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ベイテクノロジーズと Icron は ベイテクノロジーズによる
Maverick 延長プラットフォームの採用を共同でアナウンスします

ベイテクノロジーズは Icron の Maverick 延長プラットフォームを採用した USB/ビデオ延長製
品を製品ラインアップに加えます。これにより 4Kp60 4:4:4 ビデオと USB 3-2-1 を最長 100m
延長できる製品の提供が可能になります

SAN JOSE, Calif.—June 11, 2019— 本日、ExtremeUSB®延長技術の開発元である Icron と日本におけ
る KVM、USB 延長製品のリーディングサプライヤーであるベイテクノロジーズは、ベイテクノ
ロジーズが Icron の Maverick 63104 ExtremeUSB® 3-2-1 and 4Kp60 video エクステンダーを採用し
たことを共同でアナウンスしました。 これによりベイテクノロジーズは最高レベルのビデオ
と USB 延長のパフォ-マンスをユーザー様にご提供できることになります。

USB 延長と ExtremeUSB の概要は以下のビデオをご覧ください。
http://www.icron.com/resources/videos

ベイテクノロジーズは日本市場において 7 年にわたり Icron のエクステンダー（完成品）や
OEM 様向けの組み込み製品を販売してきました。

産業、医療、海洋関連、放送、ポストプロ

ダクション、ProAV などの分野においてベイテクノロジーズは Icron にとって強力なパートナー

であり続けてきました。 このたび Maverick 延長プラットフォームを採用した製品をラインア
ップに加えることによりこの分野でさらに成長を続けていきます。

Icron の Maverick 63104 は 4kp60 4:4:4 DisplayPort 1.2a ビデオと USB 3.1 を 1 本の CAT 6a/7 ケーブ
ルで 100m 延長するエクステンダーです。

本製品はポストプロダクション、医療画像分野、

産業分野などで理想的な製品です。本製品は transparent USB extension, true plug-and-play
(software drivers 不要), Windows, macOS™, Linux , Chrome OS™など主要 OS とのコンパチビリテ
ィなど ExtremeUSB-C の特長を備えています。

ベイテクノロジーズ株式会社代表取締役社長 荒木信男は以下のように述べています。 “ベイ
テクノロジーズは Maverick プラットフォームにより実現された最先端の DisplayPort と USB の
延長製品を持つことに大きな喜びを感じています。本製品は弊社のターゲット市場においてお
客様のご要望にお応えできる非常に重要な製品です。”

“Icron はベイテクノロジーズとともに日本市場に Maverick プラットフォームを紹介できること
をたいへん誇らしく思います。” Thomas Schultz, senior business manager at Icron は述べていま
す。 “非常に信頼性が高い DisplayPort 4Kp60 と USB 3-2-1 の延長製品を市場は待ち望んできまし
た。 我々はその期待に対し独創性のある製品を紹介できたことに大きな喜びを感じていま
す。”

All trademarks are the property of their respective owners.

InfoComm 2019
高信頼かつハイパフォーマンスの最新の Icron の ExtremeUSB 技術と USB 3-2-1 and 4Kp60
DisplayPort video 延長ソリューションを InfoComm 2019 West Hall Level 2 、 Icron booth #4361
(June 12-14, 2019, in Orlando, Florida) にてぜひご覧ください。
For more information, visit Icron.com/Infocomm-2019 .

Icron について

Icron は Maxim Integrated のブランドです。Icron は世界中の商業・産業市場向けのハイパフォー
マンス USB and video 延長製品のリーディングメーカーです。Icron の延長技術（特許取得済
み）により、USB やビデオ信号を CAT 5e/6/7, fiber, wireless, DisplayPort®, 社内 LAN など様々な媒
体を通じて延長することができます。同時に transparent USB extension, true plug-and-play
(software drivers 不要) , Windows, macOS™, Linux , Chrome OS™など主要 OS とのコンパチビリテ
ィなど ExtremeUSB® と ExtremeUSB-C™ の機能にも対応できます。Icron の video and USB 延長製
品は proAV, industrial automation, machine vision, medical imaging, aerospace, interactive
whiteboards, digital signage, remote desktop extension, security, enterprise computing and isolated USB
などコンピューターが display やパソコン周辺機器と離して設置する必要がある様々な用途にお
いて多くのご採用実績があります。
Learn more at www.icron.com and www.maximintegrated.com.

ベイテクノロジーズについて
ベイテクノロジーズは商業・産業分野において主に USB とビデオ延長関連製品を販売していま
す。エクステンダー（完成品）に加えて IC、モジュール、PC ボードなど組み込み製品も販売し
ています。ベイテクノロジーズはお客様のニーズに最適な製品のご提案に努めています。本社
オフィスは横浜市です。
For more information, visit bayt.co.jp.
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