小会議に最適なビジネスクラスの
ビデオ会議
Lifesize® Icon Flex™

会議に最適なアプリケーションを
選択してください

会議に最適な方法をお届
けします

アプリケーションの完成に 10 年以上を費やしてきた Lifesize は、優れた会議エク
スペリエンスをもたらす方法を熟知しています。ビジネスに選択のパワーを与
える、小規模会議室に最適な、ビジネスクラスのビデオおよび音声会議ソリュー
ション、Lifesize Icon Flex をご紹介しましょう。Microsoft® Lync®、Google
Hangouts™ 、Cisco Jabber® 、Skype™、あるいは弊社の Lifesize® Cloud のいずれ
を使用していても、会議にノートパソコンを持参し、Lifesize Icon Flex に接続する
だけで、比類のないビデオ コラボレーション エクスペリエンスを実現できます。

• Microsoft Lync、Google Hangouts、Cisco
Jabber、Skype（そして弊社の Lifesize Cloud）
といったコラボレーション アプリケーションで使
用するための設計

• 小規模会議室に最適なサイズ

• 実りある会議エクスペリエンスをもたらす、実績あ
るビジネスクラスのハードウェア
• 必要なときにいつでもサポートを提供する世界
トップクラスのカスタマー サービスおよびサポー
ト チーム

Lifesize Icon Flex が他社製品と異なる点は、エレガントなデザインの Lifesize
Phone をスタンドアロンの会議用電話として使用できるため、会議室に設置する
デバイスが 1 台減ることです。

LIFESIZE CAMERA

さらに、Lifesize では、世界トップクラスのサービスおよびサポート チームが、すべ
てのソリューションを支援します。

• 6 倍ズーム付き、超静音のパン/チルト: 3 倍光学
ズームと 2 倍デジタル ズーム

ノートパソコン。コラボレーション アプリ。Lifesize Icon Flex。
シンプルを極めましょう。

• すばらしくリアルな HD 1080p30/720p60 ビデ
オを提供

• アンチグレア加工、高い透明度、非球面ガラス成
形を特徴とする、低分散の 8 素子ガラス レンズ
• 光回折を低減する独自のレンズ アイリス
• 5 ゾーン自動フォーカスが提供するシャープな画質
• 高耐久性と最適な熱分布を実現する、機械加工ア
ルミニウム本体
LIFESIZE PHONE
• 360度のマイク有効範囲とパワフルなラウドス
ピーカーで、最大の音声ピックアップとクリアな音
声を実現する、エレガントなデザインのタッチス
クリーン会議電話
• IP-PBX に接続することで、スタンドアロンの音声
会議電話として使用可能
LIFESIZE リモートコントロール
• カメラ（パン/チルト/ズーム）と音声（ミュート/音
量）をコントロール

Lifesize® Icon Flex™

製品仕様

システム コンポーネント

完全統合された HD 音声 LIFESIZE PHONE

一般的な音声機能

PTZ カメラを組み込んだ Lifesize Icon Flex

90 Hz〜22 kHz

全二重の自然な会話

Lifesize Phone または Digital MicPod

32 kHzの音声サンプリング

エコー キャンセルによる明瞭な通話

Lifesize リモートコントロール

最高 4.57 m（15 フィート）までの音声収集範囲

自動ゲイン制御

電源/ケーブル（2 m）

Lifesize Link ケーブルを通して Lifesize Icon Flex に電源投入

自動ノイズ低減

USB A-USB Bケーブル（5 m）

9 m の Lifesize Link ケーブル付属

Ethernet ケーブル（3 m）

オプションの 4 m または 15 m ケーブルも利用可能

音声入力（1 つ）

システム スピーカー

USB ケーブルからノートパソコンのアダプタを介し
て、Lifesize Link 1つ（Lifesize Phone/Digital MicPod）

クイック リファレンス カード

システム要件

– パワフルな希土類磁石のスピーカー ドライバ

Windows 7 以降

– 音響的に繋留された大型スピーカー エンクロージャー

Mac OS X 10.8 以降
システム マイク

USB 2.0 ポート

– 4 つの低ノイズ マイク

音声出力（1 つ）
USB ケーブルからノートパソコンのアダプタを介し
て、Lifesize Link 1つ（Lifesize Phone）

ユーザー機能

次のアプリケーションとの併用が可能:

– ノイズ低減前で 80 dB SNR

Microsoft Lync

ヘッドアップ リモート コントロール

– サンプル レート: 32 kHz

Google Hangouts

– 音のピックアップを高め、室内のノイズを軽減するため
に、発言者の場所にマイクを向けるビーム形成アルゴリ
ズム

Lifesize Phone Manage によるカメラのパン、チルト、ズーム、
音声ミュート/ミュート解除、音量アップ/ダウンをコント
ロールするインテリジェントなタッチスクリーン イン
ターフェイス

タッチスクリーン ディスプレイ

通話中（青）とミュート（赤）を示す Phone または MicPod
の LED

Cisco Jabber
Skype
Lifesize Cloud
Windows

®

– WQVGA 容量性マルチタッチ ディスプレイ

Mac®

セキュリティ

– 4.3 インチ（対角）

Kensington Security Slot

技術仕様

完全統合された HD 音声 LIFESIZE
DIGITAL MICPOD

6X PTZ カメラによる HD ビデオ解像度
– プログレッシブ スキャン

電源
外部電源19VDCを通したAC電圧100〜240V、
50〜60 Hz、2.31A

90 Hz〜22 kHz

– 16:9 縦横比

サンプル レート: 32 kHz

– 70 度の視野を持つ、広角ズームレンズ

最高 4.57 m（15 フィート）までの音声収集範囲

– 245 度のパン、72 度のチルト
– 3 倍のロスレスズーム
– 2 倍デジタル ズーム

動作温度: 0°C (32°F) 〜 40°C (104°F)

4 m の Lifesize Link ケーブル付属

動作湿度: 15%〜85%、結露がないこと

オプションの 9 m または 15 m ケーブルも利用可能

– 電源 LED

システム マイク

ビデオ出力（1）
USB B（1080p30/720p60の）からノートパソコン（1）
ノートパソコンは、別の HD ディスプレイに接続可能

環境データ

Lifesize Link ケーブルを通して Lifesize Icon Flex に電源投入

保管温度: ‒20°C (‒4°F) 〜 60°C (140°F)
保管湿度: 10%〜90%、結露がないこと

– 3 つの低ノイズ マイク

寸法:

– ノイズ低減前で 80 dB SNR

幅: 216.5 mm (8.52”)
奥行: 119.4 mm (4.70”)
高さ: 125.4 mm (4.94”)
重量: 1.04 kg (2.29 lbs)

取り付けオプション
取り付け穴: M5ネジ穴2つ、2つの穴の距離は150 mm (6 in)
取り付けネジ: M5ネジ2本（最大挿入深さ：3.8 mm）

規定番号:
LFZ-033

対応オペレーティング システム:

対応アプリケーション:

パフォーマンスは、使用されるコラボレーション アプリケーションによって異なります。

本社
米国テキサス州オースティン
+1 512 347 9300
無料ダイヤル：米国 +1 877 543 3749
ヨーロッパ/中東/アフリカ地域
ドイツ・ミュンヘン
+49 89 20 70 76 0
無料ダイヤル： 欧州 +00 8000 999 09 799

アジア太平洋地域
シンガポール
+65 6303 8370

www.lifesize.com
電子メール：info@lifesize.com
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