
LIVEPRO L1
Multi-format Video Mixer Switcher

ミニマムサイズに多機能を搭載。
ミキサー&スイッチャー

Sports events

あらゆる動画撮影で活躍

WeddingE-sports competition Business presentation Character interview

Multi-Camera 
Operation

PC/APP 
Controling

Picture in 
Picture

USB3.0
Live Streaming

Auddio
Embedding

● UVC に準拠した映像を USB で出力、ライブ配信が可能
● 4 系統の HDMI 入力
● 2 インチ TFT ディスプレイを搭載し、4 つの入力ライブプレビューが可能
● オートカット、マニュアルスイッチ（T バー）
● T バーによる 14 種類のトランジション効果が可能
● PIP（ピクチャーインピクチャー）対応
● オーディオは内蔵または外部ソースを選択可能
● 6 分割のプレビュー画面とプログラム映像を切り替えて HDMI 出力が可能
● PC またはスマートフォン（APP 経由）での制御
● コンパクトなデザイン



LIVEPRO L1  [ ライブプロ L1]

HDMI 出力ポート×1
ディスプレイに接続して 6 分割のプ
レビュー画面またはプログラム映像
を表示します。

電源入力用 DC ジャック
12V/ 1.5A の電源アダプタを接続
可能です。

クイックボタン
HDMI 出力切り替えボタン
4 つの入力をプレビューしている状
態で、HDMI 出力を 6 分割のプレ
ビュー画面とプログラム映像に切り
替えクイックボタンとして機能しま
す。

赤点灯：オンエア（PGM）
緑点灯：切り替え待機中、緑の点
滅は切り替え準備完了の合図

マニュアルスライドスイッチ
T-Bar を左端または右端スライドで
エフェクトや信号が次の PGM に切
り替わります。

メニュー表示、バックボタン。

4 つの入力とメニューを表示。

PGM 音量調整ダイヤル

トランジション効果 (MIX) 選択のための機能選択ボタン
トランジション効果（MIX）、
モード切替（Fast または T-Bar）、PIP を選択します。

HDMI 入力ポート×4
HD カメラや PC などの入力
ソースを接続します。

制御用の専用ソフトウェアをリ
ンクするための通信ポート
※ファームウェアのアップデー
トやＰＣソフトでの制御可能。

サードパーティ製のストリーミ
ングソフトウェアで信号をキャ
プチャーしてライブ配信サイト
で配信することができます。

マイクを接続する場合はオーディオインター
フェース、またはその他該当するデバイスを
使用してください。

スピーカー、ヘッドセットへ出力が可能です。
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高度なブロードキャスト機能を備えた低コストのマルチカメラ・ライブプロダクション、LIVEPRO L1 は、4 つの HDMI 入力を 6 分割のプレビュー画面と
プログラム映像をサードパーティ製ライブストリーミングソフトウェアを介して、ライブ放送プラットフォームにストリーミングすることができるミニシグナルス
イッチャー、そしてミキサーです。
コンパクトなデザインはあらゆるスタジオやロケーションに対応、ミニマムな現場に最適です。2 インチの TFT スクリーンは、4 つの入力映像をリアルタイ
ムにプレビューできます。14 種類のトランジションエフェクトを搭載し、T-Barと連携してトランジション・スイッチングを行うことができます。
エントリーモデルとしても、または複数台導入する場合にもおすすめです。

低コスト& 高機能を実現したマルチカメラライブプロダクション



HDMI 入力 ×4
HDMI 出力 × 1
USB3.0 TypeA×１
入力：3.5mm ステレオジャック×1
出力：3.5mm ステレオジャック×1
RJ45×1
DC ジャック×1
| 720p@50/60 | 1080i@50 
|1080p@23/24/30/50/60
| 1024×768@60 | 1280×720@60 
| 1280×768@60 | 1280×800@60 
| 1280×1024@60 | 1360×768@60 
| 1366x768@60 | 1440×900@60 
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 
| 1920×1080@60 | 1920×1080@60i 
| 1920×1080@50i | 1920×1200@60
| 720p@60 | 1080p@60 
| 1080p@30/50
| 1024×768@60 | 1280×720@60 
| 1280×768@60 | 1280×800@60 
| 1280×1024@60 | 1360×768@60 
| 1366×768@60 | 1440×900@60 
| 1680×1050@60 | 1920x1080@60
| 1280×720@60 | 1920×1080@60
HDMI 1.3
USB 3.0
DC 12V/1.5A（最大）
18W
-30℃～ 50℃
10% ～ 85%
500g
191(L)×111(W) × 43.5(H)mm

ライブプロ L1 （V1）
［512863］ ￥48,000 JAN.4962420473290

LIVEPRO L1 はミニスイッチャーで、カメラバッグに収まるほど小さいです。 一般
的なビデオ制作ワークフロー向けに設計され、標準的なビデオマウント用のネジ穴
を装備。邪魔にならないように三脚に簡単に取り付けることができます。 軽量設
計なので、モバイルビデオアプリケーションにも最適です。

LIVEPRO L1V1 の USB3.0 出力は、コンピューターに接続することで Web カ
メラのようにソーシャルメディアプラットフォーム用のすべてのストリーミングソフト
ウェアが機能します。さらに 4 つの HDMI 入力を使用して、各クローズアップ、ワ
イドショットなどの複数のカメラアングルを設定。または、PowerPoint スライド
ショー、ビデオクリップ再生、Web サイト、またはゲーム機を備えたコンピューター
に接続することもできます。切り替えはすべてリアルタイムで行われるため、各ソー
シャルメディアプラットフォームにライブストリーミングできます。

LIVEPRO L1 の T バーは、14 のトランジショ
ンエフェクトと信号スイッチングをサポート。T
バーを左、または右にスライドすることで、選
択した各エフェクトのソースが切り替わります

（T バーモード選択時）。
ラジオやテレビ、ライブ、ニュース、スポーツ、
各種イベントなど、スイッチャーが必要なあら
ゆる場面で柔軟に応えます。

ライブアプリケーションを簡単で使
いやすくするために、より小さくて
シンプルな製 品が要 求されます。 
LIVEPRO L1は超コンパクトな上に、
直感的にコントロールできる T バー
やダイヤル、ボタンを装備。豊富な
特殊効果の切り替え機能を備え、ラ
イブストリーミングとマルチ信号制御
が 1 人で簡単に実行することができ
ます。

USB インターフェースは、HDMI 出力以外の信号出力としても使用できます。 
コンピューターやモニターを接続して、PGMとPVW を個別に設定できます。
必要に応じて、それらのいずれかをプレビューまたは PGMとして設定できます。

スイッチャーを外部拡張画面に接続すると、PGM、PVW、4 チャンネル HDMI
入力信号を含む 6 画面でリアルタイムモニタリングをプレビュー、音声列が表示さ
れます。 さらに、PIP（ピクチャーインピクチャー）モード用に 9 画面も設定可能。
これは、大規模なマルチスタンドフィールド制作に非常に役立ちます。

軽量 & コンパクト

より高速なビデオ制作とライブストリーミング

柔軟な T バースイッチング

1 つのソリューションでマルチアプリケーション

自由度の各インターフェース

6 画面 PVW、PIP
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● LUT7 モニター仕様
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