構成例
A）Zao App を4台接続

B）Zao-Sを1台接続

※7

※7

VPC

VPC

基本 VM パック

￥5,000/ 月

Zao App for
Android/iOS

￥5,000/ 月

受信 VM パック A

受信 VM パック S

¥25,000/ 月
C）Zao App を8台まで接続

動く現場からライブ中継！
テレワーク、遠隔作業支援のために

基本 VM パック

D）Zao App を4台、Zao-Sを1台接続

※7

※7

VPC

VPC

￥5,000/ 月

Zao App for
Android/iOS

￥5,000/ 月
受信 VM パック A

受信 VM パック A

¥25,000/ 月

¥25,000/ 月

受信 VM パック A

受信 VM パック S

¥25,000/ 月

¥25,000/ 月

E）Zao App を5台接続

情報セキュリティメーカーの
映像配信クラウドサービス

基本 VM パック

基本 VM パック

Zao App for
Android/iOS

映像共有 × 相互会話 × 映像管理

¥25,000/ 月

閲覧側

※7 ※8

VPC

送信側

基本 VM パック

￥5,000/ 月
受信 VM パック A

Zao App for
Android/iOS

Zao App for iOS

¥25,000/ 月
追加 Zao App ライセン ス

¥900/ 月

※1：Zao-Sの詳細スペックはZao-Sのチラシをご参照ください。 ※2：送信機同士の会話も可能です。

映像業界で高いシェアを誇る

※3：2Mbps配信で約330時間分です。 ※4：最大12接続まで拡張可能です。

安心の高画質

※5：年間契約をお願いしております。 ※6：Zao-S本体についてはスペシャルパックのチラシをご参照ください。
※7：基本VMパックのみの契約はできません。 ※8：Zao Appの同時接続数は最大4です。

https://www.soliton.co.jp/stc/

株式会社ソリトンシステムズ 映像コミュニケーション事業部

Zao-S

Za o C l o u d V i e w

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3
TEL ：03-5360-3860 Mail：stc-sales@list.soliton.co.jp
このカタログは 2020 年11月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。

Zao-CV-2011A

情報セキュリティ分野で培った

強固なセキュリティ

Zao App for Android

国産だからこそ

安定した品質
サポート体制

使いやすい操作画面に便利な機能を搭載

仕様・機能
基本VMパック

Prem-ZAOS-01

Prem-ZAOS-02

Prem-ZAOS-03

Prem-ZAOS-04

Prem-ZAOS-05

Prem-ZAOS-06

Prem-ZAOS-07

Prem-ZAOS-08

Prem-ZAOS-09

Prem-ZAOS-10

Prem-ZAOS-11

最大 12 画面表示

クラウドの仕様・機能
Zao Cloud Viewをご利用いただくための基本パッケージです。1契約に必ず1パック必
要です。基本/基本拡張VMパック単品での契約はできません。受信VMパックA/Sいずれか
最低1つの契約が必要です。

概要

6

閲覧 端末同時 接 続数

10

対応ブラウザ

Google Chrome、Safari

配信映 像同時 接 続数

12

相互会話

◯ ※2

Prem-ZAOS-12

映像と位置情報を同時に確認

美しい映像を最大12画面同時に表示することが可能

基本拡張VMパック

GIS

Open Street Map/Google Maps
mp4ファイル/300GB分※3

アーカイブ 方式/保 存容量

地図連携機能を使えば、いつどこで誰が中継している

に。さらに、Soliton独自のプロトコル「RASCOW」によ

かが一目瞭然。

り、安定した映像を提供します。

受信VMパックA

受信VMパックS

Zao Cloud ViewにZao Appを接続する
ためのパッケージです。1パックあたり4つの
Zao Appを接続できます。Zao Appライセン
スも付属します。

Zao Cloud ViewにZao-Sを接続するた
めのパッケージです。1パックあたり1台の
Zao-Sを接続できます。Zao-Sは別途お買
い求めください。

Zao App for Android/iOS

Zao-S

クラウドの仕様・機能
概要

映 像 送 信機 種 別
送 信機同時 接 続数

4〜 ※4
640x360〜1920x1080,1〜29.97fps

解像 度/フレームレート

※4

720p,1〜29.97fps

8kHz Mono〜48kHz Stereo

音声周波数

蓄積映像にも位置情報を記録

1〜

無 償 Zao Appライセンス数

4

-

マルチリンク機能

-

◯

配信映 像コーデック

H.264

配信映像はクラウドに蓄積されます。

配信音声コーデック

Opus

過去に撮影した映像を位置情報と併せて確認するこ

配信通信プロトコル

SRTP

とも可能。

利用シーン
Zao Cloud Viewでは、お 客 様 のニーズに合 わせ
た2つのパックをご用意。スマートフォンで手 軽に映

送信側

閲覧側

像を共 有、会 話したい方は「受 信VMパックA」。さら
に安 定した 映 像で 共 有したい 方 は「受 信VMパック
S」。受 信VMパックSなら、複 数の回 線をひとつに束
ねるマルチリンク機能を備えた「Zao-S」を利用できま

Zao-S

PC

※1

中継

す。Zao-Sには、HDMI入力インターフェースがあるた

Zao Cloud View

め、
ビデオカメラはもちろん、ドローンやウェアラブル
カメラなどの映像を共有することも可能です。詳しく
はZao-Sのパンフレットをご覧ください。

配信

Zao App for
Android/iOS

料金
基本/基本拡張VMパック
基 本VMパック クラウド利用料金
¥5,000/月

タブレット

基本拡張VMパック

受信VMパックA
※5

※7
クラウド利用料金 ※5

¥25,000/月

クラウド利用料金

受信VMパックS
※5

¥25,000/月
追 加Zao Appライセンス
¥900/月

クラウド利用料金

※5

¥25,000/月
Zao-S本体価格
49万円(3回線SPパック)※6

