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INT-TXO トランスミッタOMNEO
INTEGRUS

u DICENTIS 会議システムと完全に統合されているた
め、設定は不要です

u 卓越した音質

u 梱包開封後すぐに使える4チャンネル

u INT-TXO に最大 28 ライセンスを追加し、合計で
31 言語と 1 フロアに対応

u 赤外線通信により、参加者は自由に移動可能

INT-TXO は、INTEGRUS システムの中心要素として、
INTEGRUS と DICENTIS 会議システムのやり取りを伝達
します。INT-TXO は信号を搬送信号に変調し、室内のラジ
エータに送信します。
DICENTIS システムに接続すると、トランスミッタ
OMNEO が DICENTISによって完全に制御されるため、設
定は必要ありません。

機能

• トランスミッタ OMNEO は、DICENTIS システムに接
続し、制御できます。このセットアップでは、RSTP 機
能を含む DICENTIS ケーブルを介して電源を供給する
こともできます

• INT-TXO は、スレーブモードに切り替えて、他の INT-
TXO のリピータとして作動させることができます。こ
の場合、信号は同軸入力経由で受信し、マスター INT-
TXO と同期します。スレーブモードは、本体背面にあ
るスイッチにより有効になります

コントロールおよびインジケータ
• 本体前面に表示されるシステムとラジエーターのステー

タス
• 各イーサネットコネクタの近くに2つのLEDがあります

接続部
• 相互に影響のないさまざまな電源オプション:

– DC壁面アダプター（ACアダプター）
– DICENTIS
– PoE

• HF 信号を別のトランスミッタから入力するための BNC
コネクタ（1 個）INT-TXO には、他のトランスミッター
のスレーブとして設定し、オーディオを同期するための
スイッチがついています。

• HF 信号を最大 30 台のラジエータに出力するための
BNC コネクタ（6 個）

• DICENTISシステムケーブルからの電源
• 以下に対応するRJ45コネクタと互換性のある2つの

DICENTISコネクタ:
– RSTP を含む DICENTIS システム内のループスルー
– PoE 経由の給電。

付属部品

数量 コンポーネント

1 INT-TXO トランスミッタ OMNEO

1 DC壁面アダプター　（ACアダプター）

技術仕様

電気的仕様

消費電力 (W) 10 W

公称電圧 (VDC) 48 VDC

PoE入力 PoE IEEE 802.3af Type 1, Class 3;
PoE IEEE 802.3at Type 1, Class 3

バッテリーの種類 リチウム

バッテリー寿命（通常） 7
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機械的仕様

取り付けタイプ ラックマウント型; テーブル
トップ

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 44.45 mm x 442 mm x 390 mm

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (in) 1.75 in x 17.40 in x 15.35 in

カラーモード RAL 9017トラフィックブラック

環境仕様

使用温度範囲 (°C) 5 °C – 45 °C

使用温度範囲 (°F) 41 °F – 113 °F

保管温度範囲 (°C) 5 °C – 45 °C

保管温度範囲 (°F) 41 °F – 113 °F

輸送温度 (°C) -30 °C – 70 °C

輸送温度 (°F) -22 °F – 158 °F

使用相対湿度（結露なきこ
と） (%)

5% – 95%

オーダー情報

INT-TXO トランスミッタOMNEO
Integrus 4 チャンネルトランスミッタ。
オーダー番号 INT-TXO | F.01U.351.763

ソフトウェアオプション
INT-L1AL 追加言語ライセンス (1 つ)
INT-TXO に 1 言語チャンネルを追加するためのライセンス。
オーダー番号 INT-L1AL | F.01U.406.605

サービス
EWE-INTTXO-IW トランスミッタ OMNEO 12 か月保証延長
12カ月保証延長
オーダー番号 EWE-INTTXO-IW | F.01U.406.935

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
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