インタラクティブホワイトボード

StarBoard ® WT-1

教室や会議室の後ろからパソコンを操作できる、
軽量かつワイヤレスのペンタブレットタイプ。
ノートに記入するような感覚でインタラクティブに使える
StarBoardです。

持ち運びが容易
サイズが小さく手軽に持ち運べ、教室や会議室などで移動して
の利用はもちろん、お客様先に持っていけば、お客様先の環境
でのインタラクティブなプレゼンテーションが実現します。

既存の資産を有効利用
お手持ちの液晶プロジェクタやデジタルTVを利用できるため、
既存の資産を有効にご活用いただけます。

手軽に使える
プロジェクタを介してパソコン画面を前面から投映し、付属の
電子ペンでパソコンを操作。他に必要な機器は、パソコンと
プロジェクタだけです。電子ペンのサイドボタンに右クリック等
の操作を割り当てることで、
らくにWindows®操作ができます。

電子ペンでささっと書き込み
表示した電子データに付属の電子ペンで直感的に書き込めま
す。電子ペンへのカーソルの追従性もよく、快適です。

電子ペンだからできること を追求
電子ペンで、手書き入力も簡単・確実に行うことができます。
ペンのサイドボタンで、StarBoard Softwareの操作もより
簡単になります。

電子ペン

■主な特長

■主な仕様
・USB/ACアダプタによる充電

・ソフトウェアのショートカットボタンを16個搭載

・1台のパソコンに7台まで接続可能

・StarBoard他機種と同一のソフトウェア操作性

・初回の接続設定もボタン操作

・最大17時間のバッテリ駆動時間

モデル名

WT-1
278

だけの簡易設定

寸法図

23

265

・2.4GHz RF無線方式による接続（10m以内）

■接続例

※単位：mm

WT-1

パソコン

2.4GHz RF アダプタ
※パソコンは別売です。

■使用事例

入力方式
インターフェース
有効エリアサイズ
外形寸法
ファンクションボタン数
電源供給
タブレット
バッテリ接続時間
バッテリサイクル寿命
バッテリ充電時間
質量
電子ペン

●机間授業が可能
教室前方のStarBoardだけでなく、
生徒の席をまわりながらStarBoard

生徒の机の間を循環して生徒の
ノートを見ながら授業を行いたい。

2.4G RF
アダプタ

の操作を行えます。生徒の視線に
立って授業を進行できます。

インターフェース
RF 通信距離
電源供給方式
外形寸法
質量

電源（ACアダプタ）

※パソコンが別途必要です

温度
使用環境

湿度
適合規格等

技術基準適合証明番号
適用OS
ソフトウェアバージョン

構成品

●既存の液晶プロジェクタや大型ディスプレイなどを有効活用
お使いの液晶プロジェクタや大型
ディスプレイ。
色んな映像が提示できるのに、単
なる表示装置として終わらせるのは
もったいない！

離れた場所から、パソコンの操作や
重要箇所をマーキングしながら、説
明することができます。表示するだ
けでなく、資料に書き込むことによ
り、より分かりやすい講義・プレゼン
テーション・会議などを行えます。

電磁誘導方式
2.4GHz RF
203.2（W）
×152.4（H）mm
278（W）
×265（H）
×23（D）mm
16個
リチウムイオンバッテリ 3.7V、750mAh
17時間（連続使用時）※1
約400回※2※3
約2時間
590g
スタイラスペン
（単4形アルカリ乾電池1本、電池持続時間：約1,680時間※3）
USB 1.1
最大10m（使用状況に依存）※4
USBバスパワー
20.0（W）
×9.4（H）
×47.8（D）mm
10g
入力：AC100-240V〜0.3A、50-60Hz
出力：5VDC、1.0A
動作時:＋10〜＋35℃、保存時:−20〜＋60℃
動作時:20〜80%（結露なきこと）、
保存時:20〜95%（結露なきこと）
VCCI クラスB
タブレット：R201WW09215376
2.4G RFアダプタ：R201WW09215377
日本語 Windows® 2000/XP/Windows Vista®/Windows® 7
StarBoard Software 8.13 以上
本体、2.4G RF アダプタ、充電用ACアダプタ、
充電用ACアダプタプラグ、
スタイラスペン、
単4形アルカリ乾電池、ペン先取替え用ピンセット、
予備用ペン先、充電専用USBケーブル（1.6m）、
ソフトウェア（StarBoard Software）、ユーザーズガイド

※1 サイクル寿命中の推定値
※2 約400回以上の充放電を繰り返した後は、満充電時の80%相当に劣化します。それ以上の充放電を繰り
返すとさらに劣化します。
※3 電池寿命は使用環境の温度や湿度によって異なります。
※4 通信距離は使用環境によって異なります。

■動作環境
適
応
パ
ソ
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CPU
ハードディスク
メモリ
表示色
適用OS
前提ソフトウェア

Pentium® 4 2GHz以上
空き容量：300MB以上
512MB以上
High ｃolor（16ビット色）以上
日本語 Windows® 2000/XP/Windows Vista®/Windows® 7
®

※Windows 7 Starter は対象外です。
※各OSの64bit版は対象外です。

Internet Explorer 6/7/8

®

※Microsoft Officeの各形式ファイルをStarBoard Softwareで開くには、それぞれ以下のソフトウェアが必要です。
®
®
®
・Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 ・Microsoft Word 2002/2003/2007
®
®
・Microsoft Excel 2002/2003/2007
※PDFファイルを開くには、以下のソフトウェアが必要です。
®
®
®
・Adobe Acrobat Reader 5.05 ・Adobe Reader 6.0/7.0/8.0/9.0
※StarBoard Softwareで動画機能を使用する場合、ハードウェアオーバレイ付きのビデオカードおよび以下のソフトウェア
が必要です。
®
®
・Microsoft DirectX 9.0c以上 ・Microsoft Windows Media Player 9.0以上
®
®
※Windows Vista 、Windows 7をご利用の方はメモリ1GB以上のパソコンをご利用ください。
※OS、ブラウザ、
ソフトウェアは最新のサービスパックを適用してください。
※StarBoard SoftwareはTCP/IPプロトコルが必要です。
※StarBoard Softwareのネットワーク機能を使用する場合の使用環境については、弊社までお問い合わせください。

StarBoard®ホームページ http://hitachisoft.jp/products/starboard/
ご利用にあたっての注意事項 ： ※内蔵バッテリの寿命は約2年です。この期間を過ぎた後も継続して使用すると、バッテリの過熱、破裂、発火の恐れがあります。また、本製品を分解しないでください。発火や感電によるけがや本製品の破損を引き起こす可能性がありますので、内蔵
バッテリの交換は、サポート窓口までお問い合わせください。※通信距離は使用環境によって異なります。※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。※本製品は日本国内仕様であり海外での保守サービスおよび技術サポートは、弊社では行っておりません。※この製品を
輸出される場合は、外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。※StarBoard®
の画面はハメコミ合成です。※Microsoft、Windows®、Windows Vista®、Microsoft Internet Explorer、Officeロゴは米国Microsoft Corp.の米国
安全に関するご注意：正しく安全にお使いいただくため、
およびその他の国における商標または登録商標です。※StarBoard ®は日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社の登録商標です。※StarBoard
Softwareは、日立グループの「環境適合設計アセスメント」で定める省エネルギー性、省資源性、再利用性、環境保全性など8項目にわたる評価を行い、基準
ご使用の前に必ず「ユーザーズガイド」をよくお読みください。
を満たした環境適合製品です。板書データの事前作成・再利用などにより、紙使用量の削減、会議や授業の効率化を図ります。

お問い合わせは

お問い合わせ先

「日立ソフト@Sales24」へ
電話による受付
受付時間 9:30〜12:00・13:00〜17:30

（03）5479-8831

(土日祝日および弊社休業日を除く)

Webによる受付

http://sales24.hitachisoft.jp/
ホームページ

〒101-0029 東京都千代田区神田相生町１番地 秋葉原センタープレイスビル
製品についてのご相談窓口 TEL 03-6381-8856 （9:00～17:00 ※土・日・祝 弊社定休日を除く）
http://www.hitachi-cnet.com

http://hitachisoft.jp/
カタログ番号：Z89H-01
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再生紙に、植物性大豆油インクを使用しております。
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