
◎4台の4K対応ディスプレイに同時出力可能（REX-HDSP4-4K）
◎2台の4K対応ディスプレイに同時出力可能（REX-HDSP2-4K）
◎4K（4096×2160 60Hz 4:4:4）、HDCP2.2、HDR映像ソースも

分配可能
◎動作モード（自動判別・優先出力・固定出力）を選択可能
◎最大3段のカスケード接続に対応
◎CEC対応で連携操作が可能（OUT1のみ）
◎最大10mのケーブルが使用可能
◎DVIディスプレイも使用可能
◎自社オリジナル設計の日本製

4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMI分配器

REX-HDSP2-4K
標準価格￥44,800(税別)

1入力4出力モデルREX-HDSP4-4Kの場合

テレビ、ディスプレイ、
プロジェクターなど

HDMI
ケーブル

Blu-ray レコーダー、
PC/ ゲーム機など

HDMI
ケーブル

※HDMI ケーブル長は10m まで※1080p を超える解像度の場合はPremium HDMI ケーブルをお使いください

REX-HDSP4-4K
標準価格￥64,800(税別)

3D対応1入力2出力HDMI分配器
REX-HDSP2A

3D対応1入力4出力HDMI分配器
REX-HDSP4A

標準価格￥10,400(税別) 標準価格￥16,000(税別)

1入力  4出力1入力  2出力

1入力  4出力

1入力  2出力

【背面（REX-HDSP4-4K）】

【背面（REX-HDSP4A）】

〜4K60Hz（4:4:4）HDCP2.2映像が分配できる4Kスプリッター

4K映像を
そのままの美しさで分配する

http://www.ratocsystems.com/

HDMI分配器　エントリーモデル

REX-HDSP4-4K

AC アダプター

製品本体と添付品

選択可能な最高解像度
接続ポート

表示解像度

優先出力モード

自動判別モード

選べる動作モード

すべてのディスプレイに共通した解像度/音声フォーマットで分配

OUT1 ポートに接続したディスプレイの解像度/音声フォーマット
で分配

固定出力モード
本製品リセットまたは電源オン時に接続されているすべてのディ
スプレイに共通した解像度/音声フォーマットで分配

A

A.自動判別モード B.優先出力モード C.固定出力モード

＜ディスプレイ 4 台接続の組み合わせ例＞
OUT １ OUT 2 OUT 3 OUT 4

便利

B

C

挿抜しても、解像度/音声フォーマットは変更されません。Point

※ディスプレイ抜き挿しの都度、
更新されます

※OUT1より低解像度のディスプ
レイには出力されません

※本製品リセット/電源オン時、更
新されます

※固定した解像度より低解像度の
ディスプレイには出力されません

2K 2K 2K 2K

4K 2K 4K 2K

4K 4K 2K 2K 2K 2K

◎4台のディスプレイに同時出力可能（REX-HDSP4A）
◎2台のディスプレイに同時出力可能（REX-HDSP2A）
◎最大2K（フルHD）60Hzまで対応可能（REX-HDSP4A）

※HDCP2.2には対応していません
◎最大4K30Hzまで対応可能（REX-HDSP2A）
　※HDCP2.2には対応していません

◎3D、フルHD、HDCP1.4機器に対応
◎動作モード（自動判別・優先出力）を選択可能
◎最大3段のカスケード接続に対応
　※４K解像度には対応していません
◎CEC対応で連携操作が可能（OUT1のみ）
◎最大10mのケーブルが使用可能



高速切替4入力1出力HDMIセレクター
REX-HDSW41

4入力2出力HDMIマトリックススイッチ
REX-HDSW42

標準価格￥8,400(税別)標準価格￥16,000(税別)

AC アダプター

※ケーブル長
　10m まで

ゲーム機、パソコン、
Blu-ray レコーダー、

地デジ ・BS/CS チューナー、
ビデオカメラ、Apple TV など 添付のリモコンで

接続機器を切替可能アンプ、スピーカーなど
※出力 A の音声が再生されます。

REX-HDSW42

テレビ、ディスプレイ、
プロジェクターなど

HDMI
ケーブル

HDMI
ケーブル出力

A

出力
B

出力B出力A

入力 21 3 4

組み合わせ例

4入力  2出力

※ケーブル長
　10m まで テレビ、

ディスプレイなど

Blu-ray レコーダー、HDD レコーダー、
ゲーム機、HD カメラ、パソコンなど

HDMI
ケーブル

添付のリモコンで
接続機器を切替可能

HDMI
ケーブル

◎HDMI高速切替技術”InstaPortS”搭載
◎手動切替方式を採用。録画開始や電源オンによる自

動切替が発生しないため、安心して鑑賞可能
◎前面にMHL(Ver.2.0)対応ポート搭載。
　※別途HDMI-MHLケーブルが必要です。
◎専用リモコン付属。HDMI機器の切替はリモコンと本

体ボタンの両方から可能
◎すべての画面を表示し、選択可能な「プレビュー機

能」搭載
◎サブ画面を同時再生できる「PinP（Picture in Picture）

機能」搭載

◎4入力2出力を自在に切り
替え、分配にも対応

◎接続状況がわかりやすい
　2色表示のLED搭載
◎手動切替方式を採用。
　録画開始や電源オンによる

自動切替が発生しないた
め、安心して鑑賞可能

4入力  1出力

【背面】

【背面】

PS4
Wii U

対応

PS4
Wii U

対応

PS4
Wii U

対応

PS4
Wii U

対応

HDMI延長器 HDMI信号を最大100mまで延長

USB to HDMI 高解像度4Kテレビやディスプレイにパソコンの画面を表示、4Kに対応していないパソコンから4K出力可能

HDMIセレクター 最大4台のHDMI入力を高速切替HDMIマトリックススイッチ 映像機器の入力と出力の組み合わせ自在

USB to HDMI フルHDテレビをUSBポートに簡単接続VGA to HDMI HDMI端子のないパソコンとフルHDテレビを接続

Blu-ray レコーダー、
ゲーム機、パソコン

など

LAN
ケーブル

（Cat 5e/6）
AC アダプター

IR トランス
ミッター

REX-HDEX100A
送信機

AC アダプター

REX-HDEX100A
受信機

インターネット
に接続

パソコンで
インターネット可

テレビ、
ディスプレイなど

赤外線リモコンを使用する場合
受信機のIR （赤外線）
受光部へ向けて操作

※ケーブル長
　10m まで

ケーブル長
最大100mまで延長可能！

HDMI
ケーブル

HDMI
ケーブル

◎送信機と受信機をLANケーブル1本で接続するだけ
で、HDMI・IR・Ethernet信号を延長
・送信機に接続した機器のHDMI信号を、受信機に接続

したディスプレイに送信 
・送信機のLANポートにルーターを接続し、受信機の

LANポート接続のパソコンなどでネットワーク通信
◎前面のインジケータで動作状況の確認が可能
◎最大4K30Hzまで対応可能

※最大ケーブル延長は70mまで
　※HDCP2.2には対応していません

HDMI延長器
REX-HDEX100A
標準価格￥48,000(税別)

【背面】送信機 【背面】受信機

■東京支店 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル6F 
 TEL.03-5207-5010（代）  FAX.03-5207-6510
■本社 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル

http://www.ratocsystems.com/

ラトックシステム株式会社 ※このカタログは2016年7月現在のものです。

複数のディスプレイに同じ
画面を表示

複数のディスプレイを１つ
の大画面として表示

複製モード（ミラーモード）拡張モード

VGA to HDMI 変換アダプター（オーディオ対応）
REX-VGA2HDMI-AC

HDMIケーブル
REX-USB3HDMI

テレビ、
パソコン用ディスプレイなど

◎USB3.0高速表示で動画をなめらかに再生
◎USBバスパワー駆動でACアダプタ不要
◎抜き差し自在のホットプラグ対応
◎1台のPCに最大6台まで接続可能
◎マルチディスプレイに最適
　「拡張モード」「複製モード（ミラーモード）」から選択
◎フルHD、QWXGA対応

USB3.0/2.0 ディスプレイアダプター
REX-USB3HDMI

3.5mmステレオミニ
ケーブル

3.5mmステレオミニ
ケーブル

VGAケーブルVGAケーブル
HDMIケーブル

REX-VGA2HDMI

テレビ、
プロジェクターなど

USBケーブルUSBケーブル

HDMI
USB3.0/2.0

4K対応 USB3.0 マルチディスプレイアダプター
REX-USB3HD-4K

HDMI
ケーブル

REX-USB3HD-4K

テレビ、
プロジェクターなど

Windows
パソコン、

Ｍａｃ

表示エリアは
フルHDの

約4倍！

表示エリアは
フルHDの

約4倍！ 4K対応 USB3.0ディスプレイアダプター
REX-USB3DP-4K

テレビ、
プロジェクター

など

Windows
パソコン

USB3.0
ケーブル

REX-USB3DP-4K DisplayPort
ケーブル

パソコンのUSBポートから
DisplayPort搭載ディスプレイへ

DisplayPort 専用
HDMI 専用

標準価格￥14,200(税別)
標準価格￥15,800(税別)

標準価格￥14,600(税別) 標準価格￥10,000(税別)

Windows
パソコン

Windows
パソコン

◎ノートパソコンの画面と音声をフルHDテレビに出力
◎オーディオ対応

※オーディオ機能を使用する場合、ご使用のテレビ、パソコン用ディスプレイ、
プロジェクターがHDMI Audio機能をサポートしている必要があります。

◎ACアダプター添付 ◎パソコン電源連動
◎画面アジャスト機能搭載 ◎フルHD、WUXGA対応　
◎ドライバーのインストール不要

AC アダプター

AC アダプター

REX-HDSW41

フルHD

選べる表示モード

◎USBポートに4Kテレビやディスプレイを接続
　4Kに対応していないパソコンでも4K解像度で出力が可能
◎USBでカンタン接続　
　※添付のドライバーをインストールする必要があります。
◎USBバスパワー駆動でACアダプター不要
◎1台のパソコンに本製品を6台まで同時接続が可能
　※解像度1920✕1200以上の場合、1台のパソコンに本
　　製品を1台まで接続できます。
　※Macでは最大4台までの増設が可能です。
◎動画表示にも対応
　※ご使用の環境やアプリケーション環境、動画の

ビットレートなどにより、画像がなめらかに表示
されないことがあります。

◎フルHDなど4K以外の解像度も利用OK
※本製品はHDCP、COPPなどの著作権保護技術には

対応していません。
※動作推奨環境については弊社Webサイトにてご確

認ください。

製品本体と添付品 製品本体と添付品

製品本体と添付品

製品本体と添付品

製品本体
製品本体と添付品

製品本体と添付品製品本体と添付品

対応OS
Windows 10、8.1、8、7
MacOS X 10.11.x、10.10.x、
　　　　 10.9.5、10.8.5

対応OS
Windows 10、8.1、8、7

対応OS
Windows 10、8.1、8、7、Vista、XP


