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12G / 6G / 3G / HD / SD-SDI, ASI
EQ & RECLOCKING DISTRIBUTION AMP

DA-204
Pacific DA-204シリーズは、新設および既設のシステムの12G-SDIへの置換などを含む
あらゆるシステムニーズに容易に統合可能な極めて費用対効果の高いソリューションです。

オーダリングインフォメーション （最新情報およびフルラインアップに関してはお問合せください）

Pacific DA-C       Pacific DAシリーズ 1RU本体フレーム, ８オープンモジュールカードスロット    ￥74,800
　                                （ラックイヤー、12VDCアダプター電源 x1 付属）
 

 

Pacific DA-204 12G   12G/6G/3G/HD/SD-SDI & ASI 分配モジュールカード                      ￥125,000
　 　　　　　　　　　   （4分配 または 2分配ｘ2として利用可能）
Pacific DA-204  3G     3G/HD/SD-SDI & ASI 分配モジュールカード                                        ￥71,000
　                               （4分配 または 2分配ｘ2として利用可能）

Power Adapter-12V    12VDCアダプター電源                                                                              ￥8,800
                                  （冗長または予備用）

4Kインフラシステムに対応

NEW

EQ&リクロッキィング 高性能分配器

FEATURES
オートディテクト 12G/6G/3G/HD/SD-SDI, ASI

最大 8モジュールまで実装可能な1RUフレーム

運用中のモジュールの交換や追加が可能なホットスワップ可能な構造

混在して利用可能な最大大12Gまでと3Gまでの信号に対応した２タイプのモジュールカード

それぞれのカードは、２入力のSDIと4出力のSDIをサポート:

２分配 x2 または ４分配 x1 として設定し利用可能

1RUの本体で最大16系統の分配に対応可能

輸 入 元 :
ファインドアウト有限会社
www.findout-corp.com

株 式 会 社 インフィニットシステムズ
〒151－0071 東 京 都 渋 谷 区 本 町 1－20－2－805
TEL.03(5309)2857   FAX.03(5309)2858
E-mail:info@infinite-s.com  www.infinite-s.com

製 造 元 :
AVITECH社
アメリカ・ワシントン州
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名称未設定-1   1 2017/11/26   12:18

　Contents  2020/   2
特別記事　第55回 InterBEE 2019　～ InterBEE FORUM（概要）～ 為ヶ谷 秀一  6  

特別記事　InterBEE2019 出展社概要③   8  

Event Focus
　新たな宇宙ビジネスアイディアを競った「S-Booster 2019」 神谷 直亮 16

スタジオ夜話  第82話 「いまさらですがレコードを楽しむ」Ⅴ 森田 雅行 18
  
Event Focus
　「VR/AR/MR ビジネス EXPO 2019 Tokyo」 神谷 直亮 20

Satellite Square
   期待の「JCSAT-18」「JCSAT-17」 「BSAT-4b」衛星 神谷 直亮  22  

Digital Cinema Now!　Vol.155「映画館設計のテクニカルガイド」 前編 川上 一郎  24

Digital ESSAY ：「3 to 6」
　　　One Point BUZZ WORD ： FOMA の nanoSIM  坂口 裕靖 30

Special Report ：世界初の映画興行・ルミエール館を訪ねる  中山 秀一 35

User's Report ：タムコ　中型録音中継車と5.1.4ch 対応 音声中継車に
　　　　　　　　 　　　　SSL SystemT を搭載  36
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表紙の写真▶株式会社タムコ、音声中継車にR-4はSystem T S300が搭載されている。

R-4は日本で唯一の5.1.4ch Immersive Audio対応、コンソール卓とFrontのスピーカ。
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http://www.mogami-wire.co.jp/2019_Catalog_J_190919.pdf

～製品カタログは
　　　　こちらから～

  PHONE: (0263)52-0131 E-Mail : sales@mogami-wire.co.jp  
URL : http : //www.mogami-wire.co.jp  

敷設ー撤収を繰り返す
可動的用途専用 LAN ケーブル No.3306
PA/屋外使用等、敷設・撤収を
繰り返す可動的な用途向けに
特別に設計したイーサーネッ
トケーブルです。柔軟なため床
に平に引き回せ、通常のフィー
ルドワークに耐える十分な機
械的強度があります。特性値は
TIA/EIA-568B Category 
5e を完全に満足します。

施工工事用LANケーブル No.3367, 3381
施行工事時に有刺鉄線
のようにならず楽に配
線出来るよう、平にまっ
すぐ収まるように設計
されたLAN CABLEで
す。UL VW- 難燃規格に
も適合しており、標準で
３色（青・灰・黄）用意し
ました。

AES/EBU & DMX マルチケーブル
世界の定番として定着したモガミのマルチ・マイクケーブル同様に柔軟で細く、
加工や施行が容易で取り扱いの楽な110ΩAES/EBU&DMX信号用のマルチ
ケーブルです。 

MULTICORE AES/EBU & DMX SNAKE CABLES

もう回す必要はありませんもう回す必要はありません
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