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主な特長、機能

会議室を増強
Sony® センサー付き広角4 Kカメラ、強化PTZに加え、
ビーム・フォーミング・マイク・アレイを搭載 テレビのスピ
ーカーを活用。

簡単なセットアップ。 容易なメンテナンス。
ソフトウェアの自動更新、リモートデバイス管理、プロビ
ジョニングを備えた、スマートなソリューション。シンプ
ルなプラグアンドプレイ方式。 

ワンタッチで会議アプリ起動
いつでも使えるビデオバーのソリューション。 PCは不要
です。ワンタッチですぐに会議に参加できます。 最先端
のSIPベースのUCソリューションに最適化。

実際にその場にいるような感覚
スマート・ピクチャー・フレーミング、音声追跡、ノイ
ズ・キャンセリングで、自然な会議を体験してくださ
い。EPOS AI™を搭載。 

エフォートレスなコンテンツ共有
会議の参加者すべてがコンテンツを簡単に共有できる
ようになります。 あらゆるデバイスから自在にアップロ
ード。ケーブル不要。 アプリ不要。 ビームアップで簡
単に 。

EXPAND Vision 3

ビデオ・コラボレーション。  

すべてを一新。

今日のスマートオフィス向けのオールインワン・ビデオ・コラ
ボレーション・バー。 ワンタッチで会議に参加し、対面に
引けを取らないパフォーマンスを実現。EPOS AI™を搭載
したHDビデオと、優れた音声ピックアップ、ノイズ・キャン
セリングで、コラボレーションを強化。  

シンプルなセットアップ、簡単なインストール、最先端の 
SIP ベースの UC ソリューション向けに最適化。 会議の体
験がナチュラルに。顔の表情、ボディランゲージときわめて
クリアな音声を伝え、生産性を高めます。

詳しくはこちら: eposaudio.com/expand-vision-3

http://www.eposaudio.com/expand-vision-3


製品データ

一般性能

色 ブラック

ビデオ・コラボレーション・バー重量 550 g

ビデオコラボレーションバー寸法 28 (H) x 280 (L) x 55 (W) mm / 1,1 (H) x 11,02 (L) x 2,16 (W) in

保証 2 年間

オーディオ性能

マイク デジタル MEMS リニアマイクアレイ (マイク 4基)
ノイズ・エコー・キャンセリング

マイクの指向性 180°

有効マイクレンジ 5 m

マイクの周波数特性 70 - 8.000 Hz

コミュニケーション - オーディオ性能 聞き取りにくい音声環境でも、自然な会話体験と優れた明瞭度
を実現します。 統合されたビームフォーミング・マイクアレイによ
り、ノイズを除去しつつ必要な音声を捕捉します。 画面/モニタ
ー内蔵スピーカーの利用、リアルタイム自動遅延計算による効果
的なエコーキャンセレーション。

その他の性能

UC アプリケーション 最先端のSIPベースのUCソリューションに最適化、カレンダー統
合機能

オペレーティングシステム Android TM 9.0（以降）

内部ストレージ 32 GB

CPU ARM ®  v8 64 ビット 6 コア

GPU Quad Core Arm®

RAM メモリ 4 GB

供給電圧 5 V

消費電力 15 W

USB 出力 5 V, 500 mA

使用温度範囲（最高） 35 °C / 95 °F

使用温度範囲（最低） 4 °C / 39 °F

動作湿度(最大) 90%

保管温度範囲（最低） 2 °C / 35 °F

保管温度範囲（最高） 45 °C / 113 °F

 ビデオ / カメラ 

カメラ Sony ® センサー付き4K広角

レンズの種類 6素子 非球面低歪レンズ

ビデオ解像度 最大1080 p (フル HD) @ 60 fps

Zoom 4 x デジタル

パン-チルト-ズーム (PTZ) 強化 PTZ、電気機械式パン/ チルト ± 20 °

視野 (FOV) 112°

インテリジェントな画像フレーミング EPOS AITM powered

ビデオ規格とプロトコル エンコード規格: H.264, MVC, VP8
デコード規格:  H.264, VP8, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H2.263,  

H.265, VC-1, VP9, MVC
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製品データ

 ネットワークと接続性 

入出力 イーサネット、 HDMI 出力、 USB - C/ ディスプレイポート、 USB 
- A、 MicroSD

イーサネット IPv 4 & IPv 6、 DHCP/ スタティック IP

Wi-Fi デュアルバンド (2,4/5 GHz)
規格： 802.11ac/802.11ac

Bluetooth® バージョン5.0
Bluetooth ® プロファイル : A2DP, HSP, AVRCP

ワイヤレス共有技術 Miracast®

デュアル・スクリーン・サポート あり

タッチスクリーンサポート あり

 デバイス管理 

リモートによる管理 EPOS Manager 

ローカルデバイスの設定 オンスクリーン GUI

ファームウェアの更新- 自動

 プライバシー / セキュリティ 

ハードワイヤード・プライバシー・スイッチ カメラ / マイク

セキュリティ・ロックのサポート KensingtonTM

暗号化 ハードウェア暗号化 (512 ビットまで )、  
AES 暗号化 (256 ビット )、  
SHA 暗号化 (256 ビット )、  
SecureBoot、 SSL トラフィック暗号化

内容

同梱物 EXPAND Vision 3 ビデオコラボレーションバー、 Bluetooth® リモ
ートコントロール、ユニバーサル電源、 HDMI ケーブル、壁面取り付
けブラケット、安全ガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート。
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製品概要
接続対象  製品 概要 EAN / UPCコード

HDMI またはUSB - C
ディスプレイポート
経由画面 / モニター
接続

EXPAND Vision 3
商品番号 1000305

フルHDビデオと 
4基のビームフォーミング・マイクを装備したビデ
オ・コラボレーションバー。 
画面 / モニタースピーカーを使用します。 最先端
のSIPベースのUCソリューションに最適化。 

EAN 57 14708 00106 5
UPC 8 40064 40106 7

プライバシ
ースイッチ
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その他の特長、機能

デュアルスクリーンサポート  
1つの画面にコンテンツを表示し、もう1つの画面で会議の状況を表示 

シンプルなリモートセットアップとアップデート

EPOS Manager によるリモートデバイス管理とプロビジョニング 

付属のリモコン
 またはスマートディスプレイのタッチスクリーンによる操作

設置時にセキュリティを保護  
Kensington ロックシステムをサポートし、ビデオバーを必要な場所に維
持し ます

設置場所をカスタマイズ
 テーブル設置、ディスプレイの上、壁面取り付けなど、お好きな方法をお
選びいただけます

プライバシーの保証  
  オーディオおよびビデオ専用のミュートボタンが付属 

柔軟な接続性
Bluetooth® でヘッドセットまたはスピーカーフォンに接続 


