
Confidea 
FLEX
G4 wireless

100% cable- and worry-free technology. 



The next generation 
of meetings made easy

究極の柔軟性 心配不要の
ワイヤレス セキュリティ対策スマートな

バッテリー管理

市場で最も優れたソリューションを是非お試しください。

C
O

N
F

ID
E

A
 F

L
E

X
 G

4
 W

IR
E

L
E

S
S

 

+ 異なる部屋で柔軟に会議を行う必要はありますか？
+ 必要に応じて部屋のレイアウトを変える多目的スペースを管理していますか？
+ COVID-19状況下でリモート会議用に設定を変更、もしくは機器追加をする
   必要はありますか？
+ 必要に応じて会議用機器をレンタルされていますか？

これらの要求には共通点がひとつあります。
素早く簡単に使用できる会議システムがあれば解決できる、という点です。
Televicの新しいConfidea FLEX G4ワイヤレスソリューションがどのように
これらの要求に対応できるかをご確認ください。
 
Confidea FLEX G4ワイヤレスは、参加者に比類のない多様性と柔軟性を提供
するソリューションであり、さまざまな部屋での会議オプションと、100％ケーブル
レスで混信・盗聴の心配が無い会議を提供します。

https://youtu.be/9gxmIjPp7b4



製品ラインナップ

何より必要とされるのは
システムの柔軟性です。 
+ インテグレーターには、サイズや場所に関係なくインス
トールと構成が簡単なハードウェアが必要だと考えます。

+ 議長は、混乱や中断なしに会議を実行するための明確な
ツールを必要としています。

+ 参加者は、より多くの情報とより良いインターフェイスを
必要とします。

Confidea FLEX TC
運搬ケース
71.98.0047

Confidea WAP G4
ワイヤレスアクセスポイント
71.98.0034

Confidea FLEX G4
タッチスクリーン搭載
マイクユニット
71.98.0081

Confidea BP G4
リチウムイオン充電池 
71.98.0045

Confidea CHT G4
スマートチャージャー
71.98.0046



Confidea G4ワイヤレスはセットアップと構成が簡単な、世界で
最も先進的な機能を組み合わせたオールインワンワイヤレス
会議システムです。

+ マイクユニット：機能変更可能な物理マイクボタンとタッチ
スクリーンで構成されます。1つのデバイスで、議長、参加者
または二人用とモード切替が可能です。
また投票、通訳言語モニタリングなどのアドバンス機能はソ
フトウェアライセンスを追加するだけで将来拡張も可能です。
フルカラーLCDには、視覚障害者向けの触覚フィードバックや
日本語にも変更可能です。

+ アクセスポイント (WAP) ：アクセスポイントはコンパクト
な設計で、付属のプレートを使うと仮設運用の際にもさまざ
まな設置方法で簡単に使用できます。会場の意匠に違和感な
く設置するため、塗装可能なカバーを提供することも可能
です（オプション）。

+ スマートなバッテリーマネージメント：バッテリーを2つ使
用し二重化もできますが、ユニットに標準で付属している1つ
のバッテリーでも連続12時間使用可能です。またバッテリー
状態の監視も可能です。

+ 充電器：10台のバッテリーを充電可能な1Uラックマウント
充電器はコンパクトで性能です。2時間充電で12時間の連続
使用が可能です。

Ultimate 
flexibility

https://youtu.be/2i4oSKzM0Fo



使用会場の意匠性を損なわないよう
アクセスポイントは塗装可能なカバーに
収納することができます。



Worry-free 
wireless

Televic Conferenceは、ワイヤレス会議ソリューションの
提供に10年以上の経験があり、その第4世代ソリューション

（Generation4）を「クラス最高のワイヤレス会議システム」と
呼ぶことに自信を持っています。

標準のWiFi5テクノロジーに基づいて、システムは高度な技
術の組み合わせで信号受信の品質と信頼性を向上させ、安
定性を得ました。このソリューションはどのような会議環境で
も完璧に機能し、他のワイヤレスシステムと完全に調和し共存
することができます。

標準搭載のクリーンチャネルマネージャーとDFSスキャンサ
ポートにより、Confidea FLEX G4ワイヤレスシステムは、
他のシステムでは通常十分にサービスされていない5GHz範
囲の上位チャネルを含め、いつでも最もクリアなチャネルを
識別できます。予測アルゴリズムとチャネル切り替えメカニズ
ムは、干渉を防ぎ歪んだ信号を修復して、途切れの無い優れ
たオーディオ品質を保証します。

空間ダイバーシティとMIMO技術を使用するインテリジェント
アンテナ設計は、RFカバレッジと信号受信を保証し、RFが困
難な空間でも信頼性の高い中断のない通信を保証します。

これらすべてのテクノロジーの組み合わせにより、あらゆる会
議環境で使用できる革新的なワイヤレス会議ソリューションを
実現することができます。 

https://youtu.be/6H7LFgsR7n0



わずか45分でバッテリーは50％充電され、45分充電で
6時間の連続使用が可能です。

予備のバッテリーが無い場合はユニットの背面にあるUSB-C
コネクターに標準の充電器を接続し、バッテリーレスで使用す
ることもできます。デバイスは引き続き動作し、バッテリーを取
り外して充電を開始することもできます。

Televic Confidea G4 ワイヤレスは携帯性を考慮して設計さ
れており、バッテリー残量が重要な会議の邪魔になることがあ
りません。各ワイヤレスユニットには、2時間のフル充電で12時
間の連続使用を可能にするコンパクトなリチウムイオンバッテ
リーが付属しています。丸一日の会議には十分です。

さらに長い稼働時間のために、2番目のバッテリーを追加す
ることができます。バッテリーの残量は、アクセスポイントの
ソフトウェアインターフェイスを介して各ユニット毎に監視で
きます。

2つのバッテリーを使用可能な点は非常にユニークな特徴で
す。電池残量低下時はマイクユニットのタッチスクリーンディ
スプレイに表示され、またWebブラウザーから残量確認もで
きます。上記に加え、バッテリーを2つ使用すれば1つのバッ
テリーの残量が減った際に、それを取り外して充電し次に備
えることも可能です。片側のバッテリーを取り外す際にユニッ
トの動作は止まりません。

Built 
for security

ミーティングには高い機密性が必要です。Confidea 
FLEX G4システムでは会話の内容をセキュリティ保護し
外に漏れないようにガードします。

システムはWPA2Enterprise暗号化を使用します。
WPA2Personalとは対照的に、このプロトコルはシステ
ム全体に単一の暗号化キーを使用しません。Confidea 
FLEX G4ワイヤレスは、アクセスポイントと個々のユニッ
トの間で暗号化キーを認証およびネゴシエートします。
さらに暗号化キーは、システムが再起動されるか、新し
い接続が確立されるたびに変更されます。ユーザーは
情報漏洩に対し万全の対策をされたこのシステムでセキ
ュアな会議を行うことができます。

Smart battery 
management

https://youtu.be/JLxJBzVjXw8

https://youtu.be/wZGkvnpOEsw



Meet Mike,
the easy-to-click 
microphone

Configured in 
no time

頑丈なUSB-Cタイプの接続により、堅牢性と寿命が向
上した新しいマイクを採用しました。Confidea FLEX 
G4に合わせて作られたグースネックマイクは、簡単にセ
ットできます。押してロックするだけで接続でき、ボタン
を1回押すだけでユニットから簡単に取り外すことがで
きます。セットアップの時間は従来のTelevicのマイクと
比較し、66％短縮することが実証されています。

設置の短縮に加え、新しく設計されたグースネックマイ
クは広い周波数特性や低ノイズを実現しています。
4kHz付近の周波数をブーストし、明瞭度を飛躍的に向
上させることに成功しました。

“これまで以上に用途が広い
このシステムは、会議音響で
あらゆるシーンに対応できる
将来性の高い製品です”
CARL LYLON & VINCENT SOUBRY
TELEVIC CONFERENCEチーム開発者

アクセスポイントは無償のブラウザーベースのConfero
ソフトウェアを使用することができます。Conferoのセ
ットアップウィザードに従えば、数分でセットアップは完
了です。内蔵の高精度周波数スキャナーを使えば、現場
毎に最良なチャンネルを設定できます。ITチームと情報
を共有できるように通常ネットワークと互換性を持たせ
たシステムになっています。

バッテリーの残量や電波状況の監視は診断ページから

ソフトウェアのインストール不要

手順に沿った設定

シンプルな操作性

ミーティングレポートの作成

確認可能で、残量が残り少なくなった場合は瞬時に交換
することができます。会議をストップするリスクはありま
せん。

更にマネージメントされた会議を実現する場合、オプシ
ョンのConfero 360ライセンスを使用すれば、Webブ
ラウザーから会議レイアウトを作成しマイクのOn/Offを
行ったり投票のコントロールも可能です。標準で日本語
にも対応しており、外付けの複雑で高価な制御ソフト
ウェアは不要です。

参加者は発言者の情報や議題、投票結果の確認が外付
けスクリーンでも確認可能です。また会議終了後は会議
レポートを出力することもできます。 



Clean and 
compact storage, 
meet on the go.

Confidea FLEX G4ワイヤレスシステ
ムは、ポータブルで柔軟性があり、設置が
簡単な将来の会議ソリューションとなるよ
うに作られています。
部屋や会場から別の部屋への移動を簡
単にするために、フライトケースも用意
しています。
頑丈なケースにはバッテリー、マイク、
アクセスポイント、16台のワイヤレスユ
ニットを収納できます。いつでもどこで
も展開できるコンパクトなモバイルソリ
ューションになり得ます。

Ready to meet 
in 1-2-3:

機器設置後は技術者でなくても、Confidea FLEXG4シ
ステムを簡単にセットアップすることができます。 

1. アクセスポイント
アクセスポイントを常設設置する場合でも、仮設運用する場
合でも、付属の取り付けプレートで全て対応できます。壁、
天井、マイクスタンドに簡単に取り付けることができます。

2. マイクユニットのセット
バッテリーをクリックしてマイクユニットに入れ、電源を入れ
るだけで使用できます。電池残量はバッテリーにあるテストボ
タンで容量を確認できます。わずか数秒でセット可能です。

3. 安全なコネクション
アクセスポイントまたはソフトウェアで検出プロセスを開始
して、それらを会議のセットアップに追加します。ユニットは
アクセスポイントに対して認証を行い、安定した安全なワイ
ヤレス接続を自動的に作成します。 

Confero 360

USB audio interface

option 2: 
PoE + switch

option 1:
PoE + injector

Confidea FLEX TC

Confidea WAP G4

Confidea FLEX G4

Confidea CHT G4

システムをTeams、Zoom、またはその他のリモートプラッ
トフォームに接続する必要がありますか？
アクセスポイントからのオーディオを外付けのUSBオーディ
オインターフェースに接続するだけです。または、Danteオ
ーディオネットワーク機能を使用します。
リモートの参加者は、会議音声をまるで隣に座っているかの
ように聞くことができます。各G4マイクユニットには内蔵ス
ピーカーが組み込まれているため、会議室内の発言とリモー
ト接続先の音声を内蔵スピーカーからクリアに聞くことがで
きます。



“私たちは効率的に会議、優れた方法で
意思決定をする為に必要なデバイスを
探しTelevic Conferenceをパートナー
に選択しました。正しい選択でした。”

ARNOUT VAN KOOIJ 氏
イッセルシュタイン市、オランダ

An astonishing
design.

Confidea FLEX G4ワイヤレスソリューションは、既存の有
線マイクシステムのConfidea FLEXと同じコンセプトでデ
ザインされています。秀逸なデザインは2020年のreddot 
賞を受賞しました。「この会議デバイスは、ユーザーフレンド
リーに設計されているだけでなく、外観も非常に美しい」と
審査員からコメントをいただきました。

Televic Conference, 
a reliable partner

“Televic Conferenceは我々が
信頼できる機器を常に供給して
くれる。”

CARL HOWELL 氏
THOMPSON ELECTRONICS社

高いカスタマー満足度
自社の顧客調査 
2020年度

8.6



See & Feel the
Difference.

Confidea FLEX G4のタッチスクリーンは必要な情報を
表示することができます。
 
Confidea FLEX G4が他とは違うのは外観だけではあ
りません。ハプティックフィードバックを採用しており、
タッチスクリーン上で配置されているボタンを押すと、
触覚で判断することができます。押せていなかったとい
う間違いは起こりません。
 
更に点字やスクリーン下部のガイドにより簡単に操作や
現在の状況を確認することができます。

Confidea FLEX G4は亜鉛とアルミニウムでできた耐
久性の高い合金を使い仕上げています。
しっかりとした重量のマイクベースによりグースネック
マイクを操作する際にも安定してベースが動かないよ
うになっています。  

True flexibility right at 
your fingertips.
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6/ マイク 
 USB-C端子のマイクロホン入力
7/ Bluetooth® サポート 
 Bluetooth®イヤホンで会議音声を聞く
 ことができます。
8/ 内蔵スピーカー 
 Televicサウンドにプロセッシングされた
　　内蔵スピーカー
9/ ステータス表示LED*2 (背面) 
 マイクの発言ステータスを表示
10/ ライトセンサー
 輝度を自動調整します。
11/ 固定用ネジ穴 (底面)
 ユニットをテーブルにビスで固定すること
 もできます。
12/ USB-Cポート
 バッテリー無しでユニットを駆動すること
 もできます。
13/ バッテリー入力
 バッテリーを2つまで装着可能です。
14/ バッテリー 
 スイッチを押すとバッテリー本体のLED
 にて5段階で残量の確認ができます。

1/  5.2インチフルカラータッチスクリーン 
 ハプティックフィードバックと指紋の付きにくいコーティング
2/ 3.5 mmヘッドホンジャック 
　　左右2カ所にヘッドホンジャックを用意しています
3/ バッジリーダー 
　　NFC搭載
4/ プログラム可能なマイクスイッチ 
 設定によりLEDアイコンの表示を変更できます。
      参加者用/議長用/2人用で表示が変わります。
5/ 点字によるインジケーター 
 マイクスイッチ下にトリプルドットの点字、タッチスク
      リーン下にシングルドットの点字があります。
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One unit 
with multiple faces. 

柔軟なソフトウェアベースのライセンスシステムを使
用することにより、Confidea FLEX G4ワイヤレスは
会議や会場に簡単に適応します。
基本的な音声ディスカッションから、ビデオ配信を伴
う複雑な多言語会議まで。ライセンスのアクティブ化ま
たは非アクティブ化は、設定で簡単に変更可能です。

+ マイクスイッチのLEDを役割に応じて変更
+ ユニットの役割を簡単に変更
+ 機能追加で簡単に管理できるソフトライセンス

将来的に機能拡張が必要になったら、その時にライセン
スを購入するだけでシステムに新機能を付与できます。
将来に渡り長くお使いいただけるシステムです。

参加者ユニット：下記を確認

+ 現在の発言者

+ 発言者リスト

+ 発言要求中の人数

+ 投票とその結果

L-Dual    
71.98.1404
2人用ユニット設定

L-Bluetooth®*   
71.98.1405
Bluetooth®機能 

議長ユニット：下記を操作

+ 発言要求の許可

+ 会議音声の録音開始・停止

+ 投票の管理

オペレーター：様々な設定を

+ マイクユニットのスクリーンに企業
ロゴ等カスタム待ち受け画面を用意

+ 座席レイアウトを作成しマイクの
遠隔コントロール

+ ウェルカムメッセージの作成

“長年の経験から革新的で他に類を見ないシステムが
誕生したことを誇りに思います。是非お試しください”

DIDIER ROSEZ
TELEVIC CONFERENCEプロダクトマネージャー

*将来実装

オプションライセンス 

L-Vote    
71.98.1401
投票機能

L-Identification   
71.98.1402
バッジ認証機能

L-Language*   
71.98.1403
同時通訳言語のモニタリング



【本　社】
〒216-0034  神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷3-1
TEL：044-888-6761　FAX：044-888-6762

【渋谷ショールーム】
〒150-0001  東京都渋谷区神宮前5-28-10 神宮前松井ビル3階

※ 記載の製品・ブランド名やロゴマークは各社の登録商標です。
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります。
●カタログ記載内容 2021年3月現在

https://audiobrains.com

Ver.1.0

販売代理店

株式会社 オーディオブレインズ


