
 HDMI 2.0 x 1（18Gbps）
HDMI 2.0 x 1, S/PDIF（光デジタル 2ch） x 1 （同時出力）

 DC 12V / 1.5A

 153.5mm x 107mm x 28.8mm（突起物含まず）
550g

 0℃ ~ 40℃
 10% ~ 85% ( 結露なきこと )

AS4L01X / AS4L00X

 映像出力
 音声出力

 動作湿度

 動作温度

シリアルI/O 

 製品型番
AS4K2Kシリーズ名

CPU

製品仕様

Dual Core 1.7GHz
OpenGL E3.1
eMMC (8GB) / DDR 4 (16GB)
RJ-45 (1000Base-T)
SD(XC) カード x 1

ミニ D-Sub 9 ピン （RS-232-C）
USB 3.0 x 1

4K2K UHD@60, 4K2K UHD@30, 1080p@90, 
1080p@60, 1080i@60, 720p@60

動　画： H.265/ H.264/ MPEG-2/ MPEG-4
　　　　　(*.mov/*.mp4/*.mpg)
静止画： JPG

GPU
メモリ

ネットワーク
対応メディア

映像フォーマット

出力解像度

電源
寸法

重量

その他 I/O

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※静止画は、画面分割表示機能時のみ対応
※4Kは、H.265のみ

静止画

テロップ

動画

複数の AS4L01X をネットワークスイッチングハブで接続し、コンテンツを同期再生しま
す。同じ映像を複数ディスプレイで放映し、 設置ロケーションでの広告効果を高めたり、
複数のディプレイで連動した映像を表示したりすることでインパクトのあるサイネージ
を演出します。

同期再生機能 ［ AS4L01X のみ ］ ［ AS4L01X のみ ］

動画・静止画・テロップの同時表示が簡単に行えます。動画・静止画の表示
位置は 3 種類から選択可能。テロップは日本語と英語に対応します。

画面分割表示機能

［ AS4L01X のみ ］

［ AS4L00X のみ ］

F T P サーバーからAS4L01Xで放映するコンテンツの自動ダウンロードが可能となります。
また、FTP サーバー側で AS4L01X が正常に新しい動画コンテンツをダウンロードしたか
どうかのログを確認するができるので遠隔に設置された端末が問題なく動作しているか
の確認が可能となります。
尚、FTP サーバーへのアクセスは指定した時間間隔（インターバルモード）、または、指定し
た時刻（指定時刻モード）から選択が可能です。

FTPダウンロード機能

100% 自社開発設計。ネットワーク・HTMＬ5.0・Watchdog・AndroidOS 等、多彩な機
能に対応可能です。

カスタマイズ可能

４Ｋ動画をお持ちでない場合でも簡単に４Ｋ高画質サイネージが行え、動画と静止画の混
在再生も可能です。　※４Ｋ動画は、H.265 のみ対応

４Ｋ静止画（3840ｘ2160）スライドショー機能

　「AS4K2K」は High Ef f iciency Video Codec (HEVC）でエンコードされた 4K Ultra High Def init ion (UHD) 動画をスムースにデコーディングする ARM v.7 
デュアルコア 1.7GHz SoC を搭載。4K デジタルサイネージに最適なメディアプレイヤーシリーズです。HDMI 2.0 端子を搭載し4K 液晶モニターやプロジェクター
などへの接続が可能。本体の電源を点けることで本体に挿入した SDXC カードからコンテンツを自動再生、リピート再生します。HDMI2.0 出力端子からの出力解
像度・周波数を任意に設定することで、対応解像度・周波数違いによるモニター非表示を防ぐ「アップ／ダウンスケーリング機能」で、フル HD コンテンツしか
お持ちでない方でも出力映像クオリティを最大 4K UHD@60 Y.Pb.Pr 10bit 4:2:0 に変換し 4K 液晶モニターへ表示が可能となります。また、「4K 静止画スライ
ドショー機能」(AS4L00X のみ) で 4K 高画質静止画でのインフォメーションディスプレイのプレイヤーとしてもご利用頂けます。 
　この他、任意の時刻に電源 ON / OFFする「電源 ON / OFF タイマー機能」や、コンテンツが収録された USB メモリキーを挿し込むだけで再生コンテンツの更
新が可能な「USB3.0 高速自動コピー機能」、お手持ちの PC から AS4K2K へシリアルコマンドを送信し放映コンテンツの切替等が可能な「シリアル（RS-232C）
コントロール機能」( 動画利用時のみ) はデジタルサイネージの導入現場をサポートします。
　また、高機能モデルの AS4L01X では任意の指定時刻または指定間隔で FTP サーバに保存したコンテンツをダウンロードし更新する「FTP ダウンロード機能」や、
複数のAS4L01X をスイッチングハブで接続しコンテンツの同期再生を行う「同期再生機能」、動画 / 静止画 /テロップの分割同時表示が出来る「画面分割表示機能」
を搭載し、より効果的なインパクトのあるサイネージを演出します。
　あらゆるデジタルサイネージシーンでご利用いただける多彩な機能を搭載し 4K コンテンツをスムースにデコーディングする AS4K2K シリーズでハイクオリティな
4K デジタルサイネージが可能となります。

  Introduction

・次世代映像圧縮技術 H.265/HEVC で 4K UHD@60p 再生
・自動再生機能
・アップ  /  ダウンスケーリング機能
・USB 3.0 高速自動コピー機能
・電源自動 ON / OFF 機能
・4K 静止画 （3840 x 2160）スライドショー機能［ AS4L00X のみ ］
・シリアル通信でのリモートコントロール
・コンテンツ同期再生機能 ［ AS4L01X のみ ］
・FTP 自動ダウンロード機能 ［ AS4L01X のみ ］
・画面分割機能（動画・静止画・テロップ再生）［ AS4L01X のみ ］
・プレイボタンボックスでのコンテンツコントロール [ オプション]

AS4K2K
H.265対応 4K UHD@60pメディアプレイヤー

HDMI ケーブル HDMI ケーブル HDMI ケーブル HDMI ケーブル

スイッチング・ハブ

LANケーブルLANケーブル LANケーブル LANケーブル

AS4L01X AS4L01X AS4L01X AS4L01X

テレビテレビテレビテレビ

型番：AS4L01X
JANCODE：4582169233353

型番：AS4L00X
JANCODE：4582169233537 



AS1080 は S/PDIF 光デジタル音声出力端子を搭載、リニア PCM2 チャンネル音声の
出力が可能です。また、3.5mm ミニピンステレオジャックにて、アナログ 2ch 音声
出力にも対応します。(*1) 

S/PDIF と 3.5mmミニステレオジャックからオーディオ出力

新たに放映したい動画コンテンツが保存された USB メモリを AS1080 に差し込むこ
とで、SD(HC) カードに保存されたファイルを削除し、USB メモリ内のファイルを
SD カードへコピーします。

  USB 自動コピー機能 

AS1080
フルハイビジョン対応メディアプレイヤー

・LED プレイボタンを最大 8 個まで接続可能
・ボタンを押して再生コンテンツを切り替え
・BX08R を最大 3 台までデイジーチェーン接続、   ボタン最大 24 個まで利用可能
・PoC 対応、シリアルケーブル経由にて AS1080 又は AS4K2K から電源供給

プレイボタンボックス

BX08R

 AS1080 は、HDMI 端子を搭載したディスプレイ等への接続が可能なフルハイビジョン
再生対応メディアプレイヤーです。本体電源を点けることで SD（HC）カードに保存さ
れた動画コンテンツを自動再生、リピート再生します。また、放映コンテンツを更新す
る際に便利なUSB 自動コピー機能に対応。
その他、3.5mmアナログステレオミニ出力端子と光デジタル（S/PDIF）出力端子を搭載
し外部スピーカー接続での音声出力にも対応します。放映コンテンツは SD カードへ保
存し読み込みを行う為、駆動部が無く耐久性に優れたプロモーションツールです。

1920x1080(1080P/60fps) のフルハイビジョン
コンテンツ再生に対応。高画質な映像にてプロ
モーションが可能です。

 HDMI 端子搭載でフルハイビジョン（1080＠60p）再生対応  

HDMI ケーブルで TV と接続

BX08R は AS1080、AS4K2K と接続可能なプレイボタンボックスです。オプションの LED
プレイボタンを最大 8 個まで接続可能で、ボタンを押して再生コンテンツの切り替えが行
えます。
※AS1080 と接続する場合は、別途オプション販売品の専用接続ケーブル「AS1080CBL」
が必要です。

製品仕様

 出力解像度
 映像出力

 その他 I/O

 対応ビットレート /
 フレームレート

 音声出力

 付属品

 電源
 動作湿度
 動作温度

 シリアル I/O　　　　　

 対応フォーマット  静止画：JPG, PNG, BMP

 1080P 60/50Hz / 720P 60/50Hz

 USB2.0 x4

 HDMI x1

 最大 20Mbps / 最大 60fps  
 ※最大値はフォーマット・ コンテンツにより変更します

 専用 3ピンコネクタ (RS-232C) x1

 本体 /  AC アダプター / リモコン/
 ブラケット x 2 ( 取付ネジ 4 本含む )

 動画： H.264 / MPEG4 / MPEG2 (.mpg, .mov, .mp4)

 HDMI x1 / SPDIF ( 光デジタル ) x1 / 3.5mmミニピン x1

 0℃ ~ 40℃

 DC 12V / 1.5A
 10% ~ 85% ( 結露なきこと )

※ 記載された仕様、デザイン、価格等は予告無く変更される場合があります。
(*1) 3.5mmミニピンステレオと S/PDIF は同時利用不可。

 対応メディア  SD(HC)カードスロット (最大 32GB ) x 1

 寸法
 重量

 153.5(L) x 107(W) x 28.8(H) mm
 約 420g

 消耗電力  最大 6W

※記載された仕様、デザインは予告無く変更される場合があります。
※LEDプレイボタンは別売です。

 ミニ D-Sub9 ピン (RS-232C) x2
 ※AS1080、AS4K2K 接続用と BX08R デイジーチェーン用

 R J -11 x8
 DIP スイッチ

 本体 / ブラケット x 2 ( 取付ネジ 4 本含む )

 DC 5V 
 ※AS1080：専用ケーブルにて AS1080 USB コネクタより電源供給
     デイジーチェーン時はミニD-Sub9 ピンコネクタより給電
     AS4K2K：AS4K2K ミニ D-Sub9 ピンコネクタより給電

 約 300g
 123.3(L) x 76.8(W) x 29.5(H) mm

 0℃ ~ 40℃
 10% ~ 85% ( 結露なきこと )

 100mm x 100mm

製品仕様

 付属品

 動作湿度
 動作温度

 シリアル I/O

 端末 ID 設定
 ボタン接続コネクタ

 寸法
 重量

 電源

 VESA(FPMPMI) 規格

Nov6/P-1  Printed in Japan.

・HDMI 端子搭載でフルハイビジョン（1080＠60p）再生対応
・電源 ON で自動再生・リピート再生
・USB 自動コピー機能
・アナログステレオミニ端子または光デジタル（S/PDIF）端子からの
   外部音声出力対応
・縦型コンテンツ再生対応（対応解像度：608x1080）
・強固なメタルハウジング、VESA 75/100 対応マウント金具

デイジーチェーン接続

PoC ( パワー・オーバー・ケーブル ) 対応で
プレイボタンボックスへの ACアダプター接続不要

デイジーチェーン接続で最大２４個のボタン接続に対応！

［ AS1080 の場合 ］
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