自社技術・自社製造・安心品質

すぐに使えるから教える幅が広がる
授業がもっと楽しくなる

AVerVision

メカニカルアームタイプ
ワイヤレス書 画 カメラ

実物投影機

M15W

4K
60fps

1300万
画素

最大23倍
デジタル
ズーム

デュアルバンド
同時接続
Wi-Fi

充電式
Li-ion
バッテリー

安心の
三年保証

1300万画素と4kの高画質
1300万画素と 4k Ultra HD は高解像度で繊細な映像を映し出します。
また最大60フレームレートで被写体を直接見ているかのような滑らかで迫力のある
ダイナミックな映像をお楽しみください。

バッテリー内蔵で完全ワイヤレス（Miracast対応）
M15Wのコンパクトで軽量な設計は、内蔵バッテリーとWi-Fi機能により遠隔でも
簡単にUSBカメラとして使用できます。
Wi-Fi及びMiracast接続により電源ケーブルやHDMIケーブルが無くても使用できます。

柔軟で使いやすいメカニカルアーム
柔軟で調整可能なアームによってA3以上の用紙を映し出すことができます。
また、カメラヘッド部の撮影方向を示すマークにより、被写体の向きが分かりやすく
なりました。さらに先生方の使いやすさを考えた設計となっております。

有線・無線どちらも対応
Wi-Fi環境が無くても問題ありません。USBケーブルやHDMIケーブル
で接 続して映し出すことも可能です。有線・無線どちらも使 用可能
ですのでお使いなる環境に合わせてご使用ください。

jp.aver.com

AVer Vision M15W

メカニカルアームタイプ

ワイヤレス書画カメラ

授業に役立つ機能で子どもたちの集中力がアップ！
Sphere2（スフィア・ツー）かんたん・便利な標準プレゼンテーションソフト

※弊社ダウンロードセンターより
ダウンロードしてください。

■ パソコン操作で書画カメラのコントロールが可能です。
（ズームインアウト・オートフォーカス・回転）
■ 撮影中の映像の上に、文字や絵の書き込みが可能です。もちろん作業録画も撮影も可能です。
■ 撮影した画像や動画を YouTube・Facebook・Google Drive・Dropbox などのSNS／クラウドサービスで簡単に共有アップロードができます。

ClassSend（クラスセンド）注目の新アプリケーション

■ 校内Wi-Fiネットワークを利用して、教師用PC／タブレットPCで作成した設問を、Sphere2によって生徒用PC
（最大40台）に配信できます。生徒側はClassSendによって回答をPC／タブレットPC上で 記入して、回答を
送信提出ができます。 ※ iOS ／ Android ／ Chrome ／ Windows（GoogleブラウザからChromeをダウンロード）対応。

その他…
使い方によって
せかいがひろがります！

書写

歴史

音楽

算数

理科

図画工作

家庭科

特支教育

AVe r V i s i o n M15 W（ エムジュウゴダブリュー ） 製 品 仕 様
画像センサー

1 ／ 3.06” CMOS カラー画像センサー

画像キャプチャ

あり（ソフトウェア経由）

最大画素数

1300 万画素

マウス注釈機能

あり（ソフトウェア経由）

フレームレート

最大 60fps

タイマー

あり（ソフトウェア経由）

出力解像度

4K ／ Full HD 1080p ／ HD 720p , XGA

画面分割機能

あり（ソフトウェア経由）

TV ライン

1400

キャプチャモード

シングル（ソフトウェア経由）

ズーム

最大 23 倍（デジタルズーム）

ユーザープロファイル

1

フォーカス

オート／マニュアル／エリア（ソフトウェア経由）

フリッカーフィルター

あり（50Hz/60Hz）

最大撮影エリア

A3 対応（426 x 313 mm)

USB 給電

あり（スタンバイ時のみ）

画面回転

0°
／ 90°
／ 180° ( カメラヘッドにより調整）

照射ライト

組込み式 LED ランプ

画像表示モード

ノーマル／モーション／高画質

マイク

内蔵

Wi-Fi ストリーミング

1080p 30 fps ／最大 4K 30 fps

HDMI

出力

Miracast

対応

USB

USB タイプ mini-B ※PC 接続用

Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac（45 ft eﬀective range）2.4GHz/5GHz

寸法 (D×W×H)

操作時 : 518 mm (D) x 84 mm (W) x 351 mm (H)

Wireless security

Support WEP, WPA/WPA2-PSK,

※別途レシーバーが必要です。

収納時 : 280 mm (D) x 84 mm (W) x 42 mm (H)

WPA/WPA2-Enterprise*, *EAP-PEAP, EAP-TLS

重量

680ｇ

画像効果

カラー／白黒／ネガ

電源

DC 5V/2A, AC 100-240V

ホワイトバランス／露出

オート／マニュアル

消費電力

4 W（ライト / オン）／ 3.5 W（ライト / オフ）

録画機能

あり（ソフトウェア経由）

書画カメラソフトウェア
A+Suite の OS 互換対応

Windows® OS

Windows® 8, 8.1, 10

iOS

iOS 10.3, 11.2, 11.3

Mac OS

Mac OS® X 10.10 以上

Android OS

Android 5.0, 7.1, 8.0

パッケージ同梱物

AVerVision M15W 本体、ユーザーマニュアル、Sof tware CD、USB ケーブル、電源アダプター（DC 5V）、保証書

希望小売価格 59,800 円（税抜）
EAN／JAN コード：4719552125661
※仕様は国によって異なる場 合があり、予 告なしに変 更される
ことがあります。
※保証の詳細については、アバー・インフォメーション㈱
担当窓口までお問い合わせください。
※保証期間…本体 3 年 付属品 1 年（内蔵バッテリー、Wi-Fiドングル
は 1 年になります。）

オプション
別売り

カメラヘッド

キャリーバッグ、反射防止シート

M15W 本体
Wi-Fi ドングル

カメラ

DC 5V

ライト

販売店／代理店

HDMI 出力
Mini USB
for PC

お客様サポートセンター（書画カメラ修理お問い合わせ用／固定電話のみ）

0120 - 008 - 382

受付時間 9：00〜17：00（月〜金） 祝日・当社指定休日は除く

アバー・インフォメーション株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F
TEL：03-5989-0290（代表） FAX：03-5989-0291
E-mail ： PPDinfo.jp@aver.com

j p. ave r. co m

@AVer̲ Japan
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