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安全上のご注意
AEX-V100 HDMI Cat5e Extender は、安全にご使用いただく為に、他の電子機器等と同じく本製
品をご使用の際にはマニュアルに記載された事項に注意していただく必要があります。
機器の破損や不具合を避ける為にも、本ユーザーマニュアルの安全性に関する説明をご覧くだ
さい。

・本製品は、マニュアルの説明および本体のマーク通りにご使用ください。
・このマニュアルで説明する以外の作業や修理などはご自身では行わないでください。
・適度な換気と空調の整った環境以外の場所や、水の近くでは使用しないでください。
・機器の不具合を避ける為に、表面が平らな安定した場所に設置してください。
・本製品は、付属の電源アダプタや接続ケーブルを使用する設計になっています。
本製品をきれいにする際に、液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでくださ
い。また、クリーニングの前には必ず機器の電源を抜いてください。
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概要

本製品は、Cat.5e/6ケーブル1本でマルチメディアコンテンツを非圧縮伝送が可能です。そして、高解像度
（1080p,4Kx2K,3D等）の映像と音声信号を最長100mまで延長することができます。

主な用途であるホームシアターや会議室、公共機関、スタジアムなどの大規模な施設などでの、長距離での
HDMI接続を構築する際に、非常に簡単に送信機器から安定した映像と音声信号を伝送することが可能です。

特徴

●HDMI規格 , DVI 1.0 ,HDCP 1.2 対応 

●フル HD および 3D に対応

●映像信号 1080p@ 60Hz@ 48bits and 4kx2K　を非圧縮で送信 

●対応解像度: 480p, 720I, 720p, 1080i, 1080p and 4Kx2K 

●帯域：最高 10.2 Gbps （Cat. 5e/6ケーブル100M 使用時）

●音声信号  Dolby True HD , DTS HD-MAなど最新フォーマット対応

●垂直走査周波数: 24Hz, 30Hz, 60Hz

●動作時：LEDランプ点灯

●接続距離は最長100m　※長距離の場合にはSTPケーブルを推奨  

●HDMIケーブルとCat5eケーブルを本体に接続するだけの簡単設計

●遠隔地への映像伝送や、遠隔監視、商業施設や教育現場などへの導入が効果的です。 

i
伝送品質はケーブルの特性によって異なりますので、Cat5e以上のケーブルをご使用
ください。長距離接続ではスキューやノイズなどに大きく影響を受けますので、特
性が保証されたシールドタイプのCat5eやCat6の使用を推奨いたします。
また、ケーブルを巻いた状態でご使用されますとケーブル自身のノイズ干渉によっ
て通信品質が下がりますので、ケーブルは伸ばした状態でご使用ください。

i 機器側との接続にご使用になるHDMIケーブルは、3m以内での動作保証となりま
す。それ以上の長さでは正常に動作しない場合がございますのでご注意下さい。
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仕様

製品名
AEX-V100

送信器 (Transmitter) 受信器 (Receiver)

仕様

HDCP 規格 対応 

帯域 シングルリンク 340MHz [10.2Gbps]

CEC 機能 対応

IR延長機能 双方向対応

3Ｄ規格 フレームシーケンシャル方式※対応

対応解像度 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K

接続距離 最長100m

音声信号 最大PCM (7.1ch), Dolby Digital, True HD DTS-HD & Master Audio

TMDS入力信号 1.2 V [peak-to-peak]

垂直走査周波数 50 - 60 Hz

DDC 入力信号 5 V [peak-to-peak, TTL]

ESD保護/試験
[1] Human body model — ±19kV [air-gap discharge] & ±12kV [contact discharge] 

[2] Core chipset — ±8kV

PCB 構造 4層 [インピーダンス デファレンシャル 100Ω / シングル 50Ω]

入力端子
HDMI x 1

3.5mm 赤外線延長端子 
RJ45 x 1

3.5mm 赤外線延長端子

出力端子
RJ45 x 1

3.5mm 赤外線延長端子
HDMI x 1

3.5mm 赤外線延長端子 

HDMI コネクタ Type A [19ピン メス]

RJ45 コネクタ WE/SS 8P8C

※フレームシケーンシャル方式

　　フレームパッキング：1080p@23.98/24Hz、720p@50または59.94/60Hz 

　　サイドバイサイド：1080i@50または59.94/60Hz 

　　トップアンドボトム：720p@50または59.94/60Hz、1080p@23.97/24Hz
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仕様

筐体ケース メタルハウジング

サイズ
[W x D x H]

本体 178mm x 113mm x 24.5mm 

外箱 230mm x 200mm x 50mm

重量
本体 1.4kg x 2 （電源アダプタを除く）

外箱 4.2kg （本体含む総重量）

固定方法 天面に付属金具を装着して固定

電源 5V 2A DC

消費電力 10 W [max]

動作温度 0～40°C

保存温度 -20～70°C

相対湿度 20~90% RH [結露無きこと]

梱包内容

●  AEX-V100 (Transmitter)送信ユニット

● AEX-V100 (Receiver)受信ユニット 

●  電源ケーブル x 2

●  固定金具2枚 x 2

● 金具固定ネジ ｘ 8

●  ユーザーマニュアル（保証書）
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正面・背面図

※HDCP非対応のコンテンツ再生時は、HDCPランプが点滅し続けます。

※HDCPランプ点滅時に送信側(Transmitter)と受信側(Receiver)で点滅速度が異りますが、正常な表示
ですので動作に問題はございません。
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接続例

BDプレーヤーなどのSource機器と本機TransmitterをHDMIケーブルで接続、テレビなどのSink機器を本機
RecieverをHDMIケーブルで接続、本機TransmitterとReciever間をCat5e以上のケーブルで接続してください。

※こちらの接続図には記載されておりませんが、ご使用の際にはAC電源ケーブルを接続する必要があります
のでご注意ください。

接続ケーブルはエイム電子製を推奨しておりますが、他社のケーブルをご使用の場合には、出来るだけ特性の
良い製品をご使用ください。尚、他社ケーブルでの動作保障は致しかねますのでご了承ください。また、ケーブ
ルを巻いた状態でご使用されますと、ケーブル自身のノイズ干渉によって通信品質が下がりますので、ケーブル

は伸ばした状態でご使用ください。

ケーブル仕様 カテゴリー

導体 シールド CAT5 CAT5e CAT6

単線
Shielded (STP)   

Unshielded (UTP)   

より線
Shielded (STP)   

Unshielded (UTP)   

終端加工 EIA/TIA-568-B (T568B) 準拠

ケーブル性能ガイド
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保証について

本製品の保証期間は、ご購入から１年間となります。万が一、保証期間内に不具合が生じた場合（静電気

や電源サージを含む事故、天災、誤用、不正改造が原因でないこと）に、ご希望により機器を修理または交換い

たします。また、この保証はお客様が直接購入した販売者に対して申請いただくことで有効となりますが、本体

に貼った保証シールが破損もしくは剥がされている場合は無効となりますのでご注意ください。

本製品を使用した通信・伝送不具合などによるいかなる直接的、間接的な損害も補償するものではありま

せん。またユーザーマニュアルの仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

こちらのユーザーマニュアルをもって保証書とさせていただきますので、大切に保管してください。保証書が

ない場合には保証が受けられませんのでご注意ください。

〒252-0327  神奈川県相模原市南区磯部1353  エイム電子株式会社　ＡＶ事業部

TEL 046-253-4902 FAX 046-256-5851　URL　http://www.aim-ele.co.jp

保証書

お名前　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　

ご住所　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

製品名　　　　　　ＨＤＭＩ Cat5エクステンダー　AEX-V100 

シリアル番号　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

保証期間 　ご購入から1年間

ご購入日　　　　＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日

ご販売店　店名




