
Meet the Future
未来を体感する



革命的にインテリジェント

Meet the future. 

顔を見合わせたミーティングの時、当たり前のようにお互いが同じ目線で話します。
ビデオ会議を使用したハイブリッドミーティングの時代に突入すると
その当たり前が、当たり前ではなくなってしまいました。

参加者全員をクローズアップして平等に映し出し、全員にフォーカスを当て、
最も鮮烈で包括的なビデオ会議体験により、リモート先の参加者もまるで
その場にいるような臨場感のあるテレビ会議体験を創り出します。

• オンラインでも、目線の高さを合わせたミーティングが可能
• クリアで歪みの少ない 360˚ パノラマビューを創出 
• AI による顔自動追尾を使用したイマーシブなオンライン会議体験が可能
• 会議のスタイルに合わせて使えるさまざまなレイアウトモード 
• テーブルの中央からあなたの声をクリアにとらえる内蔵マイク
• ケーブルを繋げばすぐに使えるプラグアンドプレイ
• ソフトウェアやアプリのインストールなしですぐに使用可能 

カメラレンズ x 4

AI 搭載

4K 360˚パノラマカメラ

複数人を同時に自動追尾

コントロールボタン搭載

複数のレイアウトモード

リモコン付属

無指向性マイク搭載

スタンド付属



名は体を表す。- Innex Cube 本体はコンパクト
でエレガントな目を引く立方体デザイン。滑ら
かで重厚感のあるメタリックなアルマイト仕上
げで所有感を掻き立てます。

レッドオーク製のベースと延長可能なポールに
よりテーブルからレンズまでの高さを 30cm に
設置可能。テレビ会議でも参加者と目線を合わ
せたミーティングを行うことが可能です。

4 つのカメラユニットと、2 つの無指向性マイ
ク、最先端の AI による自動追尾技術。
これら全てのピースが手のひらサイズのカメラ
の中に一つに収まり、輝きを放ちます。

コンパクトでミニマルなデザイン
最高のカンファレンスカメラ

環境に合わせて柔軟な設置

相手に表情をきちんと届けるためには、目線の
高さに合わせてカメラを設置すべきです。

Innex Cube には 3 つのスタンド用の延長ポー
ルを付属。ミーティングの環境に合わせて、柔
軟に高さを変えることが可能です。

例えば、ポールを二つ繋げれば、レンズまでの
高さが約 30cm となり一般的なテーブルへの
設置に最適で、3 本繋げれば 42cm 少し高さ
の低いテーブルなどへの設置に最適です。



究極のパノラマビュー。圧倒的にクリアな 4K 解像度。

Innex Cube は 4 つの 5M ピクセルカメラを搭載。最先端のアルゴリズムで 4 つの画像を歪
みを抑えてリアルタイムで統合。4K 解像度でクリアに 360˚ パノラマを映し出しイマーシブ
な会議体験を作り出します。

従来の Web カメラとは異なり、Cube はテーブルの中央に設置し、近接から参加者の顔を
鮮明に捉えます。

魚眼レンズや対面の 2 つのレンズのみ搭載したパノラマカメラと比較しても、歪みやぼやけ
の少ない、クリアな映像をとらえることが可能です

ナチュラルにあなたの声をとらえる

会議室での会議では、遠くから相手の声を聞くというのはあまりありません。
テーブル中央に設置された Cube も、理想的な位置からあなたの声をナチュラルにとらえます。
内蔵された 2 つの無指向性マイクにより、言葉のひとつひとつをクリアに相手先に届け全ての
参加者がスムーズに会議を進行できるサポートをします。 



AI モード
自動顔追尾 / ステージ / 自動フレーミング

直感的にカメラをコントロール

TV のように
簡単操作

Cube はだれでも簡単にその AI 機能を使用できるようにデザインされています。

すべてのモードはソフトウェアやアプリをインストールせずに使用することができ
ます。直感的に操作可能なボタンにより、ミーティングのスタイルに合わせた
レイアウトにカスタマイズして使用することができます。
画面に表示される OSD を使って、TV のリモコンを使っているような感覚で、
誰でもすぐにエキスパートのように操作可能です。

カメラ＆マイクのオン / オフ

方向キー

切り替え

設定 閉じる

マニュアルモード
対面モード / 視野角の手動切り替え

ミーティングが続くと、予想外のことが起こり、カメラやマイクを急いで
オフにしなくてはいけない場合があります。Innex Cube はカメラと
マイクのオン / オフボタンを搭載。重要な場面で、
ソフトウェアのメニューバーを探さなくても
ワンタッチでカメラやマイクの
オン / オフ操作が可能です。

モードの切り替え

カメラとマイクの操作



イマーシブに、インクルーシブに、そしてなにより簡単に

AI  自動顔追尾モード

AI  ステージモード

会議室のどこに座っていても、クリアにフォーカスされます。AI による自動顔追尾により参加
者複数人が自由に部屋を動き回っていたとしても、フレームにきちんと収まり続けます。

追加のソフトウェアやアプリは必要ありません。最もインテリジェントなカメラです。

AI  
自動フレーミングモード

マニュアル  
対面モード

マニュアル
360˚ パノラマモード

マニュアル 
270˚/180˚/120˚/
90˚ モード 120°



ハドルスペースエグゼクティブ
オフィス

テレビ会議を新たなレベルへ
Cube は会議室でのミーティングと、オンラインでのミーティングを融合し、
参加者誰もが、疎外感を感じることなく、会議での貢献に意欲を燃やすことが
できます。
カスタマイズ可能な視野角や AI による自動追尾モードなど、Cube はさまざ
まなサイズの会議スペースや、参加人数にフィットします。小さなテーブルだ
けのハドルスペースや、6 〜 8 名用の中規模会議室、マネージャーとその他の
参加者がデスク越しに対面で座っているエグゼクティブのオフィスなどにも最
適なソリューションです。
是非、未来を体感してください！オープンエリア



製品仕様
カメラ部

マイク部

その他

レンズ解像度 5M ピクセル
カメラユニット 4 台
センサー 1/2.7" CMOS
スティッチング技術 ダイナミックリアルタイムスティッチング
最大解像度 / フレームレート 4992x964 @30fps ( パノラマビュー時 )
最短フォーカス距離 70cm
最大視野角 水平 360˚/ 垂直 90˚
電源周波数帯 50Hz / 60Hz
自動露出 あり
オートホワイトバランス あり

レイアウトモード

1. 自動顔追尾モード
2. ステージモード
3. 対面モード
4. 自動フレーミングモード
5. マニュアルモード (360˚/270˚/180˚/120˚/90˚)

マイク 無指向性マイク x 2
自動ゲインコントロール（AGC） あり
アクティブノイズコントロール（ANS）あり
マイク感度 -26dBFS
最大集音距離 3m 

消費電流 5V/ 900mA
マイク / カメラインターフェイス USB Type-C x1 

外径寸法

Cube 本体 : 65x65x66mm
スタンドポール長 : 122mm
木製スタンドベース部 :  26x138 φ mm
全高 : 208mm ( ポール x1)/ 324mm ( ポール x2)/
        440mm ( ポール x3)
トラベルボックス : 235x108x165mm

質量
Cube 本体 : 260g
木製スタンドベース部 : 345g
スタンドポール部 : 70g（3 本合計）

同梱物
Cube 本体 /USB ケーブル (1.5m)/ スタンドポール x3/
木製スタンドベース / リモコン / リモコン用電池 x2/
トラベルボックス

最適なユーザー体験を提供する同梱品

リモコン 木製
スタンドベース

スタンドポール USB ケーブル

トラベルボックス



FTI は AI を活用した革新的なコラボレーションソリューションをデザインし
ます。オンラインでのコミュニケーションに革命を起こし、バーチャル環境
で最もリアルな体験を創出し、ビッグデータと消費者のインサイトを元に、
楽しく、そしてアーティスティックなデザインおよびテクノロジーで人々を
驚かすことができる、そんな体験が可能な製品の提供をおこないます。©Fun Technology Innovation Inc.

funtechinnovation.com


