甲状腺疾患専門病院

伊藤病院 様
リアルタイムに高精細画像を転送̶̶最前線の医療を支える
「ELSA VIXEL V200」
東京・表参道にある
「伊藤病院」
（伊藤公一 院長）
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ELSA VIXEL V200 ホストカード&ゼロクライアント
ELSA VIXEL V200は、今まで一般的なシンクライアントやKVMが不得意としてきた3Dワークステーショングラ
フィックスのIP転送を行うことが出来る次世代のシンクライアント端末です。コアテクノロジーにTeradici
CorporationのPC-over-IP テクノロジーを使用しており、セキュアでハイパフォーマンスなリモートデスクトップを
体験することができます。
（ELSA VIXEL V200はELSA VIXEL H200 ホストカードとELSA VIXEL D200 ゼロクライアントのセットです）

主な仕様
● PCoIPプロトコルの圧縮技術にる、元の画像データを損なうことがないロスレス転送
● 最小1Mbpsの低滞域でもデータ転送が可能（1Mbps〜220Mbps から帯域幅を選択可能）
● 最大解像度1920×1200の2画面出力対応（一部の3M、5M医療用モニタをサポート）
● DVI-I出力×2、スピーカー出力、マイク入力、USB×4の豊富なインターフェース*
* ELSA VIXEL D200 ゼロクライアント

お問い合わせ先

〒105-0014 東京都港区芝3丁目42番10号 三田UTビル TEL.03-5765-7615 FAX.03-5765-7235
● ELSA（エルザ）
は、
テクノロジージョイント株式会社の登録商標です。
● PC-over-IP and PCoIP are registered trademarks of Teradici Corporation.
● Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標及び登録商標です。
● その他の商品名は各社の商標または登録商標です。
● 仕様などは改良のため、予告なしに変更されることがあります。
● 本カタログの掲載内容は2011年11月現在の情報です。
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