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Cynap Pure: BYODワイヤレス
プレゼンテーションが簡単に!

Cynap Pureは、クラス最高のセキ

ュリティ暗号化やリモート管理機

能などプロフェッショナルレベル

の機能を備えており、既存の教室

や会議室を優れたワイヤレスBYOD
プレゼンテーション環境に変えま

す。

優れたミラーリング性能とプラグ・ア

ンド・プレイによる簡単セットアップが

可能なこの堅牢で柔軟なソリューションは、

高品質で容易なミラーリング接続が求められ

る教室、会議室、ハドルルーム等あらゆるス

ペースに最適です。加えて定期的なファーム

ウェアの無償アップデートも含まれているた

め、常に最新の状態で使うことができます。

4K UHD出力解像度、最大同時4ウインドウ表示

に加えて専用アプリ不要、専用ドングル不要

Pure perfection!
>>  簡単セットアップ、 シンプルな操作性

>>  すべてのスマートフォン、ノートパソ

コン、タブレット対応の簡単ミラーリング

>>  専用アプリ不要、専用ドングル不要

>>  クラス最高のセキュリティ機能

>>  優れたハードウェア性能

>>  リモート管理 & 運用

でiOS、Android、Windows、Chromebookおよ

びmac OSをサポートするこのワイヤレスBYOD
ソリューションは、Cynapのラインアップに

加わったパワフルかつコンパクトなシステム

です。



デバイスに内蔵されているAirPlay、ChromecastやMi-
racastミラーリング機能を使って、アプリやドング

ルを使うことなく簡単に画面ミラーリングができま

す。iOS、Android、Windows、macOS やChrome OSな
どすべてのデバイスをサポートします。

お手持ちのデバイ

スで画面共有を!

柔軟な設置オプシ

ョン

4K UHD 出力解

像度

真のプラグ・アンド・プレイ ソリューションによ

り、Cynap Pureは開梱してすぐに使用することがで

きます。また、ヴォルフビジョン社はサードパーテ

ィのコントローラに統合可能なAPIモジュールを提

供しています。また、必要に応じて、カスタマイズ

されたRMS統合のためのAPIモジュールもご用意し

ています。

Cynap Pureは4K UHD出力解像度で、あらゆるデバイ

スからのコンテンツを常に高精細に表示します。

Cynap Pureはタッチスクリーン互換で、かつ、タッ

チバック機能を備えています。メインスクリーン上

でノートパソコンをリモート操作することができる

ため、非常に便利です。

エンタープライズレ

ベルのセキュリティ
セキュリティは、ワイヤレス・ソリューション

の導入に際して、もっとも考慮すべき事柄で

す。CynapのセキュアなLinuxシステムは、ウイルス

やマルウェアから保護し、高度なセキュリテイ機

能はすべてのデータを100%暗号化します。

Pure perfection!



特徴

オペレーティングシステム Linux

出力解像度 2160p30, 1080p60, 1080p30

vSolution MATRIX 互換 -

ワイヤレスデバイスミラーリング 有

対応ミラーリングプロトコル AirPlay, MIracast, Chromecast, vSolution Cast

ミラーリング対応OS iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

タッチバック機能 Windows デバイス (Miracast & vSolution Cast)

最大同時接続デバイス数 4

プロテクトモード/オープンモード 有（RMS経由）

動的な画面配置 有

カスタマイズ可能な壁紙 & スクリーンセーバー                有

接続性

ビデオ出力 HDMI 出力 x1

USBポート 背面 USB 3.0ポート x 2, 前面 USB 3.0ポート x 2

Bluetoothデバイス 検出 有

LANポート 1x 1 GigE

WLAN規格 802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz) up to 867 Mbps

ネットワークプロトコル TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP

IP設定 DHCP, 静的 (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS 
server), プロキシ, インターフェースのプライオリティ

セキュリティ暗号化規格 - LAN IEEE 802.1x

セキュリティ暗号化規格 - WLAN WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1x

RMS暗号化 有

オーディオ USBと HDMI出力経由

その他

外部制御 マルチタッチディスプレイ, Webインターフェイス, RMS, 
USBキーボード & マウス, リモコン（別売）

外形寸法 115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 インチ)

消費電力 e 最大 65W e

重量 e 480g (1.06ポンド)

付属アクセサリー e AC電源、VESAマウント（75mm /100mm）

別売アクセサリー es リモコン

無償ファームアップデート 有

保証期間 3年

技術仕様
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別売リモコン

ご使用の際は、取扱説明書をよく読み正しくお使いください。 

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下

さ い。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

 安全に関するこ注意

株式会社ヴォルフピジョン
〒169-0075東京都新宿区高田馬場1-30-15 9F 
TEL :03-6233-9465 
FAX: 03-6233-9466

お問い合わせは:


