm と HDMI 分配器市場最薄サイズ
HMS-0102、HMS-0104 共に厚さが 11mm の超極薄設計。また HMS-0102 は一般的な名刺入れと比
べても一回り大きい程度なので、施工時や展示会などの限られた使用スペースを有効に活用するこ
とが出来ます。また、HMS-0102 は約 90g、HMS-0104 は約 120g と軽量のため、持ち運びの負担を
軽減します。

※2017 年 10 月時点弊社調べ

HMS-0102/HMS-0104
HDMI分配器 

Splitter
1080P HDMI EDID

4K(3840x2160)@30、 1080p60 対応

業務用 超薄型 HDMI 分配器

製品仕様
HMS-0104

HDMI x 4

最大 4W

約 120g

10 台

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

製品型番

HDMI 規格

HDCP

ビデオ信号

最大帯域幅

最大転送レート

EDID

入力端子

出力端子

HDMI コネクタ形状

本体寸法（※突起部含まず）

本体重量

電源

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

同梱物

最大機器接続数
(HDMI シンク機器 )

Full 1080p 3D、4K UHD@30、Deep Color(36bit)

対応

480i/480p/720p/1080i/1080p60/1080p60 3D（*1）/ 4K UHD@30（*１）

10.2Gbps

340MHz

HDMI 出力端子 1番から順に接続された機器の EDID を取得

HDMI x 1

タイプ A

DC 5V 1A

0℃～ 40℃/-10℃～ 50℃

10%～ 90%（結露無きこと）

本体、ACアダプター、固定用金具 x2、金具取付ネジ x4、滑り止めシート、取扱説明書

VESA 対応解像度 (*2)
SVGA (800*600、XGA (1024*768)、WXGA(1280*768、1280*800)、

FWXGA（1360*768、1366*768)、SXGA（1280*1024）、WXGA+(1440*900）、
WSXGA+（1680*1050）、Full HD(1920*1080)、WUXGA（1920*1200）

HMS-0102

4 台

HDMI x 2

102 (W) x 70 (D) x 11 (H) mm 150 (W) x 70 (D) x 11 (H) mm

最大 3W

約 90g

*1）PC からの出力時は非対応です。　*2）全ての PC との接続を保証するものではありません。　
※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。　※ＡＲＣ、ＣＥＣは非対応です。　
※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

PC から HDMI 出力された VESA 解像度の分配に対応しています。

PC からの VESA 解像度分配に対応

※全ての PC と接続を保証するものではありません。

対応VESA解像度
 

SVGA 800*  600 
XGA 1024*  768 
WXGA 

1280*  768 
1280*  800 

FWXGA 
1360*  768 1366*  768

※4K UHD@30 非対応

SXGA 1280* 1024 
WXGA+ 1440*   900 
WSXGA+  1680* 1050 
Full HD 1920* 1080 
WUXGA  1920* 1200 

通常出力時 ディープカラー出力時

36bit までの Deep Color に対応。色の表現をより広く、より深く、表現することが可能です。

Deep Color 対応で色彩豊かなソースに対応

※画像はイメージです。

JANCODE：4582169232684 ［HMS-0102］
JANCODE：4582169232691 ［HMS-0104］



-

4K UHD@60 4:2:2（36bit）、 HDCP 2.2 対応

業務用薄型 HDMI 2.0a 8 分配器

HUS-0108
HDMI 2.0a  1×8分配器

4K HDMI Splitter

1080P HDR
EDIDHDMI

4K60

情報量の多い 4K 映像を 1 秒間に 60 コマ伝送可能
より滑らかな映像表示に対応します

30 コマ

4K@30映像

60 コマ

4K@60映像
EDID オート＆エミュレーション機能搭載

12 種類の記録された EDID 情報、自動読み込み保持、

または、任意ポートからの読み込み保持を本体 EDID

ダイヤルから計 15 種類選択が可能。HDMI ケーブル

を抜き差しした場合や電源を切った場合でも EDID 喪

失や誤認識による画面表示トラブルを回避し安定し

た信号出力が可能となります。

通常出力時 ＨＤＲ出力時

HDR（ハイダイナミックレンジ）信号対応

Ultra HD ブルーレイ規格の HDR（ハイダイナミックレンジ）信号の入出力にも

対応しダイナミックレンジを向上させた質感豊かな映像の伝送に対応します。

4K@60 4:2:2 (36bit) / 4K@60 4:4:4 (24bit) 対応

フルHDの約 4倍の高解像度を有する4K（3,840 x 2,160 画素）映像を毎秒60コマ

の映像信号を伝送する 4K/60p/4:2:2/36bit、4K/60p/4:4:4/24bit、4K/24p

（30p）/4:4:4/36bit など高スペックでの4K入出力が可能です。

HDCP 2.2 / 1.4 対応

4K プレミアムコンテンツ再生に必要な最新の著作権保護技術 HDCP 2.2 に対

応。今までの著作権保護技術 HDCP 1.4 が採用されていたブルーレイコンテンツ

再生にも対応します。

x.v.Color (xvYCC) ＆ Deep Color 対応

色域を従来に比べ広く再現できる x.v.Color （xvYCC）より情報量の多い映像信

号処理が可能な Deep Color や最大 7.1ch までの音声信号伝送に対応します。

ネジ式電源 DC コネクタ採用

電源 DC コネクタにはネジ式コネクタを採用し、ケー

ブルに足を引っかけてしまうなどの予期せぬ電源断を

防止できるほか、大音量の低音が響く展示会やコン

サートホール等での振動によるコネクタの脱落を防止

します。

最大 2 階層までのカスケード接続に対応し最大 64 台までの HDMI シンク機器へ

の映像表示が可能 *1)。イベントや量販店テレビ売場での映像伝送用途等にご活

用いただけます。4K@60 の映像を分配時、ソースからシンクまでの HDMI ケーブ

ルの長さは 10m以内となるように接続してください。 

最大 2 階層までのカスケード接続に対応

*1) 全ての HDMI シンク機器での表示を保証するものではありません。

JANCODE：4582169232981



EIA 19インチ用 １Uラックマウントブラケット 
HUS-0108R（オプション）

最大 2 階層までのカスケード接続により最大 64 台までの
シンク機器への映像同時出力が可能

ソース 
(HDMI機器)
PCやBlu-ray
プレイヤー等

シンク (HDMI機器)
テレビやプロジェクター等

EIA 19 インチラックに設置するための専用 1U ラックマウントブラケット

【 HUS-0108R 】をオプションにて準備。専用ラックマウントブラケット使用時

は HDMI ケーブルの脱落防止用の固定ネジ穴をご利用いただけます。

接続イメージ

*1) 全ての HDMI シンク機器での表示を保証するものではありません。
*2) PC からの出力時は非対応です。
*3) 全ての PC との接続を保証するものではありません。
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※x.v.Color は株式会社ソニーの商標または登録商標です。
※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
※ARC、CEC は非対応です。
※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

約 580g

64 台

480i/480p/720p/1080i/1080p@60/1080p@60 3D *2）/ 4K UHD@30 *2） / 4K UHD@60 *2） / 4K DCI@60 *2）
4K UHD@60 及び 4K DCI@60 は Y.Pb.Pr 4:4:4 24bit、Y.Pb.Pr 4:2:2 36bit 対応。
4K UHD@60 及び 4K DCI@60 HDR 対応信号は、Y.Pb.Pr 4:2:0 30bit 対応。

SVGA (800*600)、XGA (1024*768)、WXGA(1280*768、1280*800)、
FWXGA（1360*768、1366*768)、SXGA（1280*1024）、WXGA+(1440*900）、
WSXGA+（1680*1050）、Full HD(1920*1080)、WUXGA（1920*1200）

VESA対応解像度 *3)

最大帯域幅

最大転送レート

最大機器接続数
(HDMI シンク機器 )

HDMI コネクタ形状

本体寸法
（※突起部含まず）

EDID

入力端子

出力端子

本体重量

消費電力

動作 / 保存温度

動作湿度

同梱物

電源

12 種類より選択可能。または、HDMI 出力端子 1 ～ 2 番に接続された機器の EDID を保持可能

HUS-0108

ビデオ信号

Ver2.0a

2.2、及び 1.4 対応

18Gbps

600MHz

244 (W) x  96.5 (D) x 18.5 (H) mm

DC 5V 4A

最大 13W

0℃～ 40℃/-20℃～ 60℃

20%～ 90%（結露無きこと）

本体、AC アダプター、固定用金具 x2、
金具取付用ネジ x4、取扱説明書

HDMI x 1

HDMI x 8

タイプ A

製品型番

HDMI 規格

HDCP

製品仕様

型番：HUS-0108R
定価：オープン
JANCODE：4582169232998



映像信号をスケーリング変換する、 業務用ダウンスキャンコンバータ 

DSE-003
ダウンスキャンコンバータ 
HDMI→ビデオ・コンポーネントコンバータ 

Down Scan Converter

監視カメラ等

コンポーネント
RCAケーブル

HDMI ケーブル

アナログレコーダー等

［背面］DSE-003

・
・
・
・
・
・

映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

DSE-003 は HDMI へ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタ
ル音声にデエンベデッド出力が可能。ご利用の音響機器に合わせた音声信号
を選択、利用することが可能となります。

音声のデエンベデッド機能搭載

アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動で軽減、安定した信号伝
送が可能となります。

ノイズリダクション機能搭載

入力された映像を最大 1080p60（TV 規格）の HDMI 信号を NTSC から
1080p30（TV 規格）計 18 種類の任意解像度へアップ（ダウン）スケーリング
出力が可能。 映像表示するモニターやプロジェクター等の表示対応フォー
マットや、アナログレコーダーの録画可能フォーマットに合わせて映像出
力が可能となります。   ※ビデオ端子出力時は NTSC 固定です。

映像表示機器に合わせた解像度へ
アップ（ダウン）スケーリングが可能

表示する TV やモニター、プロジェクターの画角に合わせて映像表示比率を変更
できる「アスペクト比変更」やアナログ⇔デジタルの変換の際に発生しやすいコン
テンツが画面内に収まらない場合、画面に合わせて映像を調整する「オーバー（ア
ンダー）スキャン調整」、その他様々な機能を搭載しています。
※コンポーネント端子で出力時のみ、これらの設定が反映されます。

アスペクト比変更やオーバー（アンダー）
スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載

接続イメージ

ソース (HDMI機器)
PCやBlu-rayプレイヤー等

シンク
テレビやプロジェクター等

HDMI ケーブル

オーディオ
RCAケーブル

コンポジット
RCAケーブル

コンポーネント
RCAケーブル

シンク
テレビやプロジェクター等

S/PDIF ケーブル

AC アダプター

DSE-003

製品仕様

TMDSクロック：165MHz

最大 7.1ch

最大 7.1ch

最大 2ch

サンプリング周波数：74.25MHz

対応フォーマット：
480i/480p/720p/1080i/1080p

入力対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/
VGA（640 x 480）、SVGA (800x600)、XGA (1024x768)、
HD（1280 x 720）、WXGA(1280x800)、SXGA（1280x1024）、

UXGA(1600 x 1200）、WSXGA（1680x1050）、Full HD(1920x1080)、WUXGA（1920x1200）
※Full HD、WUXGAは Reduced Blanking のみ対応

映像入力

製品型番

同梱物

音声入力

映像出力

音声出力

HDMI：1系統

色空間

ビデオ :1 系統

S/PDIF：1 系統

RCA：1 系統

対応フォーマット: NTSC

Y.Pb.Pr 4:2:2

HDMI コネクタ
本体寸法（※突起部含まず）

本体重量

電源

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

タイプ A

124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm

約 300g

DC 5V 2A

最大 6W

0℃～ 40℃ / -20℃～ 60℃

20%～ 90% ( 結露無きこと )

AC アダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、
固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

Y.Pb.Pr：1 系統

HDMI：1系統

DSE-003

※全ての機器との動作を保証するものではありません。  ※3D 映像、xvYCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。 
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Def inition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 
※本製品は HDCP 非対応となります。  ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。 

Y.Pb.Pr VIDEOHDMI

電源 AC アダプターを接続する DC コネクタには、抜け防止用ネジ式コネク
タを採用し、併せて HDMI 端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量
の低音が響く展示会や作業現場などの常に人の行き来や物の運搬により発
生した振動によるコネクタの脱落を防止します。 

抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、
HDMI 端子はネジ留め機構に対応

JANCODE：4582169233230



DSE-004 は HDMI へ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタ
ル音声にデエンベデッド出力が可能。 ご利用の音響機器に合わせた音声信号
を選択、利用することが可能となります。

音声のデエンベデッド機能搭載

アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動で軽減、安定した信号伝
送が可能となります。

ノイズリダクション機能搭載

入力された映像をNTSCから1080p（TV規格）、最大1920x1200（VESA規格）
まで 20 種類の任意解像度へアップ（ダウン）スケーリング出力が可能。映像
表示するモニターやプロジェクター等の表示対応フォーマットや、アナロ
グレコーダーの録画可能フォーマットに合わせて映像出力が可能となりま
す。

映像表示機器に合わせた解像度へ
アップ（ダウン）スケーリングが可能

表示する TV やモニター、プロジェクターの画角に合わせて映像表示比率を変更
できる「アスペクト比変更」やアナログ⇔デジタルの変換の際に発生しやすいコ
ンテンツが画面内に収まらない場合、画面に合わせて映像を調整する「オーバー
（アンダー）スキャン調整」、その他様々な機能を搭載しています。

アスペクト比変更やオーバー（アンダー）
スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載

接続イメージ

電源 AC アダプターを接続する DC コネクタには、抜け防止用ネジ式コネク
タを採用し、併せて HDMI 端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量
の低音が響く展示会や作業現場などの常に人の行き来や物の運搬により発
生した振動によるコネクタの脱落を防止します。 

抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、
HDMI 端子はネジ留め機構に対応

映像信号をスケーリング変換する、 業務用ダウンスキャンコンバータ 

DSE-004
ダウンスキャンコンバータ 
HDMI→VGAコンバータ

Down Scan Converter

・
・
・
・
・
・

映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

HDMI VGA

VGAケーブル

［背面］DSE-004

メディアプレイヤー等プロジェクター等

HDMI ケーブル

/

シンク  (VGA)
モニターやプロジェクター等

VGAケーブル

オーディオデバイス
スピーカーやアンプ等

AC アダプター

S/PDIF ケーブル

3.5mmオーディオケーブル

ソース (HDMI機器)
PCやBlu-rayプレイヤー等

HDMI ケーブル

DSE-004

製品仕様

DSE-004

TMDS クロック：165MHz

最大 7.1ch

最大 7.1ch

最大 2ch

入力対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/
VGA（640 x 480）、SVGA (800x600)、XGA (1024x768)、
HD（1280 x 720）、WXGA(1280x800)、SXGA（1280x1024）、

UXGA(1600 x 1200）、WSXGA（1680x1050）、Full HD(1920x1080)、WUXGA（1920x1200）
※Full HD、WUXGAは Reduced Blanking のみ対応

映像入力

製品型番

同梱物

音声入力

映像出力

音声出力

HDMI：1系統

VGA：1系統

色空間

S/PDIF：1 系統
3.5mmミニピン：

1系統

VESA ドットクロック：165MHz

RGB 24bit 

HDMI コネクタ
本体寸法（※突起部含まず）

本体重量

電源

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

タイプ A

124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm

約 300g

DC 5V 2A

最大 6W

0℃～ 40℃ / -20℃～ 60℃

20%～ 90% ( 結露無きこと )

対応フォーマット：720p/1080p/VGA（640 x 480）、SVGA (800x600)、
XGA (1024x768)、HD（1280 x 720）、WXGA(1280x800)、SXGA（1280x1024）、

UXGA(1600 x 1200）、WSXGA（1680x1050）、Full HD(1920x1080)、 WUXGA（1920x1200）
※Full HD、WUXGAは Reduced Blanking のみ対応

ACアダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、
固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

HDMI：1 系統

※全ての機器との動作を保証するものではありません。  ※3D 映像、xvYCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。 
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 
※本製品は HDCP 非対応となります。  ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。 

JANCODE：4582169233247



映像信号をスケーリング変換する、 業務用アップスキャンコンバータ 

USC-006
アップスキャンコンバータ 
ビデオ・コンポーネント→HDMIコンバータ 

Up Scan Converter

・
・
・
・
・
・

映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

アナログ音声またはデジタル音声を HDMI にエンベデッドして出力可能。 ご
利用の音響機器に合わせた音声信号を選択、利用することが可能となりま
す。

音声のエンベデッド機能搭載

アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動で軽減、安定した信号伝送
が可能となります。

ノイズリダクション機能搭載

表示する TV やモニター、プロジェクターの画角に合わせて映像表示比率を変更
できる「アスペクト比変更」やアナログ⇔デジタルの変換の際に発生しやすいコ
ンテンツが画面内に収まらない場合、画面に合わせて映像を調整する「オーバー
（アンダー）スキャン調整」、その他様々な機能を搭載しています。

アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整
などの映像表示調整機能を搭載

製品仕様

サンプリング周波数：74.25MHz

対応フォーマット：NTSC

最大 7.1ch

最大 2ch

対応フォーマット：
480i/480p/720p/1080i/1080p
※全て Y.Pb.Pr 4:2:2 まで対応

映像入力

製品型番

同梱物

音声入力

映像出力

音声出力

ビデオ：1系統

S/PDIF：1 系統

HDMI：1系統

色空間

HDMI：1 系統

TMDS クロック：165MHz

RGB 24 bit /Y.Pb.Pr 4:4:4/Y.Pb.Pr4:2:2

最大 7.1ch
HDMI コネクタ

本体寸法（※突起部含まず）

本体重量

電源

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

タイプ A

124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm

約 300g

DC 5V 2A

最大 6W

0℃～ 40℃ / -20℃～ 60℃

20%～ 90% ( 結露無きこと )

対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/ 
VGA（640 x 480）、SVGA (800x600)、

XGA (1024x768)、HD（1280 x 720）、WXGA(1280x800)、SXGA（1280x1024）、
UXGA(1600 x 1200）、WSXGA（1680x1050）、
Full HD(1920x1080)、WUXGA（1920x1200） 

※Full HD、WUXGAは Reduced Blanking のみ対応

ACアダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、
固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

RCA：1系統

Y.Pb.Pr：1 系統

USC-006

*1) Y.Pb.Pr 信号とビデオ信号を同時に入力することはできません。  ※全ての機器との動作を保証するものではありません。
※3D 映像、xvYCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。 
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※本製品は HDCP 非対応となります。  ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

(*1)

/

シンク (HDMI機器)
テレビやプロジェクター等

ソース
DVDプレイヤー等

AC アダプター

HDMI ケーブル

USC-006

オーディオ
RCAケーブル

コンポーネント
RCAケーブル

S/PDIF ケーブル

ソース
VHSビデオデッキ等

コンポジット
RCAケーブル

接続イメージ

電源 AC アダプターを接続する DC コネクタには、抜け防止用ネジ式コネク
タを採用し、併せて HDMI 端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量
の低音が響く展示会や作業現場などの常に人の行き来や物の運搬により発
生した振動によるコネクタの脱落を防止します。 

抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、
HDMI 端子はネジ留め機構に対応

Y.Pb.Pr VIDEOHDMI

コンポーネント
RCAケーブル

［前面］ ［背面］

HDMI ケーブル

USC-006 USC-006

入力された映像を NTSC から 1080p60（TV 規格）、最大 1920x1200（VESA
規格）まで 36 種類の任意解像度へアップ（ダウン）スケーリング出力が可
能。映像表示するモニターやプロジェクター等の表示対応フォーマットに
合わせて映像出力が可能となります。

映像表示機器に合わせた解像度へ
アップ（ダウン）スケーリングが可能

メディアプレイヤー等

プロジェクター等

JANCODE：4582169233254



PCや書画カメラ等

HDMI ケーブル
VGAケーブル

液晶モニター/ TV等

［背面］USC-007

映像信号をスケーリング変換する、 業務用アップスキャンコンバータ 

USC-007
アップスキャンコンバータ 
VGA→HDMIコンバータ

Up Scan Converter

・
・
・
・
・
・

映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

HDMI VGA

アナログ音声またはデジタル音声を HDMI にエンベデッドして出力可能。 ご
利用の音響機器に合わせた音声信号を選択、利用することが可能となりま
す。

音声のエンベデッド機能搭載

アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動で軽減、安定した信号伝
送が可能となります。

ノイズリダクション機能搭載

入力された映像を NTSC から 1080p60（TV 規格）、最大 1920x1200（VESA
規格）まで 36 種類の任意解像度へアップ（ダウン）スケーリング出力が可
能。映像表示するモニターやプロジェクター等の表示対応フォーマットに
合わせて映像出力が可能となります。

映像表示機器に合わせた解像度へ
アップ（ダウン）スケーリングが可能

製品仕様

USC-007
VESA ドットクロック：165MHz

最大 7.1ch

最大 2ch

映像入力

製品型番

同梱物

音声入力

映像出力

音声出力

S/PDIF：1 系統

HDMI：1系統

色空間

HDMI：1 系統

TMDS クロック：165MHz

RGB 24 bit /Y.Pb.Pr 4:4:4/Y.Pb.Pr4:2:2
最大 7.1ch

HDMI コネクタ
本体寸法（※突起部含まず）

本体重量

電源

消費電力

動作 /保存温度

動作湿度

タイプ A

124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm

約 300g

DC 5V 2A

最大 6W

0℃～ 40℃ / -20℃～ 60℃

20%～ 90% ( 結露無きこと )

対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/ 
VGA（640 x 480）、SVGA (800x600)、

XGA (1024x768)、HD（1280 x 720）、WXGA(1280x800)、SXGA（1280x1024）、
UXGA(1600 x 1200）、WSXGA（1680x1050）、
Full HD(1920x1080)、WUXGA（1920x1200） 

※Full HD、WUXGAは Reduced Blanking のみ対応

ACアダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、
固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

3.5mmミニピン
：1系統

VGA：1系統

※全ての機器との動作を保証するものではありません。  ※3D 映像、xvYCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。 
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※本製品は HDCP 非対応となります。 ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

USC-007

/

シンク
テレビやプロジェクター等

ソース
PC等

ソース
PC等

S/PDIF
ケーブル

ソース (VGA機器)
PCや書画カメラ等

VGAケーブル

HDMI ケーブル

3.5mmオーディオケーブル

AC アダプター

接続イメージ

表示する TV やモニター、プロジェクターの画角に合わせて映像表示比率を変更
できる「アスペクト比変更」やアナログ⇔デジタルの変換の際に発生しやすいコン
テンツが画面内に収まらない場合、画面に合わせて映像を調整する「オーバー（ア
ンダー）スキャン調整」、その他様々な機能を搭載しています。

アスペクト比変更やオーバー（アンダー）
スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載

電源 AC アダプターを接続する DC コネクタには、抜け防止用ネジ式コネク
タを採用し、併せて HDMI 端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量
の低音が響く展示会や作業現場などの常に人の行き来や物の運搬により発
生した振動によるコネクタの脱落を防止します。 

抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、
HDMI 端子はネジ留め機構に対応

JANCODE：4582169233261



MAY10/P-03  Printed in Japan.

商品を安全にお使いいただく為、 ご利用前に必ず 「取扱説明書」 をよくお読みください。

株式会社エーディテクノ
東京都新宿区市谷本村町 3-29 FORECAST 市ヶ谷 3F
TEL: 03 5206 3330  FAX: 03 5206 3339

www.ad-techno.com / info@ad-techno.com

カタログ上の注意 各社・各団体の商標など　
※記載された仕様、 デザイン、 価格等は予告なく変更される場合があります。　※カタログと実際
の商品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。※"ADTECHNO" は、 株式会社エー
ディテクノの商標です。※"HDMI" は、HDMI Licensing LLC の商標、または登録商標です。※そ
の他、記載されている各社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 なお、本文中
では、TM、® マークは明記しておりません。

安全に関する注意!


	01
	02.LCD1015HDS
	03.HD06TX
	04.HD10UTR
	05.HMS-0102
	06.HUS-0108
	07.HUS-0108
	08.DSE003
	09.DSE004
	10.USC006
	11.USC007
	12

