
特徴
Eos Ti、Eos、Gio コントロール ･ システム用オプション ･ プロセッサである

Eos RPU3 は、メイン / バックアップ又はスタンドアローン ･ コントローラ

としても使用が可能です。

機能
　・  4,096 から 32,768 出力 / パラメータ

　　 1,024、2,048 又は 4,096 毎にアップグレードが可能

　・  16,000 コントロール ･ チャンネル

　・  12 ユーザー設定

　・  パーティション ･ コントロール

　・  全ての Eos アプリケーション・プログラミング機能へのアクセス

　・  ユーザーがプログラム可能な 20 個のフロント ･ パネル ･ ボタン

　・  プライマリ、バックアップ、クライアント、又はオフライン ･ モード

　　 で使用可能

　・  前面パネルに 6 つの LED ステイタス ･ インディケータ

　・  2U 19 インチ、ラック ･ マウント筐体

インターフェイス
　・AC 入力 100 - 240V 50/60 Hz

　・イーサネット (2 ポート )802.3af 準拠 PSE

　・ETC Net2、Net3(ACN)、及び Artnet 、Avab UDP 出力プロトコル

　・DisplayPort x 3 (DVI モニタ画面ｘ 3 台 ( 推奨解像度 1280x1024 以上 )

　   タッチスクリーン対応

　・DMX/RDM ポート x 2

　・トリガー接点 (D-Sub)

　・USB ポート x 7

　・レディオ ･ フォーカス ･ リモート (RFR)

　・ゲートウェイを介し MIDI タイム ･ コード、 ショー ･ コントロール

　・OSC 送信 / 受信

　・UDP 送信 / 受信

　・MIDI イン / アウト (MIDI タイム ･ コード、 ショー ･ コントロール )

　・ゲートウェイを介し SMPTE タイムコード

　・ゲートウェイを介し 12 アナログ入力、12 SPDT 接点出力、RS-232

商品情報
Eos リモート ･ プロセッサ ･ ユニット
モデル 内容
Eos RPU3 - 4K Eos リモート ･ プロセッサ ･ ユニット、4,096 出力
Eos RPU3 1000 Up 1,024 出力アップグレード
Eos RPU3 2000 Up 2,028 出力アップグレード
Eos RPU3 4000 Up 4,096 出力アップグレード

Eos リモート ･ プロセッサ ･ ユニット ･ アクセサリ
モデル 内容
FADW 2x10 フェーダー ･ ウィング - 2x10
FADW 2x20 フェーダー ･ ウィング - 2x20
Eos PGW Eos プログラミング ･ ウィング
Eos MFW 20 Eos モータライズ ･ フェーダー ･ ウィング 20
Eos MFW 10 Eos モータライズ ･ フェーダー ･ ウィング 10

I/O ゲートウェイの、ETC Net3 製品群を参照して下さい。

付属アクセサリ
　・3 ボタン ･ スクロール ･ マウス / マウス ･ パッド

　・キーボード

　・DisplayPort-DVI アダプタ x 3
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Eos RPU3 重量
モデル 重さ

Kg
Eos RPU3 - 4K 10.21

寸法 / 重量
Eos RPU 寸法
モデル 高さ 幅 奥行き

mm mm mm
Eos RPU3 -4K 89 436 345

背面
8mm

436mm

89mm

側面

345mm

483mm

上面
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