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Cerevo Selection Store から、ヘッドセットや Web カメラなど 
ビデオ通話向けデバイスセットを 9,900 円から販売開始 

〜国内外のリーズナブルな商品を取り扱う Cerevo Selection Store を開設〜 
 
 

コネクテッド・ハードウェアの企画・開発・販売を⼿掛ける株式会社 Cerevo は、ヘッドセット、Web

カメラ、指向性マイク、リングライト、ビデオライト、グリーンバック、スピーカーなどビデオ通話に

適した品物を組み合わせた「Online Meeting Set」計 4 種の販売を開始します。国内外のリーズナブル

な商品を取り扱う「Cerevo Selection Store」で販売、価格は 9,900 円（税別）からです。 

 
Cerevo Selection Store 

http://cerevo.shop-pro.jp/?mode=cate&csid=0&cbid=2626256 

 

Cerevo Selection Store は、国内・海外のライブ配信やビデオ通話に利⽤可能な関連機器を Cerevo 独⾃

に選定し、取り扱い販売する EC セレクトストアです。これまでに 30 以上の⾃社製品の開発・販売を⾏

ってきた知⾒を活しハードウェアの品質を機能・使⽤感を中⼼に試験を実施。利⽤状況を想定した最適

な商品を組み合わせ、セット価格にて提供します。第 1 弾取り扱い品として、ビデオ通話利⽤者に向け

たセット商品の販売を開始します。 



 

	
	

 
 

Online Meeting Set は、ビデオ通話環境に必要な品物を揃えたセット商品です。セットは全 4 種で、初

期にコストを抑えて快適な環境を整えられるヘッドセット・リングライトをまとめた【Entry】9,900 円

（税別）、⾼画質なビデオでコミュニケーションを促進できる Web カメラ・リングライトをまとめた

【Basic】12,900 円（税別）、⾳質・画質共にストレスフリーな環境を構築できるヘッドセット・Web

カメラ・USB ハブをまとめた【Standard】15,900 円（税別）、会議や飲み会などオンラインでの交流

をより楽しむことができるヘッドセット・Web カメラを含む計 8 点をまとめた【Special】29,900 円

（税別）があり、利⽤者の環境にあわせて選べます。 

 

 
Online Meeting Set ‒ Special 



 

	
	
セット対象のヘッドセットはノイズキャンセル付きマイクを搭載した「MPOW HC6」です。⼿元でミュ

ートや⾳量操作ができる有線リモコン付きで、クリアな⾳声でビデオ通話が可能です。Web カメラはフ

ル HD1080p/30fps対応、200万画素の「eMeet C960」です。⾃動HD光補正機能で照明条件にあわせ

て顔⾊をよく⾒せ明瞭な画質を実現します。 

また【Special】のオプション品として、超⼩型HDMI キャプチャ「RULLZ HDMI VIDEO 

CAPTURE」、HDMIセレクタ「DH-SWL3CBK」を⽤意。セットに追加購⼊することで、HDMI 出⼒を

備えたビデオカメラや⼀眼レフカメラのライブビュー出⼒できることに加え、複数画⾯を⽤いたユニー

クなビデオ通話が実現できます。 

 
超⼩型HDMI キャプチャ、HDMIセレクタ 

 

 

●Online Meeting Set - Special 内容物 

 
 



 

	
	
1. ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6） 

接続⽅式：有線 
オーディオプラグ：USB Type-A / 3.5φ 
給電：USB Type-A 
重量：約 136g 
マイク稼働範囲：270 度 
操作部：ミュートボタン、ボリュームコントロール 
 

2. フル HD 対応 Web カメラ（eMeet C960） 
サイズ：101 × 38 mm 
重量：145 g 
解像度：200 万画素 
マイク：ノイズキャンセリング付全指向性マイク ×2 
フォーカス範囲：0.8〜5m（固定フォーカス） 
給電：USB Type-A 
 

3. 指向性マイク（BM800） 
指向性：単⼀指向性マイク 
給電：USB Type-A 
付属品： 
3.5 mm XLR 低ノイズマイクケーブル、サスペンションシザーアームスタンド、ポップガード、USB Audio 
 

4. 防⽔ Bluetooth スピーカー（EWA A106 Pro） 
サイズ：48 x 48 x 41 mm 
重量：231 g 
接続：Bluetooth 
給電：microUSB 
防⽔：IP67 
付属品：キャリーケース、メタルバックル、充電⽤ microUSB ケーブル 
 

5. LED リングライト 8inch（Ring Fill Light） 
サイズ：直径 約 200 mm 
調光：1〜10 段階まで選択可能 
⾊味：寒⾊ / ⽩⾊ / 暖⾊ 
固定⽅法：クリップ 
給電：USB 
 

6. LED ビデオライト（W49 LED Video Light） 
サイズ：約 78 × 66 × 30 mm 
光束：800lm 
⾊温度：6000K 
消費電⼒：5.5W 
使⽤電池：単三電池 ×2（別売） 
付属品：⼩型三脚 



 

	
	
7. グリーンバック 

サイズ：160 × 200 cm 
 

8. USB ハブ（UH-2294BK） 
サイズ：90 × 23 × 14 mm 
重量：26g 
ポート数：4 ⼝（USB 2.0） 

 

▼オプション選択 

l HDMI キャプチャ（RULLZ HDMI VIDEO CAPTURE） 
サイズ：64 × 28 × 13 mm 
重量：21.4g 
⼊⼒ポート：HDMI ×1 
出⼒解像度：最⼤ 1080p/30Hz 
⾊深度：Deep Color 8/10/12 bit（YUV/JPEG） 
作動温度：-10〜55℃ 
 

 
 

l HDMI セレクタ（DH-SWL3CBK）※1 
サイズ：95 × 46 × 15 mm 
重量：81.6 g 
給電：microUSB 
⼊⼒ポート：HDMI ×3 
対応解像度：1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 
⾊深度：Deep Color 12/36 bit（各⾊） 
データレート：最⼤ 7.5Gbps 
付属品：HDMI ケーブル（1m） 
 

 
 

※1: 対象セットをご購⼊の際に選択することで、追加の購⼊が可能なものです。単品での販売はございませんが、オプション品 2
商品のみをセットにした「Online Meeting - Options」13,900 円（税抜）を販売しております。 
http://cerevo.shop-pro.jp/?pid=152012050 



 

	
	

●Online Meeting Set - Standard 内容物 

 
1. ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6） 

2. フル HD 対応 Web カメラ（eMeet C960） 

3. USB ハブ（UH-2294BK） 

 

▼オプション選択 

l LED リングライト 6inch（Ring Fill Light）※2 
サイズ：直径 約 150 mm 
調光：1〜10 段階まで選択可能 
⾊味：寒⾊ / ⽩⾊ / 暖⾊ 
固定⽅法：クリップ 
給電：USB 
 

 
 

※2: 対象セットをご購⼊の際に選択することで、追加の購⼊が可能なものです。単品での販売はございません。 



 

	
	

●Online Meeting Set - Basic 内容物 

 
1. フル HD 対応 Web カメラ（eMeet C960） 

2. LED リングライト 6inch（Ring Fill Light） 

 

●Online Meeting Set - Entry 内容物 

 
1. ノイズキャンセリングヘッドセット（MPOW HC6） 

2. LED リングライト 6inch（Ring Fill Light） 

 

 

●販売 Web サイト 

l Online Meeting Set ‒ Special 

http://cerevo.shop-pro.jp/?pid=151813854 



 

	
	
l Online Meeting Set ‒ Standard 

http://cerevo.shop-pro.jp/?pid=151814516 

 

l Online Meeting Set ‒ Basic 

http://cerevo.shop-pro.jp/?pid=151814584 

 

l Online Meeting Set ‒ Entry 

http://cerevo.shop-pro.jp/?pid=151814677 

 

 

●素材ダウンロード 

本ニュースリリースの素材は以下よりダウンロードのうえ、ご利⽤ください。 

https://cerevo-share.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/200630_image_OnlineMeetingSet.zip 

 

 

■株式会社 Cerevo について 

Cerevo は、“コネクテッド・ハードウェアで⽣活をもっと便利に・豊かにする”をコーポレートスローガンに掲げ、

ネット接続型家電の企画・開発 を⼿掛ける新しいスタイルの家電メーカーです。 

これまでにデジタルカメラだけでライブ配信可能な「LiveShell シリーズ」、ライブ配信機能を搭載したスイッチャ

ー「LiveWedge」、スポーツ⽤品ブランド“XON”から⾛⾏データをリアルタイムに記録するバインディング

「SNOW-1」、アニメ「攻殻機動隊 S.A.C.」に登場する多脚戦⾞タチコマの 1/8モデル「1/8 タチコマ」などを開

発・製造し、85以上の国と地域で販売しています。  

 

 

＜お問い合わせ先＞  

本件に関するお問い合わせは以下の窓⼝までご連絡ください 

株式会社 Cerevo  広報 ⽥中 

E-mail: press@cerevo.com 


