
マルチチャンネル受信に対応

高画質・高品質

さまざまなシーンでの運用を実現する多回線対応

フレキシブルな運用をサポート

送信機にRVT-SD200、
受信機にRVT-MR200
シリーズを利用することで、
最大12カ所からの現場
状況をリアルタイムに把握できます。音声は、各送信機との双方向コミュニケーション
に加え、受信側から全送信側への一斉同報することもできます。

RVT-SD200（別売）に、ソニー独自のH.264/MPEG-4 AVC MainPro f i le
映像コーデックエンジンを搭載することで、狭帯域でも高画質な映像伝送を実現、
音声コーデックにはATRAC3plusを採用することで自然でクリアな音声伝送を可能
にしています。

タッチパネルにも対応した簡単操作
PCモニター（別売）に、簡単操作のタッチパネルモニターを導入することもできます。

FOMA回線、有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ接続などのほか、衛星回線対応オプションライ
センスRVTA-BG200（別売）を購入することで、衛星回線（BGAN）による接続も
可能です。

※接続には各通信端末、回線およびプロバイダーとの契約が必要です。

受信側のオペレーターが、受信映像を確認しながら回線状況に合わせて伝送モード
を変更するなど、フレキシブルな運用が可能です。

特定の送信機からの映像受信チャンネル（サブ画面）の位置を固定できるチャンネル
予約機能を搭載しています。

サブ画面も最大15fpsで表示されるので、刻々と変化する複数の現場状況をリアル
タイムで把握できます。

“ロケーションポーター”・オフィシャルサイト

s o n y . j p / r v t /

RVT-MR201：送信機1台の受信に対応
RVT-MR204：送信機4台までの同時受信に対応
RVT-MR212：送信機12台までの同時受信に対応

各種のモバイル回線に対応し、
最大12地点とのリアルタイム映像伝送を実現する
モバイル中継システム“ロケーションポーター”マルチチャンネルレシーバー

RVT-MR212の受信画面（シーン画像はハメコミ合成です）※商品イメージのイラストです。PCモニターおよびビデオモニターは別売です。

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください   ●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません

マルチチャンネルレシーバー

RVT-MR200シリーズ
各オープン価格
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衛星回線対応オプションライセンス
RVTA-BG200
オープン価格

■RVT-MR200シリーズのオプション

※衛星回線（BGAN）を利用した通信には、RVT-MR200シリーズへの追加購入が
必要です。

最新の知りたい・使える情報は、
“ロケーションポーター” ・オフィシャルサイトへ

s o n y . j p / r v t /

製品の最新情報をタイムリーに提供
● 製品情報

“ロケーションポーター”の活用シーンをご紹介。また、導入効果をわかりやすく解説
● 活用シーン

「わからない」 「困った」をスマートに解決
● Q＆A

※RVT-SD200
装着時。

FOMA端末を2台収納可能

リチウムイオン
バッテリーパック
RVTA-BT100
希望小売価格84,000円
（税抜価格80,000円）

リアルタイム・ビデオトランスミッター
RV T-SD20 0
オープン価格

バッテリーチャージャー
RVTA-BC100
希望小売価格115,500円
（税抜価格110,000円）

ショルダーストラップセット
RVTA-ST100
希望小売価格16,800円
（税抜価格16,000円）

“ロケーションポーター”の
送信機

RVT-SD200の別売アクセサリー

RVT-SD200のカタログも
ご用意しています

■ソフトウェア仕様 ■ハードウェア仕様
RVT-MR201 RVT-MR204 RVT-MR212

RVT-SD200 同時接続数 1台 4台 （最大） 12台 （最大）
映像・音声

映像圧縮方式 H.264/MPEG-4 AVC Main Profi le

解像度/
フレームレート/
映像ビットレート  

送信側：FOMA 1回線
利用時（FOMAモード）

352×240/5～15fps/32～160kbps、
352×240/5fps/32kbps （固定）

送信側：
FOMA 2回線利用時
（２×FOMAモード）

352×240/5～15fps/64～320kbps （Bulkモード)、
352×240/5fps/64kbps （固定Bulkモード)、

352×240/5～15fps/32～160kbps （Duplicateモード)、
352×240/5fps/32kbps （固定Duplicateモード)、

352×240/5～15fps/32～320kbps （Intelligentモード)

送信側：
LAN回線利用時
（LAN/PPPoE/
WLANモード）

720×480/30fps(60i)/1,024～4,096kbps、
480×480/30fps(60i)/768～3,072kbps、
352×240/5～30fps/32～1,024kbps、 
352×240/5～30fps/32～512kbps、 
352×240/5～15fps/32～160kbps、 
352×240/5fps/32kbps（固定）

送信側：
インマルサットBGAN
サービス利用時
（Satelli teモード）

352×240/15fps/256kbps（固定）、
352×240/15fps/224kbps （固定）、
352×240/15fps/192kbps （固定）、
352×240/15fps/160kbps （固定）、
352×240/10fps/128kbps （固定）、
352×240/7.5fps/96kbps （固定）、
352×240/5fps/64kbps（固定）、
352×240/5fps/32kbps （固定）

※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200（別売）が必要です。

音声圧縮方式 ATRAC3plus

音声ビットレート

送信側：
FOMA 1回線利用時 32kbps （Stereo/Mono）、

16kbps （Mono） 、8kbps （Mono）送信側：
FOMA 2回線利用時 
送信側：
LAN回線利用時

64kbps （Stereo）、32kbps （Stereo/Mono）、
16kbps （Mono）、8kbps （Mono）

送信側：
インマルサットBGAN
サービス利用時

32kbps （Stereo/Mono）、
16kbps （Mono）、8kbps （Mono）

※衛星対応オプションライセンスRVTA-BG200（別売）が必要です。

音声（通話用）圧縮方式 MPEG-4 HVXC

音声（通話用）ビットレート 2kbps 

RVT-MR200シリーズ共通
コントローラー 

OS Windows® 7 Professional 64bit 日本語正規版

CPU インテル®  CoreTM  i7-870プロセッサー（2.93GHz）

メインメモリー 4GB DDR3 SDRAMモジュール（1333MHz 2DIMM）

外部コネクター

VIDEO OUT　コンポジットビデオ出力 ピンジャック×1 （選択されたビデオ１系統を出力）
ピンジャック×2 （選択されたオーディオ１系統を出力）AUDIO OUT　LINE出力（L/R）

MIC
PHONES　　  ヘッドセット入/出力

ステレオミニジャック×1

ステレオミニジャック×1

NETWORK　 LAN接続用 RJ-45×1 （1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） 

USB　　　キーボード、マウス、USBメモリーなどの接続用 USB2.0（タイプA）×10

DISPLAY　　 ディスプレイ出力
D-sub15ピン×1 （アナログRGB）
※解像度1920×1080ドット以上の

PCモニターが必要です。

一般

電源 90V/264V自動切換電源（50/60Hz両対応）

消費電力 最大147W

使用環境 温度：10～35℃、湿度：10～90％

外形寸法（幅×高さ×奥行） 約178×448×445mm（突起部を除く）

質量 約13kg

同梱・付属品
キーボード、マウス、電源コード、

3-2極アース付き変換アダプター、保守サービス申込書、
保証書など

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●“LocationPorter”、“ロケーションポーター”および

そのロゴはソニー株式会社の商標です ●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です ●Intel、Intel Coreは、アメリカ合衆

国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です ●「FOMA / フォーマ」は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、

各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは明記していません。
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  ※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

掲載の業務用 商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
   ●FAX  0120-333-389
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）
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