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キューサーバーは、小さいながら大きな可能性
を持ったイーサネットベースの照明コントロー
ラーです。キューサーバーは、スタンドアロン
の建築及びショーコントロール機能をシームレ
スにブレンドして、貴方の必要に応じて緻密な
カスタムな再生システムを構築出来ます。

キューサーバーは、ＬＥＤディスプレイ、建築
照明、店舗照明、博物館のアトラクション、
テーマパーク、展示会、サインアニメーション、
教会、噴水照明等色々な照明コントロールアプ
リケーションに適しています。キューサーバー
は、１台の照明器具のプロジェクトから大規模
なネットワークされたプロジェクトまで簡単に
拡張出来ます。

キューサーバーは、エンターティメントスタイ
ルの照明再生と建築照明コントロールを同時に
管理する能力があります。ネットワークされた
ボタンステーション、LCDタッチスクリーン及び
モバイルデヴァイス用のアプリケーションが
キューサーバーの周辺機器としてあります。

キューサーバーを、シンプルなスタンドアロン
の再生コントローラー、アーキテクチャルライ
ティングプロセッサー、ショーコントローラー、
ワイヤレスリモート照明卓としてご使用下さい。

キューサーバーは、照明プロフェッショナルの
要求に見合うようにカスタマイズ可能な柔軟性
に富むプラットフォームです。

● 照明再生、建築プロセッサー及びDMX
  フェードエンジンを内蔵。   

● キューリスト、プリセット及びストリー
ミングDMXを同時にシームレスで再生

● 最大32 DMXユニヴァースをコントロール

● 最大32の独立したタイムライン

● 直接照明シーンを作成又は外部卓から
キャプチャー

● 強力なキュースクリプト言語

● アストロノミカル（天文）機能とカレン
  ダーイベントを持つリアルタイムクロック 

● 複数ショーの保存及びリムーバブルメモ
リーカード

● システムコントロールの為のボタンステ
ーションとLCDタッチスクリーン

● イーサネット、シリアル、デジタルI/O、
オーディオ、MIDI等のシステムインテグ
レーション

● Crestron, AMX, Vantage, Control 4,
Medialon, Savant等のオートメーション

  システムと簡単にインターフェース

● Mac及びWindows両方に対して、ネーティ
  ブなプログラム環境。

● ラックマウント、デスクトップ、DIN
Rail対応の複数モデル

ノート：　全てのキューサーバーモデルが全ての機能や能力
を持つ物ではありません。詳細については、製品仕様又は
比較表を参照して下さい。

キューサーバー：1つのパッケージで、
単独のショー再生機能、常設の照明コン
トロール機能、ショーコントロールの包括
的なコンビネーションを持ち、システムイ
ンテグレーション機能も備えたユニーク
な照明コントロールです。
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CT-400
CueTouch LCD Touchscreen

CuePad & Figment DMX
iPad又はiPhoneから 
キューサーバーをリモートコントロール

ST-MD8-CW-RGB
Mystique Button Station*

ST-UD6-CB-RGB
Ultra Button Station*

ST-DIO588
Remote Digital I/O

Interface

CueServer ProcessorsUser Input Content Creation

CS-800
CueServer Pro

最も新しいキューサーバー2は、 
最大32 DMXユニヴァースを制御し、 
更に全く新しいプログラム環境、 
進化したスクリプト言語、 
オーディオ再生等々があります。

CueServer Models
1ユニヴァース設定の業界トップのショー再生機器は 
複数あります:

CS-940
CueServer 2 DIN

CS-810
CueServer Mini

CS-816
CueServer Express

CS-840
CueServer Pro DIN

DMX Lighting Console
照明卓から個別のシーン又は

DMXストリーミングをキャプチャー

CueServer Studio 2
キューサーバー2用に再設計されたセットアップ及び 
プログラム環境は、シンプルなショーから
複雑な再生シナリオまで対応出来ます。

System Integration
イーサネット、シリアル、デジタルI/O、 
オーディオ、MIDI、タイムコード等
を経由して広範囲のサードパーティの
システムと接続

* 200以上のボタンスタイル、カラー、
インジケーター、機能のコンビネーションがあります。

All New

CueServer 
2

Model!



キューサーバーには、4モデルあります。下記の表は、夫々のモデル間で異なる機能のみを表示します。
この表に記載されていない機能は、各キューサーバーモデル共通です。

CS-800
Pro

CS-810
Mini

CS-816
Express

CS-840
Pro DIN

CS-940
DIN

DMX ポート 5-Pin XLR
RJ-45又はI/Oポート

[*2]
5-Pin XLR 端子台

端子台
(2ユニヴァースIN,2

DMX Fail-Safe Relay 有り 無し 無し 無し 無し
DMX ユニヴァース 1 1 1 1 最大32  [*4]
再生フェーダー 4 4 1 (オプションで4) 4 最大32  [*4]
ストリーミングキュー 有り 有り オプション 有り 有り
拡張トリガー
(DMX Input, SMPTE,
Network Traffic Events)

有り 有り 無し 有り 有り

RS-232 有り [*1] 有り [*2] 無し 有り [*3] 有り [*3]
RS-485 無し 無し 無し 無し 有り [*3]
接点 有り [*3] 有り [*2] 無し 有り [*3] 有り [*3]
デジタル出力 有り [*3] 有り [*2] 無し 有り [*3] 有り [*3]
オーディオステレオ 無し 無し 無し 無し 有り (3.5mm jack)
MIDI 有り 無し 無し 無し 無し
USB 無し 無し 無し 無し 有り

リアルタイムクロック 有り 有り オプション 有り 有り
LCD ディスプレイ 有り 無し 無し 有り 有り
ファンクションボタン 有り 無し 無し 有り 有り

プログラムインターフェース Web based Web based Web based Web based
デスクトップアプリケー

ション(Mac OS X,
オフラインプログラム 無し 無し 無し 無し 有り
リモートプログラム 無し 無し 無し 無し 有り

形式 1Uラックマウント 可搬型 可搬型 DINレール DINレール
電源内蔵 有り 有り 有り 無し 無し
マウントブラケット ラックイヤー付属 ラックイヤー付属 オプションフランジ レールクリップ付属 レールクリップ付属
ラバーバンパー 無し オプション オプション 無し 無し

ノート：
1. メスDB9ジャック
2. I/O拡張ポート又はI/O拡張ボード付き端子台。
3. 端子台
4. キューサーバー2では、DMXユニヴァースと再生フェーダーの関連性は：
　　1DMXユニヴァースでは32本の再生フェーダーが使用可能。2ユニヴァースでは15フェーダー。3ユニヴァースでは10フェーダー。
　　4ユニヴァースでは8フェーダー等々。

キューサーバー2は2DMXユニヴァース付きで出荷されます。追加ユニヴァースは、1ユニヴァース単位で追加発注出来ます。

キューサーバー各種モデル比較表

DMX 機能

I/O 機能

自動機能

他の機能

プログラム




