SFX2100シリーズ
DVB規格準拠サテライトマルチメディア製品
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商品の詳細及び最新の情報は以下のサイトでご覧頂けます:

www.bizsat.jp
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SFX2100シリーズは、PCの標準規格のインターフェースの採用により、
サーバー機能を含む各種マルチメディア機能を統合を可能にしました。

SFX2100内 部 構 造
サテライトマルチメディアサーバー製品：SFX2100は、
その高い信頼性と優れた柔軟性により、従来のサテライ
トレシーバーとしての用途のみにとどまらず、様々な用
途にご利用頂けます。PC標準規格のインターフェース
により、既存のシステムやサブシステムを容易に統合す
ることが可能です。また、SFX2100シリーズではIPネ
ットワークだけでなく、同期・非同期ポートおよびター
ミナルを有することで、従来の衛星システムへ組み込む
こともできます。
全てのSFXシリーズには、IDC社製Datacast XD™クラ
イアントソフトウェアが標準搭載されています。
(本ソフトウェアの詳細については、Datacast XDカタロ
グをご覧下さい。)
SFX2100シリーズは、DVB-RCS対応
可能な設計になっています。

DVBレシーバー：SFX2100シリーズ一覧
SFX2100スタンダードモデルの一覧を左図に
示します。なお、本製品では、お客様のご要望
に応じたカスタマイズおよびIDC本社と共同で
の開発(
OEMを含む)も可能です。詳細は弊社
までお問い合わせ下さい。

標準ラインナップ
standar d models

SFX2001M

デュアルイーサーネット
同期ポート
非同期ポート
ターミナル I/F
ASI出力

また、全てのSFX2100シリーズには、19イン
チのラックマウント型1Uユニットと、省スペー
スを実現した新型“cube”`の2タイプをご用意し
ています。

BPSK
QPSK
8PSK
16QAM

拡張性の高いサーバー機能
SFX2100シリーズでは、衛星経由のセキュア
で信頼性の高いコンテンツに対応するマルチメ
ディアサーバー機能を持ち、拡張性にも優れて
います。また、IDC社から提供されるスタンダ
ードパッケージを用いて、ユーザー側でウェブ
サーバーからストリーミングにいたるまでのシ
ステム構築、および既存の他社製品とのシステ
ム統合など、IDC社からの技術協力を含んだサ
ポートをいたします。

SFX2001R SFX2100B

基本機能
Datacast XDクライアント™

オプション
PCIモデム
PCIオプションスロット
TCP/IP アクセラレータ
CypherCast IP CAS
CI DVB CAS
For detailed information please see the product datasheet and technical specifications .
本製品の詳細については、弊社までお問い合わせ下さい。
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