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EZR601AV
JAN：4582391510017
価格：オープンプライス

ワイヤレスでテレビとPCをつなごう

HD ワイヤレスAVキット
High Definition Wireless Audio & Visual Kit

EZR601AV
特長

PC 画面を高画質に再現

1

HDMI：720p SXGA+：1400×1050 ピクセル
オーディオ：48kHz 16 ビットステレオサウンド

特長

モード切替で
サブディスプレイ出力

2
特長

3

高速な UWB 通信方式で
※2
動画もスムーズに視聴

※1

※1…Ultra Wide Band：最高転送速度 480Mbps( 理論値）
※2…通信距離や状況によって、十分に機能を発揮できない場合があります。

好評発売中の
EZR601FHD

シリーズ製品
JAN：4582391510048

EZR601WD

JAN：4582391510024

EZR601PCA

JAN：4582391510031

ワイヤレスHDMIキッ
ワイヤレスHDMIキット

USB/DVI ワイヤレスドック

ワイヤレスPCオーディオアダプター

■大画面テレビ、プロジェクターに
PCをワイヤレス拡張接続
■HDMI接続でフルハイビジョン
1080pまで対応
■S/PDIFオーディオ接続対応

■モニター、マウス、キーボードをPCと
分離してワイヤレス接続
■USB端子、DVI端子、3.5mmオーディオ
ジャック接続に対応
■解像度は最大1920×1080 に対応

■PCのサウンドをワイヤレスで
スピーカー出力
■S/PDIF(光デジタル・同軸デジタル)
USB端子、3.5mmオーディオ
ジャック接続に対応
※各製品の詳細は商品カタログもしくはホームページの製品情報をご覧ください。

イージーエアー製品HP http://www.ezair.jp
クイックサンプロダクツ株式会社HP http://www.quixun-p.co.jp

HD ワイヤレスAVキット【EZR601AV】
High Definition Wireless Audio & Visual Kit

モニターが、大画面液晶テレビが、プロジェクターが、ワイヤレスでパソコンとつながる
「EZR601AV」は、イスラエルに本社を置くウィザー社の製品で、PC の映像信号と音声信号を、
UWB（Ultra Wide Band：ウルトラワイドバンド）方式によるワイヤレス通信で、モニターや液晶テレビ、
プロジェクター等に送信して視聴するための機器です。
例えば、リビングの大画面液晶テレビで PC から送信した動画コンテンツサイトやスライドショーの
観賞を大人数で楽しんだり、PC 作業用のマルチディスプレイとして家庭用液晶テレビを兼用したり、
会社・イベントなどでプロジェクターを使ったプレゼンテーションの場を自由にレイアウトするなど、
アイデア次第でワイヤレスの利点を活かしたさまざまな用途が期待できます。

製品の主な特徴
●お使いのパソコンの映像信号と音声信号をワイヤレスでモニターや液晶テレビなどに送信することが可能
●見た目がシンプル、かつサイズがコンパクトで扱いやすい
●通信方式は、高速な UWB（Ultra Wide Band） ※最高転送速度 480Mbps（理論値）
●暗号化方式は、安心の 128-bit AES セキュリティ
●HDMI、D-sub15 ピン接続のテレビやプロジェクターに対応
●Windows 7 / Vista / XP 対応

ソフトウェア

製品の機能
ミラーモード

A

A

「DisplayLink Manager」

移動モード

B

A

モード切替やその他の設定操作は、
デスクトップのシステムトレイ( 画面右
下) に追加されるディスプレイアイコ
ン

から行ないます。
本製品に対応する画面サイズの調

整等の基本的な設定は、
インストール

PC のデスクトップを
外部ディスプレイ画面に表示

マルチディスプレイとして使用

操作は不要です。

ミラーモードでは、
メインの PC ／ノートPC 画面の表

移動モードでは、各ディスプレイ画面に異なる内容を表

示と同じ内容を表示します。通常ミラーモードは、PC 画

示します。A/V アダプターに取り付けられたディスプレイ

面の表示を大型・高解像度のディスプレイに表示する際

を、
デスクトップ領域の拡張部分( マルチディスプレイ) と

に使用します。

して使用することができます。

各部紹介

「移 動 モ ード」
で は、
Windows の
ディスプレイ設定とあわせて調整しま
す。

【コンテキストメニュー (Windows Vista)】

製品仕様

PC アダプター
PC( 発信側) のUSB
ポートへ接続。
向きを調節するための
回転が可能

時に自動的に行なわれるので、複雑な

A/V アダプター
( デバイスアダプター ＋ A/V ベース)
HDMI もしくはVGA 端子を通じて
ディスプレイ( 受信側) と接続。
電源ユニット接続で使用。

USB2.0

HDMI
(Ver.1.2)

VGA

3.5mm
オーディオ出力

■A/V ベースとデバイスアダプター間の取付方法は 2 通りあります。
A/V アダプターの設置環境( 床置き・壁掛けなど) に応じて使い分けます。

※最適なパフォーマンスを得るために、
デバイスアダプターは常に地面に対し
垂直に上を向くように設置します

【A/Vベース】
接続
解像度

VGA、HDMI コネクタ
ＨＤＭＩ：720p (1280×720ピクセル)
VGA：SXGA+ (1400×1050ピクセル)
音声出力端子
3.5mm オーディオジャック
（ステレオ）
オーディオ
48kHz, 16ビットステレオサウンド
【PCアダプター・デバイスアダプター】
接続
USB2.0（A）
オス
アンテナ
内蔵オムニ指向性アンテナ
LEDインジケータ 電源オン：一定時間点灯／データ転送時：点滅
無線通信方式
Certiﬁed Wireless USB 1.0準拠
WiMedia PHY／MAC準拠
（PHY チャンネル 15）
利用帯域
4.224 〜 4.752 GHz Band#3(TFC7)
※超広帯域無線システム 認証番号
PCアダプター：003UWB100075
デバイスアダプター：003UWB100076
【その他】
暗号化方式
128ビット AES暗号化セキュリティ
通信距離
最大10m(見通し) ※通信距離は目安です。周囲環境
により通信距離が変わる可能性があります。
対応OS
Windows 7 ／ Vista ／ XP
ACアダプター
入力：100-240V、
50-/60Hz
出力：DC5V
動作環境
0℃〜40℃
外形寸法
PCアダプター：H64×W21×D33(mm)
A/Vアダプター：H84×W81×D82(mm)
※テーブルマウント時
パッケージ内容
PCアダプター、A/Vアダプター（デバイスアダプター・
A/Vベース）、電源ユニット、
インストールCD、保証書、
クイックスタートガイド
【ご注意】 ■HDMI等の接続ケーブル類は付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。
■この製品のご使用にはWindows 7 / XP / Vista 対応のPCが必要です。
■本製品は地デジ・Blu-ray等のHDCPコンテンツの再生には対応しておりません。
■このカタログに掲載の写真・図については、
実際のものと異なる場合があります。
■

（イージーエアー）はウィザージャパン㈱のブランドです。

【製造】 Wisair Ltd.

製品に関するお問合せ先 クイックサンプロダクツ株式会社 サポートセンター

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-2-14

27 Habarzel St. Tel Aviv 69710 Israel

TEL.03-5207-6355

www.quixun-p.co.jp

このカタログに掲載の内容は2011年2月現在の情報です。その後、予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。また、
このカタログに記載された社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

