
  安全に関するご注意 ●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
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●当製品は日本国内仕様です。海外は仕様が異なります。 ●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。

●搭載プリンタの機種は予告なく変更することがあります。そのため、写真と異なることがあります。 ●製品の色は印刷物のため、
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価格は税抜のメーカー希望小売価格です。配送・設置・施工費等は含みません。
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PLUS Stationery Company ■お問い合わせは…

製品に関するお問い合わせ 詳しい情報はこちらでもご案内しています

TEL  0120-944-086
FAX  0120-331-859 https://www.plus-vision.com/jp/

受付時間 ： 平日9:00〜12:00、13:00〜17:30
（土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く）

携帯電話・PHSからもご利用いただけます

オプション・消耗品は直販のWebショップでもお取り扱いがございます

https://www.plus-vision.com/jp/shop/

KISS-10/KISS-10W/KISS-10R/KISS-10M/KISS-10PC/KISS-50S/KISS-50N/KISS-10WPP/
KISS-10WCP/KISS-10PP/KISS-10CP

点検パック対象モデル

電子黒板製品には、標準的な条件のもと使用した場合に安全上の支障が発生すること
のない期間として「設計上の標準使用期間」を設けておりますが、この期間を大幅に
超えて継続してお使いいただく場合は、経年劣化が懸念される部品の点検を行う「長
期使用電子黒板点検パック（有料）」を受けていただきますようお願いいたします。

PLUS 電子黒板製品対象「長期使用電子黒板点検パック（有料）」のご案内

注）「設計上の標準使用期間」は、無償保証期間とは異なります。（本製品の設計上の標準使用期間は5年です。）

※1993年～ 2006年に製造された製品

点検パック
作業内容

※ご相談により、経年劣化が危惧される商品（電源基板など）の交換を実施します。（部品代別途）

点検作業料/ 15,000円（税別） 各部の安全点検を実施します。
（部品交換なし）

「長期使用電子黒板点検パック（有料）」に関
するご相談、詳しい内容のご説明は右記まで
お問い合わせください。

フリーダイヤル

0120-431-859

このマークの付いた商品は、【国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律（グリーン購入法）】に定められた特定調達品目および判断基準
を満たす製品で、グリーン購入法に適合していることを示しています。

プラスのコピーボードはグリーン購入法適合商品です。グリーン購入法
適合商品

上記モデルをお使いの方は、下記ホームページで対象製品や点
検の有無を確認の上、万一、点検のお済みでない対象商品がご
ざいましたら直ちに使用を中止いただき、下記までご連絡くだ
さいますようお願いいたします。フリーダイヤル（0120-944-086）

対象モデル：KISS-10/10W/10WPP/10WCP/
10R/10M/10PP/10CP/50S/50N/10PC

リコール製品を
探しています。

発煙のおそれがある
電子黒板/ボードファックス製品

（1997年〜 2001年製）

ボード用アクセサリー

製品「取扱説明書」の注意事項をよくお読みいただきますようお願いします。ご使用中、誤っ
て電源コードに負荷がかかるとコードを傷めてしまうことがあり、そのままご使用を続ける
と思わぬ故障や事故に繋がる恐れがありますので、日頃からご注意ください。

プラス コピーボードの補修用部品は、製造終了後 5 年間を目安
に保有しております。

●電源ケーブルお取り扱いについて ●補修用部品の保有期間について

●プラス コピーボード（ボードファックス：BOARDFAX）製品を長年ご使用のお客様へ安全点検のお願い
コピーボード製品は、長年ご使用いただいている間に、電源コードが劣化し短絡（ショート）や断線を起こすことがあり、思わぬ事故・火災につながる場合があります。
安全にご使用いただくために、日頃から点検を行っていただくこと、ご使用にならない時は電源コードを抜いていただくことをお勧めしています。

安全点検
チェック
ポイント

 ●電源コードやコンセントに亀裂や傷はありませんか？
 ●電源コードを触った時、電源が入ったり切れたりしませんか？
 ●電源コードが異常に熱くなったりしていませんか？
 ●電源が入りにくい等の、気になることはありませんか？
 ●シート送りや印刷ボタンの操作により、異音や異臭がすることはありませんか？

ご使用
中止

万一、ご使用中に異音がする、焦げ臭い等の異常
に気づいた時には、直ちに電源コンセントからプラ
グを抜いてご使用を中止いただき、弊社カスタマー
センター又はお近くの販売店にご相談ください。

愛情点検

ホワイトボードクリーナーマグネットトレイ

イレーザーボードマーカー

423-283 ブラック　423-284 レッド
423-285 ブルー　　423-286 グリーン

1本 ￥130　包装単位（本）：10/120/480
●全長：132mm ●外径：φ17.3mm
●アルコール系インク ●中綿式 
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなることが
　ありますのでご注意ください。

マグネットシートやパーティションホワイトボードに
もう一つトレイを追加したい場合に便利です。

ホワイトボードやコピーボードの清掃にお使い
いただけます。イレーザーでは落ちにくい汚れ
をアルカリ電解水でスッキリ拭き取ります。

マグネット式のトレイなので、ボード面のどこにでも貼
ってお使いいただけます。（※N-21J、NF-20を除く）

ボード面のお手入れ方法
「ホワイトボードクリーナー」の使用や、よく絞った
布による水拭きをおすすめします。ウェットティッ
シュやOAクリーナーなどは使用しないでください。

コピーボードイレーザー・大 ボードイレーザー・中 ボードイレーザー・小

コピーボードイレーザー
替スポンジ（10個セット）

VNT-T860G　423-923　
￥2,400

ER-44369　44-369　
￥600

ER-423542　423-542　
￥480

ER-423543　423-543　
￥400

423-418　￥390

●外形寸法：W860×D57×H35mm
●質量：350g

●外形寸法：W147×D47×H45mm
●材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り

●外形寸法：W120×D43×H24mm
●材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

●外形寸法：W75×D43×H24mm
●材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

●液性：アルカリ性
●成分：アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙：不織布　●枚数：20枚
●サイズ：約200mm×300mm

44-698　￥1,000
ER-44369用の替スポンジです。

「書く」と会議が見えてくる

ミーティングツール
総合カタログ

コピーボード／クリーンノート／ホワイトボード／パシャボ
パーティションホワイトボード

レーザーポインター・指示棒／サイネージ／ディスプレイ／スクリーン

「見える会議」が変える「働き方」

ビジョンカスタマーセンター



『プラスのコピーボード』ラインナップ

社員証を使って板書データをメール転
送できるネットワークボード。

プロジェクター投影画面にマーカーで
書き込み、合成・保存ができるキャプ
チャーボード。

データ保存先を複数設定できる多機能
モデル。

ネットワーク保存機能とネットワーク印
刷機能を備えた小型軽量タイプ。

ネットワーク機能を標準装備した、薄型
シンプルデザインのスタンダードタイプ。

すばやく書いて見やすく保存できる、
ネットワークフリップチャート（NF）型
ボード。

書き込みを消すことなく議論を進めら
れる、4面エンドレスシート搭載タイプ。

本体に感熱紙プリンタが付いた、手軽な
ベーシックモデルのリニューアルタイプ。

N-32シリーズ

→P07 →P09 →P11 →P12 →P13 →P14 →P14 →P15

C-21シリーズN-31シリーズ N-21JシリーズN-21シリーズ NF-20シリーズN-214シリーズ K-10シリーズ

プラスのコピー ボードシリーズ
そして安全に保存できます。板書内容を美しく、スピーディーに、

ミーティングも情 報 共 有も効 率アップ

社員証の固有 ID 番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録して
おけば、本体のカードリーダーに社員証をタッチするだけで、登録
アドレスに板書データが転送されます。
誰でも簡単・間違いなし ！  誤送信の心配がありません。

板書データが
メールで届く

ネットワーク対応
最上位機種

オフィスの複合機からも
印刷可能

テンキーを搭載することにより、複数フォルダへの振り分け保存
を可能に。本体内蔵メモリ内や任意の FTP サーバ上のフォル
ダ（100 カ所まで）を指定して板書データを保 存できるほか、
BMLinkS 対応ネットワークプリンタの「機密印刷」にも対応。

オフィスに BMLinkS 対応のプリンタがあれば、LAN につないで
ボードから直接プリントできます。
ネットワーク保存時のデータ自動削除にも対応。設定した任意の
時間が経過すると自動で削除されるので、消去忘れを防ぎセキュ
リティー向上につながります。

小型でありながらネットワーク機能を標準装備。プリンタレスで使え
るネットワーク機能をコンパクトデザインに凝縮しているので、置き
場所を選びません。
NF-20 は、標準サイズのコピーボードを縦半分にスリム化した、
左右スクロール可能なデジタルフリップチャートです。

N-32
ネットワークボード

シリーズ
N-31

ネットワークボード

シリーズ
N-21/214
ネットワークボード

シリーズ

社員証をタッチするだけ ！
あとは自動で板書データを

スキャン＆メール転送

保存先を複数設定して会議内容別に保存
ネットワーク印刷もパスワードで機密印刷

セキュリティー強化タイプ

ネットワーク機能を標準装備
（ネットワーク印刷、自動削除、連続スキャン）

ネットワークボードの基本形

業界初！ 新機能！ 業界初！ 小型
ネットワークボード

オープンスペースでのミーティングに最適
場所を選ばないコンパクト設計

少人数用ネットワークボード

業界
 最小！

N-21J
ネットワークボード

シリーズ
NF-20

ネットワークボード

シリーズ

ヒューマンエラー
防止

情報漏えい
防止シンプル・直感的 機密印刷 自動削除テンキー搭載 ネットワーク印刷 小型でもネットワーク機能

標準搭載
縦型

横スクロール
ICカードで

ワンタッチ転送 連続スキャン

0201



※ICカードによる転送先は、LAN上のFTPサーバのみとなります。

※N-31シリーズはファームウェアVer06.00以上で対応可能です。

保存先はICカードに登録するので、誰でもワン
タッチで操作を完了することができます。

1GBのUSBメモリなら約4,800枚分
の画像が保存できます。USBポート
は正面から見える位置なので、差し込
みに手間取ることもありません。

LAN

ネットワーク印刷

BMLinkS(BusinessMachineLinkageService)とは
JBMIA＊が提唱する、ネットワーク環境下でのオフィス機器間の接続性、
データ交換性を飛躍的に向上させる「統合化したインターフェース」です。
＊一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会

社員証の固有 ID 番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、
社員証をパネルにタッチするだけで、ボードに書いた内容が画像ファイルと
して自身のメールアドレスに届きます。
社員証をタッチするだけなので、誤送信がありません。

ボードに書いた内容は、本体内蔵メモリに約 100 枚保存可能。直接
LAN につなぎ、一般的なウェブブラウザを使って板書データを閲覧・
ダウンロードすることができます。印刷した紙や USB メモリなどの外
部メモリを介さず保存するので、情報漏えいのリスクを低減できます。
もちろん、ウェブブラウザで板書データを閲覧する際、パスワードによ
るアクセス制限も設定できます。

USBフラッシュメモリにカラー画像をワンタッチで保存するこ
とができます。USB 保存を禁止する設定も行えます。

ボードとパソコンを USB ケーブルで接続すれば、専用のソフト
ウェア不要、OS 不問で板書データをパソコンに保存できます。
セキュリティーに配慮して、保存できるデータは 1 枚分のみ。
USB ケーブルを抜くとデータは自動で消去されます。
パソコンへの保存を禁止する設定も行えます。

「無線 LAN アクセスポイント」と「会議ポケット（P16 参照）」
により、スマートフォンやタブレット端末へ板書データの取り
込みが可能です。また、これらの機器からボードをリモート
操作することもできます。

保 存 形 式は、JPEG、PNG、PDF
の 3 種類。パソコン上でそのまま確
認できるほか、メールに添付したりド
キュメントに貼り付けるなど、便利に
活用できます。

ネットワーク設定を切り替えて、FTP サーバへの保存も可能です。

本体内蔵メモリや FTP サー
バ上のフォルダに板書データ
を振り分けて保 存する機能
です。保存先は 100 カ所ま
で設定できるので、部署ごと、
案件ごとに会議内容を整理
できます。ボードを複数部門
で共 有して使 用するのに便
利です。

FTP サーバ上のフォルダアドレスを専用 IC カードに登録しておけば、ワンタッチで指定フォルダに書
き込み内容を転送する便利な機能です。（登録できる保存先はカード1 枚につき1 カ所）
転送先アドレスをカード自体に記録しているので、どのネットワークボードからでもカードをタッチするだ
けで板書内容を転送できます。

ボード本体保存 /FTP サーバ保存 複数保存先（フォルダ）への
振り分けに対応

専用 IC カードによる、FTP サーバ上の
指定フォルダにワンタッチでデータ転送

IC カード社員証を使って、
ワンタッチでデータをメール転送

●ボード内蔵メモリへ

●保存ファイル形式は3種類

●FTPサーバへ

（N-32シリーズを除く）

※MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa Lite-S/Lite/Standard規格に
　対応した社員証に限ります。

多彩なネットワーク保存機能 （K-10は非対応） 選べる印刷機能

その他の保存機能 （K-10は非対応） その他の便利な機能 （K-10は非対応）

メール転送 （N-32のみ）

ネットワーク保存

USB 保存 PC 直接保存

スマートフォン取り込み

振り分け保存 （N-31のみ）

専用カード転送 （N-32、N-31のみ）

■本体内蔵メモリ

■FTPサーバA

■FTPサーバ B

01

02

03

24

25

26

97

98

99

保存先ID例

25

01

99

プリンタを接続し
て、カラーまたは
モノクロを選んで
印刷できます。
カラー印刷を禁
止する設 定も可
能です。

印刷

※BMLinkS 対応機種のみ

複数面の書き込みを、1 枚の用紙に
並べて印刷するサムネール印刷。会
議の内容が一覧でき、用紙の節約
にもなります。4 画面書き込みタイプ
のサムネールは、レイアウトを縦並び、
横並びから選べます。

●4面分まで一覧できるサムネール印刷

オフィスに BMLinkS 対応の共有プリンタや複合機があれ
ば、LAN につないでボードから直接プリント可能。専用プリ
ンタのメンテナンスや消耗品管理の手間を軽減できます。
もちろん、ボード専用プリンタも併用できるので、その場で配
布したい内容は専用プリンタ、会議後の情報シェアはオフィ
スの共有プリンタと、必要に応じて使い分けできます。

ネットワークプリンタ※印刷

会議室から離れた共有プリンタにプリントしたら、関係者がいない場所
に「出しっぱなし」に…。そんな心配をなくすのが「機密印刷」機能。「ネット
プリンタ」ボタンを押した後に数字 2 桁のパスワードを設定すれば、プリン
タ側でパスワードを入力するまで、転送内容はプリントされません。

プリント時の情報漏えいを防ぐ「機密印刷」

N-31シリーズの機能

本体のテンキーで
2桁のパスワードを設定。

BMLinkS対応のプリンタで
「00」＋「設定の2桁」（開始キー）を

入力してプリントアウト。

JPEG PNG PDF

2面サムネール 4面/3面サムネール

1面 1面

1面

3面

2面

2面

3面

4面

4面

2面

0015

※BMLinkSプリンタによっては機密印刷に対応していない機種もあります。

1 回のボタン操作で、複数面
を連続してスキャンできます。
また、保 存 形 式 が PDF の
場合は、1ファイルにまとめて
保存することができます。

ネットワーク保存（本体保存）されたデータを、任意の時間経過後に自動的に削
除します。本体内蔵メモリからのダウンロード後にデータを削除し忘れた場合でも
安心です。また、ダウンロードと同時に内蔵メモリ内のデータを削除する機能もあ
わせて設定できます。

ネットワーク保存時の自動削除機能

経過時間の設定は、LAN に接続したパソコンを通してウェブ
ブラウザから行います。

●ウェブブラウザで削除時間を設定

連続スキャン（印刷、保存）

【設定1】スキャンからの経過時間を設定
書き込みをスキャンした時刻から、設定時間経過後にデータ
を削除します。
【設定 2】ダウンロード直後の自動削除
内蔵メモリからパソコンにダウンロードする場合、ダウン
ロード直後にデータを削除する設定も可能です。

PDF

（N-214のみ）
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共通基本機能

ボード面にマグネットでメモや資料を掲示
することができます。

スタンダードタイプのカラースキャンは約 15 秒。
旧モデルと比較して、所要時間を約 35％ 短縮しました。

機能を有効にしていれば、電源オフ時に書き込み
を消去していなかったボード面を自動的に表示さ
せてから電源が切れます。機密性の高い情報を
うっかり消し忘れるリスクを減らします。

板面マグネット対応 スピーディーなスキャン

消し忘れ防止機能 （K-10を除く）

（N-21J、NF-20を除く）

板面のシートは片手で軽くスクロールできる設計。裏面の書き込みの
確認もスムーズに行え、思考や議論を中断させることなくミーティング
を進められます。

操作パネルのボタンを極力少なくし、シンプルな操作性を追求しました。
基本操作はワンタッチで行えます。

スムーズなシート手送り 直感的なワンタッチパネル操作

ボードの高さは 1647mm、1747mm、1847mm の 3 段 階に設 定できます（N-21J、
NF-20、K-10 を除く） 。 いちばん低い1647mm に設定すれば、椅子に座ったままで書き
込みや操作が可能です。
※ N-21J は 1493mm、1743mm、NF-20 は 1650mm、1850mm の 2 段階、K-10
は 1655mm、1755mm、1855mm の 3 段階設定です。

スキャンする際の音はわずか 43dB。従来の 50dB から大幅に低減しました。
※音の大きさの目安 ： 50dB＝静かな事務所、40dB＝図書館

座ったままでの使用に対応

快適な静音設計

ボード本体にネットワーク設定をしておけば、各種設定をブラウザ経由
で変更できます。本体ボタン操作による機器設定も可能です。

光源には低消費電力で定評ある RGB3 色の LED を採用。蛍光灯を
使用したボードに比べ、年間消費電力を大幅に抑えることができます。

ネットワーク（LAN）経由で設定可能 低消費電力で省エネに貢献

0

5

10

15

20

25

30
kwh

25.74kwh

4.02kwh 2.27kwh

旧機種 従来機種M-12 N-31/N-21

【1年間使用すると】
・旧機種との場合は、10.3kgのCO2削減
・M-12との場合は、0.77kgのCO2削減

1台あたりの年間消費電力量の比較[ネットワークで設定可能な項目]
保存画像形式（JPEG、PNG、PDF）選択、
セキュリティー設定（USB メモリやパソ
コンへの画像保存を無効化）、日付設定、
保存解像度、消し忘れ防止機能の有効
化、印字比率設定など。

※1日1時間の会議を3回　※1回あたり、2回分（2面）の読み取りをする
※機種はSサイズとした場合

（K-10を除く）

従来に比べ、本体の厚さを約 4 割、重さを約 2 割削減しました（N-214、
N-21J を除く） 。動かしやすく、設置しやすい設計です。
壁際でも、ボード面から壁までの距離を空けずに設置することができます。

薄型・軽量デザイン

72mm 壁面から脚先端まで 675mm
（K-10 の場合、687mm）

壁面からボード面まで 365mm

専用ICカードによる
保存のみ

社員証によるメール転送

専用 IC カード転送

ボード本体内蔵メモリ保存　

FTP サーバ保存

複数保存先に振り分け保存

USB メモリ保存

PC 直接保存

スマートフォン取り込み

本体付属の
感熱プリンタ

Sのみ
（2面圧縮印刷）

印刷

サムネール印刷

ネットワークプリンタ（BMLinkS）印刷

BMLinks機密印刷に対応

両面一括印刷連続スキャン（印刷・保存）

本体内蔵メモリ保存時の自動削除機能

薄型・軽量デザイン

スムーズな手送りシート

直感的なワンタッチパネル

板面マグネット対応

消し忘れ防止機能

スピーディーなスキャン

座ったまま書き込み

快適な静音設計

低消費電力で省エネ

ネットワーク経由での設定

多彩なネットワーク保存機能

その他の保存機能

選べる印刷機能

その他の便利な機能

共通基本機能

NF-20C-21N-31N-32 K-10N-21JN-21/214機 能 一 覧
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N-32シリーズ　セット例 選べる組合せ

N-32W-ST　423-951
￥258,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675
　×H1847（Max）mm

N-32S-ST　423-946
￥238,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675
　×H1847（Max）mm

（板面マグネット）

ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

板書データがメールで届く

社員証の固有ID番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、パネルの緑のマークに社員証をタッチするだけで、
登録アドレスに板書データが転送されます。転送後３０秒以内に次々とタッチすることで、再スキャンすることなく、メール転送が可能です。
※ 固有ID番号：MIFAREのUIDやFelicaのIDｍなどICチップ固有のユニークナンバーを認証キーとして利用します。

3
社員証をタッチするだけで板書データをスキャン＆メール転送！

スキャン開始2社員証をピッ！1

※ MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa 
Lite-S/Lite/Standard 規格に対応した社員証に限ります。

タッチするだけで複雑な操作が不要なので、
誰でも簡単・間違いなし ！

社員証タッチによる自動送信なので、
誤送信などのトラブルもなし ！

ボード本体にはデータが残らないので、
セキュリティー面も安心 ！

品名 注文コード 本体価格（税抜）

N-32W（本体） W1800mm 423-950 ￥240,000
N-32S（本体） W1300mm 423-945 ￥220,000
スタンド 423-483 ￥18,000
プリンタトレイ 423-413 ￥5,000
壁掛け金具（横バー） 423-192 ￥18,000
パーティションフック（50-75mm） 423-193   ￥18,000
プリンタワゴン（白） 423-500   ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN 428-305   ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624   ￥18,000
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW 428-369   ￥58,000

・MIFAREはNXPセミコンダクターズの登録商標です。 ・FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

運びやすい薄型、便利なネットワーク機能を手軽に活かせるシンプルセット。
スタンドセット

シンプル・直感的 ヒューマンエラー防止 情報漏えい防止

スタンド＋プリンタトレイスタンド（組合せイメージ）

業界初！板書データが自分のメールアドレスに届く！
（一部製品を除く）

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。

ネットワークボード N-32 シリーズ

専用ソフト「メールアドレスマネージャー」を使えば、ネットワークに接続
している複数台の N-32 に対しメールアドレスなどのネットワーク設定
内容の一括登録や削除が可能です。

複数のボードにメールアドレスを一括登録！
N-32専用ソフト「メールアドレスマネージャー」

https://www.plus-vision.com/jp/【無料ダウンロード】
詳しくは右記ホームページへ

N-32 には AD 認証機能を搭載しています。この機能を使用すれば、社員証をタッチした際、指定の AD
認証を行い利用者を特定。利用者に紐づけされたメールアドレスに板書データをメール転送できます。AD（Active Directory）連携対応

管理者 使用者

レポート スキャン
データ

高いセキュリティー、ヒューマンエラーの防止。情報漏えいのリスクを徹底的に排除しました。

カメラ撮影やプリント、USB メモリなど
を介さずに、直接メール送信されるの
で安心です。

社員証をタッチするだけなので、
誤送信がありません。

ボタンの押し間違
いや番号の記憶違
いなどのヒューマン
エラーを排除でき
ます。送信先ドメイ
ンを指定できます
ので、誤送信の心
配もありません。

ボード本体のメモリにデータを残さず、
セキュリティー面を強化しました。

メール送信後30秒でデータを削除します。

スキャンデータ送信毎に、管理者のメール
アドレスに「日時」「送信元」「送信先」の
レポートを送信する機能です。利用状況
把握と悪用の抑止効果があります。

社員証を
タッチ！スマホやデジカメによる撮影や外部メモリへ

の保存は情報漏えいのリスクが高まります。

直接メール送信。1 誤送信がありません。2 データが残りません。3 送信履歴レポート機能。4

Security

電子メールで送信

FTPサーバに保存

メールサーバ

ネットワーク

FTPサーバ

社員証の場合

専用ICカードの場合

① IC カードリーダーライター部
②カウントダウン中止ボタン
③ IC カードインジケータ
④メール添付データインジケータ
⑤電源ボタン
⑥ LED 表示窓
⑦連続スキャンインジケータ
⑧サムネール印刷設定
⑨連続スキャン設定（印刷・保存）
⑩印刷枚数設定／テスト印字
⑪保存ボタン（USBメモリ保存）
⑫ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑬本体プリンタ印刷ボタン
⑭シート送り／停止（左方向）
⑮シート送り／停止（右方向）
⑯印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑰ステータス
※1 BMLinkS対応機種のみ

N-32

⑥
⑦
⑧

⑩

⑫

⑭

⑤

⑨

⑪

⑬

⑮

⑰

⑯

IC タッチ部分

①

③
②
④

※MIFARE Classic 1K/Classic 4K/Ultralight、FeliCa Lite-S/Lite/Standard規格に対応した社員証に限ります。

専用 IC カード使用の場合は FTP サーバへ、社員証使用の場合は自身のメール
アドレスへ、ワンタッチで板書データを転送できます。

社員証によるメール転送・専用カードによるサーバ保存が可能。 シンプルで直感的に使える操作パネル。

0807 グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色
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データ保存先を複数設定できる、セキュリティーに優れた最上位モデル。
ネットワークボード N-31 シリーズ

N-31W-ST　423-476
￥258,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-31S-ST　423-475
￥238,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-31WI　423-769
￥281,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-31SI　423-768
￥261,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-31WL　428-360
￥311,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-31SL　428-361
￥291,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-31WCL　428-370
￥328,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-31SCL　428-371
￥308,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

運びやすい薄型、便利なネットワーク機能を手軽に活かせるシンプルセット。 カラーマーカーの書き込みも一目瞭然。普通紙カラープリントに対応。

再生紙にも美しくプリント。すばやく多人数に配布して会議の効率化を推進。 インク詰まりのないトナー使用のカラープリンタでメンテナンスを省力化。

スタンドセット カラーインクジェットプリンタセット

モノクロレーザープリンタセット カラーレーザープリンタセット

N-31シリーズ　セット例 （板面マグネット）

スタンド＋プリンタトレイ

スタンド

品名 注文コード 本体価格（税抜）

N-31W（本体） W1800mm 423-473 ￥240,000

N-31S（本体） W1300mm 423-472 ￥220,000

スタンド 423-483 ￥18,000

プリンタトレイ 423-413 ￥5,000

壁掛け金具（横バー） 423-192 ￥18,000

パーティションフック（50-75mm） 423-193 ￥18,000

プリンタワゴン（白） 423-500 ￥12,000

モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN 428-305 ￥48,000

カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624 ¥18,000

カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW 428-369 ¥58,000

専用ICカード（5枚セット） 423-499 ￥7,000

（組合せイメージ）

選べる組合せ
ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

操作パネル テンキー
①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USBメモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

①ICカードリーダーライター部
②テンキー（0〜9）ボタン
③エスケープボタン
④実行ボタン
⑤ICカードインジケータ

②

N-31

③
④
⑥

⑦

⑨

⑪

①

⑤

⑧

⑩

⑫

⑭

⑬

①

②

③
⑤

④

専用 IC カードを使って、板書データを FTP サー
バ上の指定フォルダに転送できます。転送先は
カードに記録されているので、作業はワンタッチで
効率よく完了します。

※保存先はカード1枚につき1カ所登録可能です。

「ネットワーク」ボタンの後に
テンキーで保存先を選ぶことができます。

同一カードで会議室のネットワークボードから
同じ保存先に転送できます。

本体のテンキーで２桁のパスコードを設定。

本体内蔵メモリや LAN 上の任意の FTP サーバ
に複数の保存先を設定し、部署や案件ごとにテン
キーで振り分けて保存。複数部門でのボード共
有を促進します。

本体付属プリンタだけでなく、BMLinkS 対応の
ネットワークプリンタでも出力可能。さらに、プリン
タ側でパスコードを入力するまでデータを留め置
く機密印刷にも対応しています。

複数のフォルダに
振り分け保存。

BMLinkSプリンタ＆
機密印刷に対応。

ICカードで
簡単ワンタッチ転送。

■本体内蔵メモリ

■FTPサーバA

■FTPサーバB

01

02

03

24

25

26

97

98

99

保存先ID例

25

01

99

■会議室A

LAN

■会議室B

（一部製品を除く）

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

わかりやすいアイコンとシンプルな操作機能で、直感的に作業ができるよう配慮しています。振り分け保存や IC カード転送も、迷うことなく実行できます。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。
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書き込みを消すことなく議論を進められる、4面エンドレスシート搭載タイプ。
ネットワークボード N-214 シリーズ

ネットワーク機能を標準装備した、薄型シンプルデザインのスタンダードタイプ。
ネットワークボード N-21 シリーズ

①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USBメモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

N-21

②
③
④
⑥

⑦

⑨

⑪

①

⑤

⑧

⑩

⑫

⑭

⑬

品名 注文コード 本体価格（税抜）

N-214S（本体）　W1300mm 423-420 ￥259,000
スタンド 423-483 ￥18,000
プリンタトレイ 423-413 ￥5,000
壁掛け金具（横バー） 423-192 ￥18,000
パーティションフック（50-75mm） 423-193 ￥18,000
プリンタワゴン（白） 423-500 ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN 428-305 ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624 ¥18,000
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW 428-369 ¥58,000

N-21W-ST　423-549
￥227,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-21S-ST　423-548
￥207,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-21WI　423-759
￥250,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-21SI　423-758
￥230,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-21WL　428-362
￥280,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-21SL　428-363
￥260,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

N-21WCL　428-372
￥297,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

N-21SCL　428-373
￥277,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

運びやすい薄型、
便利なネットワーク機能を
手軽に活かせるシンプルセット。

カラーマーカーの書き込みも
一目瞭然。
普通紙カラープリントに対応。

再生紙にも美しくプリント。
すばやく多人数に配布して
会議の効率化を推進。

インク詰まりのないトナー使用の
カラープリンタで
メンテナンスを省力化。

スタンドセット カラーインクジェットプリンタセット モノクロレーザープリンタセット カラーレーザープリンタセット

N-21シリーズ　セット （板面マグネット）

N-214S-ST　423-547
￥277,000
●ボード面サイズ：
W1300×H910mm
●外形寸法：
W1480×D675×H1847（Max）mm

N-214SI　423-757
￥300,000
●ボード面サイズ：
W1300×H910mm
●外形寸法：
W1480×D675×H1847（Max）mm

N-214SL　428-364
￥330,000
●ボード面サイズ：
W1300×H910mm
●外形寸法：
W1480×D675×H1847（Max）mm

N-214SCL　428-374
￥347,000
●ボード面サイズ：
W1300×H910mm
●外形寸法：
W1480×D675×H1847（Max）mm

スタンドセット カラーインクジェットプリンタセット モノクロレーザープリンタセット カラーレーザープリンタセット

N-214シリーズ　セット例 （板面マグネット）

品名 注文コード 本体価格（税抜）

N-21W（本体）　 W1800mm 423-422 ￥209,000
N-21S（本体）　  W1300mm 423-421 ￥189,000
スタンド 423-483 ￥18,000
プリンタトレイ 423-413 ￥5,000
壁掛け金具（横バー） 423-192 ￥18,000
パーティションフック（50-75mm） 423-193 ￥18,000
プリンタワゴン（白） 423-500 ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN 428-305 ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624 ¥18,000
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW 428-369 ¥58,000

選べる組合せ
ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

選べる組合せ
ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

（組合せイメージ） スタンド＋プリンタトレイスタンド （組合せイメージ） スタンド＋プリンタトレイスタンド

余裕を持って使える 4 面シートで、ずっと送り続けられる
エンドレス構造。スムーズなシート手送りで進めて書き足
したり、戻って繰り返し強調することが簡単にできるので、
コンサルティングなどにも便利です。パソコンで情報共有
ができるネットワーク機能も搭載。4 面を1 枚の用紙に
サムネール印刷することも可能です。

①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USBメモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

②

N-214

③
④
⑥

⑦

⑨

⑪

①

⑤

⑧

⑩

⑫

⑭

⑬

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネッ
トワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ※ 1

印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法を
ダイレクトに選択できます。

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネッ
トワーク保存や USB 保存に加え、ネットワークプリンタ※ 1

印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわせた出力方法を
ダイレクトに選択できます。

●4面エンドレス構造図

前面  ※真上から見た図です。

（一部製品を除く） （一部製品を除く）

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

コンサルティングにも活躍。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

豊富に書き込める幅 1800mm タイプと、スペースを気
にせず設置できる幅 1300mm タイプを空間や用途に
応じて選べます。座ったままで書き込める高さにも設定で
きるので、長時間のミーティングやデスクサイドでの話し
合いでも快適に使えます。

多彩な空間やニーズにマッチ。
機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。 機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。
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モノクロレーザー
プリンタセット

プロジェクター投影画面にマーカーで書き込み、合成・保存ができるキャプチャーボード。
キャプチャーボード C-21 シリーズ

2つの画面を1つの
画像として合成します

プロジェクターで
投影した画面

マーカーで
手書きした画面

C-21W-ST 423-560  ￥268,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

C-21S-ST 423-559  ￥248,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

C-21SI  423-763  ￥271,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

C-21WI  423-764  ￥291,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

C-21SCL  428-376  ￥318,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D675×H1847（Max）mm

C-21WCL  428-375  ￥338,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D675×H1847（Max）mm

品名 注文コード 本体価格
（税抜）

C-21W（本体） 423-439 ￥250,000
C-21S（本体） 423-438 ￥230,000
スタンド 423-483   ￥18,000
プリンタトレイ 423-413   ￥5,000
壁掛け金具（横バー） 423-192   ￥18,000
パーティションフック（50-75mm） 423-193   ￥18,000
プリンタワゴン（白） 423-500   ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL-L2370DN 428-305   ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624   ￥18,000
カラーレーザープリンタ HL-L3230CDW 428-369   ￥58,000

プロジェクターで投影した画面を見ながら、意見やアイデアをマーカーで直接
書き加えて、1 つの画像として合成保存できます。メモを取ることなく全員が議
論に集中できるので、ミーティング効果が向上。投影画面の反射も少ないので
見やすく、書き消しもなめらかに行えます。

※オーバーレイ機能の活用には、専用ソフトウェア（Windows 専用）のインストールが必要です。
※コピーボードとして書き込んだデータはネットワーク機能で保存可能ですが、オーバーレイ機能により合成
　した画像はネットワーク機能では保存できません。※ボード内容・パソコン画面はハメコミ合成です。

①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USBメモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス

※1 BMLinkS対応機種のみ

②

C-21

③
④
⑥

⑦

⑨

⑪

①

⑤

⑧

⑩

⑫

⑭

⑬

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。ネットワーク保存や USB
保存に加え、ネットワークプリンタ※ 1 印刷、付属プリンタ印刷などシーンにあわ
せた出力方法をダイレクトに選択できます。

※ボード内容はハメコミ合成です。

スタンドセット カラーインクジェットプリンタセット カラーレーザープリンタセット

C-21 シリーズ　セット例 （板面マグネット）

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（423-500）をお使いください。

選べる組合せ
ニーズにあわせて、
柔軟にセットを組むことができます。

（一部製品を除く）

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

パソコンにインストールすると、プロジェクターの投影画面と
マーカーによる書き込み内容が合成された画像が画面に
表示されます。確認しながらの修正もスムーズに行えます。

投影画面と書き込み内容を
合成して保存できる「C-20 Software」

オーバーレイ機能で簡単に合成。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。

グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 ※表示価格は税抜価格です。

※ボード内容はハメコミ合成です。 ※ボード内容はハメコミ合成です。

N-21J-ST 423-795
￥148,000
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
　W1080×D674×H1743（Max）mm

N-21JI 423-796
￥171,000
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
　W1080×D674×H1743（Max）mm

N-21JL 428-367
￥201,000
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
　W1080×D674×H1743（Max）mm

N-21JCL 428-377
￥218,000
●ボード面サイズ：W900×H600mm
●外形寸法：
　W1080×D674×H1743（Max）mm

ニーズにあわせて、柔軟にセットを
組むことができます。

品名 注文コード 本体価格
（税抜）

N-21J（本体）W900mm 423-793 ￥130,000
N-21J専用スタンド 423-794 ￥18,000
プリンタトレイ 423-413 ￥5,000
N-21J専用壁掛け金具（横バー） 423-294 ￥8,800
N-21J専用パーティションフック（50-75mm） 423-316 ￥8,800
プリンタワゴン（白） 423-500   ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL－L2370DN 428-305   ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624   ￥18,000
カラーレーザープリンタ HL－L3230CDW 428-369   ￥58,000

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

※ボード内容はハメコミ合成です。

NF-20-ST 423-414
￥138,000
●ボード面サイズ：W650×H910mm
●外形寸法：
　W830×D674×H1850（Max）mm

NF-20I  423-775
￥161,000
●ボード面サイズ：W650×H910mm
●外形寸法：
　W830×D674×H1850（Max）mm

NF-20L 428-368
￥191,000
●ボード面サイズ：W650×H910mm
●外形寸法：
　W830×D674×H1850（Max）mm

NF-20CL 428-378
￥208,000
●ボード面サイズ：W650×H910mm
●外形寸法：
　W830×D674×H1850（Max）mm

●セットタイプのプリンタ機種はグリーン購入法適合商品を採用しています。また、予告なく変更になることがあります。そのため写真と異なることもございますがあらかじめご了承ください。
●カラーレーザープリンタの設置には、プリンタワゴン（4 2 3-5 0 0）をお使いください。

ニーズにあわせて、柔軟にセットを
組むことができます。

品名 注文コード 本体価格
（税抜）

NF-20（本体）W650mm 423-411 ￥120,000
NF-20スタンドセット専用脚 423-412 ￥18,000
プリンタトレイ 423-413 ￥5,000
プリンタワゴン（白） 423-500   ￥12,000
モノクロレーザープリンタ HL－L2370DN 428-305   ￥48,000
カラーインクジェットプリンタ OJ6230 423-624   ￥18,000
カラーレーザープリンタ HL－L3230CDW 428-369   ￥58,000

ネットワーク保存機能とネットワーク印刷機能を備えた小型軽量タイプ。
ネットワークボード N-21J シリーズ （一部製品を除く）

すばやく書いて見やすく保存できる、ネットワークフリップチャート(NF)型ボード。
ネットワークフリップチャート NF-20 シリーズ （一部製品を除く）

①電源ボタン
② LED 表示窓
③連続スキャンインジケータ
④サムネール印刷設定
⑤連続スキャン設定（印刷・保存）
⑥印刷枚数設定／テスト印字
⑦ネットワークボタン
⑧保存ボタン（USBメモリ保存）
⑨ネットワークプリンタ※ 1 印刷ボタン
⑩本体プリンタ印刷ボタン
⑪シート送り／停止（左方向）
⑫シート送り／停止（右方向）
⑬印刷色切替ボタン（カラー／モノクロ）
⑭ステータス
※1 BMLinkS対応機種のみ

迷うことなく直感的に使えるワンタッチパネルを搭載。

シンプルで直感的に使える操作パネル。

N-21J

②
③
④
⑥

⑦

⑨

⑪

①

⑤

⑧

⑩

⑫

⑭

⑬

迷うことなく直感的に操作できるワンタッチパネ
ルを搭載。片面・両面スキャン設定が独立ボ
タンで簡単に行えるほか、ネットワーク保存や
USB 保存のボタンもわかりやすく配置しました。

シンプルで直感的に使える
操作パネル。

N-21（幅 1300mm タイプ）の約半分のサイズ
で、動かしやすく設置しやすい縦型ネットワーク
対応ボードです。欧米でのプレゼンテーションな
どによく使われるフリップチャートタイプ。すばやく
書き込めて、シートも横スクロールで手送りでき
ます。書きやすいようにボードの角度を変えるこ
とも可能です。

縦型で横スクロールの
書きやすさと使いやすさ。

N-21と
同じ高さ

①電源ボタン
②表示窓
③片面／両面インジケータ
④片面／両面ボタン
⑤印刷枚数ボタン／テスト印字
⑥ネットワークボタン
⑦保存ボタン（USBメモリ保存）
⑧カラー印刷ボタン
⑨モノクロ印刷ボタン
⑩送り／停止ボタン
⑪ステータス

②

NF-20

③
④

⑤
⑥
⑧

⑩

①

⑦
⑨

⑪

機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。

機能アイコンについては P.03・P.04 をご参照ください。

N-21Jシリーズ　セット例 選べる組合せ

スタンドセット カラーインクジェット
プリンタセット

NF-20シリーズ　セット例
カラーレーザー
プリンタセット

選べる組合せ

モノクロレーザー
プリンタセットスタンドセット カラーインクジェット

プリンタセット
カラーレーザー
プリンタセット
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本体に感熱紙プリンタが付いた、手軽なベーシックモデルがリニューアル！
書いた内容を感熱紙に印刷でき、操作もメンテナンスもとっても簡単。

コピーボード K-10 シリーズ 感熱モデル

手送りで素早く書き込み面を動かせ
るため、前の書き込み内容もすぐに
振り返ることが可能。思考を中断さ
れず、議論が活発化します。

ボードの高さは1655mm、1755mm、
1855mm の 3 段階で設定が可能。
いちばん低い1655mm に設定すれ
ば、イスに座ったまま書き込みや操作
が可能です。

片手で軽く、手送りシート。 3段階の高さ調整機構。

書いた内容をその場でプリントアウト。
アイデアを手間なく確実にシェアできます。

※専用の感熱記録ロール紙以外
はご使用になれません。

プリントアウトされた用紙
（専用感熱記録ロール
紙※）は手で簡単にカッ
トすることができます。

手で簡単にカット。

記 録 紙 はプリンタ部
のフタを開けるだけで、
簡単にセットすることが
できます。

紙のセットも簡単。

移動に便利な ACアダ
プターホルダー付。使
いたい場所にいつでも
手軽に移動できます。

便利なホルダー。

〈K-10S 印刷機能〉

〈K-10W 印刷機能〉

ボード2面分をA4サイズ1枚に
圧縮して印刷します。

⑤ 2面圧縮印刷（K-10S）

AB AB  CDCD
ボード1面目 印刷例ボード2面目

ボード1面分をA4サイズ
1枚に圧縮して印刷します。

⑧ 圧縮印刷（K-10W）

EFG EFG
ボード画面 印刷例

ボード1面分を縦横比1:1で
印刷します。

⑨ L版等比印刷（K-10W）

EFG EFG
ボード画面 印刷例

①電源ボタン
②電源インジケーター
③ステータス
④印刷ボタン
⑤2面圧縮印刷ボタン
⑥追加印刷ボタン
⑦シート送り／停止ボタン

⑧圧縮印刷ボタン
⑨L版等比印刷ボタン
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多様な印刷設計

K-10W-ST　428-076
￥218,000
●ボード面サイズ：W1800×H910mm
●外形寸法：W1980×D687×H1855（Max）mm

K-10S-ST　428-075
￥198,000
●ボード面サイズ：W1300×H910mm
●外形寸法：W1480×D687×H1855（Max）mm

K-10専用スタンド

品名 注文コード 本体価格（税抜）
K-10W（本体） W1800mm 428-070 ￥198,000
K-10S（本体） W1300mm 428-069 ￥178,000
K-10専用スタンド 428-077 ￥20,000
壁掛け金具（横バー） 423-192 ￥18,000
パーティションフック（50-75mm） 423-193 ￥18,000

選べる組合せ
ニーズにあわせて、柔軟にセットを組むことができます。

K-10シリーズ　セット例 （板面マグネット）

書き込みが一覧できるワイドサイズ 省スペース設計のスタンダードサイズ
スタンドセット スタンドセット

（一部製品を除く）

機能アイコンについては P.04 を
ご参照ください。

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

コピーボード・コネクト

スマートフォンでコピーボードをリモート操作。データの取り込みや、送信もスムーズに。
会議ポケット

https://www.plus-vision.com/jp/
無料ダウンロード：詳しくは下記ホームページへ

※「会議ポケット」対応 OS：iOS 4.3 以上（iPhone 3GS 以降 / iPad）、Android 2.3 以上
※ 対応コピーボード：N-314、N-31、N-32、N-214、N-21、N-21J、C-21、NF-20、N-20J、F-20、
　　　　　　　　　　N-204、N-20、C-20 シリーズ
　　　　　　　　　　N-314、N-31シリーズはファームウェア Ver.06.00 以上で対応可能です。

USBケーブル HDMI / RGBケーブルUSBケ ケ ブル

コピーボードの保存ボタン

保存ボタンを押すだけで板面のスキャン～パソコンへの
保存・表示までが自動的に行われます。

専用ソフトの保存ボタン 大画面に映せば、複数人
での情報共有が即座に
可能になります。

or

コピーボードのリモコン機能を搭載した専用アプリケーションを、無料で
ダウンロードできます。シート送りや板書内容のスキャンを、スマートフォ
ンやタブレット端末で、離れた場所から実行できます。

コントラスト補正とホワイトバランス調整を自動的に行い、細かな文字や
図表なども鮮明なイメージファイルとして記録。カメラ機能により投影資
料やサンプルなどを撮影し、一緒に保存することも可能です。

※専用アプリはApp Store（iOS）、Google Play（Android）からダウンロードが必要です。

残しておきたいポイント発言をしっかり記録できる
「タイムシフト録音機能」を搭載。クリップボタンを
押すと、60 秒前からボタンを押した時点までの音
声を切り取って、効率よく保存することができます。

取り込んだ板書内容のイメージファイルや、画像、
音声、動画ファイルは、時系列でまとめて一元管理。
必要に応じてすばやく検索し、内容を振り返り確認
することができます。

保存したデータは、手軽にメール送信や、AirPrint
対応プリンタでの印刷が行えます。さらに、クラウドサー
ビス（Evernote、Dropbox）にも転送可能。スピー
ディーな情報共有で、ビジネス効率を高めます。

※スマートフォン画面はハメコミ合成です。

※コピーボード N シリーズ、F シリーズ、NF シリーズでお使いいただけます。
（感熱紙タイプは除く）

・App Store、iPhone、iPad、AirPrint は、米国およびほかの国における Apple Inc. の商標または登録商標です。 ・iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。・iOS の商標
は、Cisco の米国およびそのほかの国のライセンスに基づき使用されています。 ・Android、Google Play および Google Play ロゴ は、Google Inc. の商標または登録商標です。・Evernote は、米国 Evernote 
Corporation の商標です。・Dropbox は、米国 Dropbox, Inc. の商標です。

無料専用ソフト「PLUS Copyboard Connect」は、コピーボー
ドの板書データをパソコンに取り込みポップアップ表示させる管理
ツールです。パソコン上の保存ボタンか USB ケーブルで接続したコ
ピーボード※の「保存」ボタンを押せば、板面のスキャン～パソコンへ
の表示、データ保存までを自動的に行います。
従来の PC 直接保存のようにコピーボードにアクセスして手動で
データをコピーする必要はありません。会議が終わったら「保存」ボ
タンを押すだけで板書データが自動的にパソコン画面に表示され
ると同時に指定フォルダにも保存されます。

専用アプリ無料ダウンロード会議ポケットアプリ

コピーボードをリモート操作。

板書データを鮮明に取り込み。

タイムシフト録音で音声も記録。

会議の記録をすっきり管理。

クラウドサービスへの転送もOK。

1615 グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

COPYBOARD / NETWORK BOARD



仕様一覧

ネットワークボード
N-32シリーズ N-31シリーズ N-21シリーズ

ボード面数 2 2 2 2 2 2
ボードサイズ W S W S W S
商品名 ネットワークボードN-32W ネットワークボードN-32S ネットワークボードN-31W ネットワークボードN-31S ネットワークボードN-21W ネットワークボードN-21S
品
番・注
文
コ
ー
ド

スタンドセット N-32W-ST／423-951 N-32S-ST／423-946 N-31W-ST／423-476 N-31S-ST／423-475 N-21W-ST／423-549 N-21S-ST／423-548
カラーインクジェットプリンタセット - - N-31WI／423-769 N-31SI／423-768 N-21WI／423-759 N-21SI／423-758
モノクロレーザープリンタセット - - N-31WL／428-360 N-31SL／428-361 N-21WL／428-362 N-21SL／428-363
カラーレーザープリンタセット - - N-31WCL／428-370 N-31SCL／428-371 N-21WCL／428-372 N-21SCL／428-373

内
容

スタンドセット ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド

カラーインクジェットプリンタセット - ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、
カラーインクジェットプリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ

モノクロレーザープリンタセット - ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、
モノクロレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ

カラーレーザープリンタセット - ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、
カラーレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ

本
体
価
格（
税
抜
）

スタンドセット ¥258,000 ¥238,000 ¥258,000 ¥238,000 ¥227,000 ¥207,000
カラーインクジェットプリンタセット - - ¥281,000 ¥261,000 ¥250,000 ¥230,000
モノクロレーザープリンタセット - - ¥311,000 ¥291,000 ¥280,000 ¥260,000
カラーレーザープリンタセット - - ¥328,000 ¥308,000 ¥297,000 ¥277,000

外形寸法（㎜） W1980×D675×
H1847(Max)※1

W1480×D675×
H1847(Max)※1

W1980×D675×
H1847(Max)※1

W1480×D675×
H1847(Max)※1

W1980×D675×
H1847（Max）※1

W1480×D675×
H1847（Max）※1

質量 (本体、T字脚のみ) 34.4kg 29.7kg 34.4kg 29.7kg 34.4kg 29.7kg

ボ
ー
ド

ボード面サイズ（㎜） W1800×H910 W1300×H910 W1800×H910 W1300×H910 W1800×H910 W1300×H910
読取有効サイズ（㎜） W1780×H900 W1280×H900 W1780×H900 W1280×H900 W1780×H900 W1280×H900
ボード面数 2面 2面 2面 2面 2面 2面
ページ送り 両方向エンドレス（横スクロール） 両方向エンドレス（横スクロール） 両方向エンドレス（横スクロール）
駆動方式 シート移動式 シート移動式 シート移動式
読取方式 CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor）
読取照明光源 RGB LED RGB LED RGB LED

読取解像度 主走査方向（ボード面縦）1.92dots/mm（50dpi相当）、
副走査方向（ボード面横）1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（ボード面縦）1.92dots/mm（50dpi相当）、
副走査方向（ボード面横）1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（ボード面縦）1.92dots/mm（50dpi相当）、
副走査方向（ボード面横）1.92dots/mm（50dpi相当）※2

読取時間 約21秒 約15秒 約21秒 約15秒 約21秒 約15秒

プ
リ
ン
ト
※
3

記録方式 カラーインクジェットプリンタセット：インクジェット方式
レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）：電子写真方式

カラーインクジェットプリンタセット：インクジェット方式
レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）：電子写真方式

カラーインクジェットプリンタセット：インクジェット方式
レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）：電子写真方式

記録サイズ A4／レターサイズの切替選択 A4／レターサイズの切替選択 A4／レターサイズの切替選択
記録紙サイズ A4、レターサイズ A4、レターサイズ A4、レターサイズ
記録色 カラー／モノクロ切替選択 カラー／モノクロ切替選択 カラー／モノクロ切替選択
印字解像度 約３００dpi 約３００dpi 約３００dpi
印刷枚数 １枚～最大10枚（印刷枚数を指定） １枚～最大10枚（印刷枚数を指定） １枚～最大10枚（印刷枚数を指定）
インターフェース USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

ボード
ファイル形式 JPEG、PNG、PDF JPEG、PNG、PDF JPEG、PNG、PDF

画像サイズ 標準1728×864ドット
高解像度3456×1728ドット

標準1248×864ドット
高解像度2496×1728ドット

標準1728×864ドット
高解像度3456×1728ドット

標準1248×864ドット
高解像度2496×1728ドット

標準1728×864ドット
高解像度3456×1728ドット

標準1248×864ドット
高解像度2496×1728ドット

外部
メモリ
※4

種類 USBフラッシュメモリ USBフラッシュメモリ USBフラッシュメモリ
ファイルフォーマット FAT16, 32 FAT16, 32 FAT16, 32
インターフェース USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed

ネッワーク LANポート RJ-45（10Base-T/100Base-TX） RJ-45（10Base-T/100Base-TX） RJ-45（10Base-T/100Base-TX）

印刷
プリント解像度 300dpi相当 300dpi相当 300dpi相当
プリント色数 8色カラーまたは2色モノクロ 8色カラーまたは2色モノクロ 8色カラーまたは2色モノクロ
プリンタインターフェース USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed

付
加
機
能

時計 タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用 タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用 タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用

PC接続 USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応） USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応） USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応）

電
源

AC電源アダプタ 入力：AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力：DC12V, 3.0A 入力：AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力：DC12V, 3.0A 入力：AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力：DC12V, 3.0A

消費電力（プリンタを除く） 待機時：3W、動作時：12W 待機時：3W、動作時：12W 待機時：3W、動作時：12W
使
用
条
件

温度 10℃～35℃ 10℃～35℃ 10℃～35℃
湿度 30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態）

そ
の
他

罫線 50mm方眼 50mm方眼 50mm方眼
筆記具 専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤・青・緑）

機
能

連続スキャン（保存・印刷） ○ ○ ○
本体内蔵メモリ保存 - ○ ○
自動削除機能（本体保存データ） - ○ ○
指定フォルダ選択保存 - ○ -
ICカード転送（FTP保存フォルダ） ○ ○ -
社員証によるメール転送 ○ - -
等比印刷 ○※5 ○ ○※5 ○ ○※5 ○
サムネール印刷 ○ ○ ○
ネットワーク（BMLinkS）印刷 ○ ○ （機密印刷対応） ○
感熱紙印刷 - - -
記録濃度調節 オート オート オート

付属品

専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーザー、イレーザー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書
（1年保証）、マニュアルケース ※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）、電源コード、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ（カラーレーザープリン
タセットには付属しない）、テスト印刷用紙5枚が付属　※N-32/31シリーズには専用ICカード1枚が付属

動
作
環
境
※
7

OS メールアドレスマネージャー：Windows10（32bit/64bit）/
Windows8.1（32bit/64bit）/Windows7（32bit/64bit） - -

Webブラウザ Internet Explorer 11.0以上  Safari 9以上　※JavaScriptを有効にしてください。
対応PC機種 - - -

※1: T 字脚を使って設置する場合、1647､1747､1847mm の3 段階に高さ調節ができます。（N-21J は、1493、1743mm、NF-20 は、1650、1850mm の2 段階です。K-10 は、1655､1755､1855mm の3 段階です。
NF-20 は傾斜0 度、7 度、10 度の3 段階で角度調節ができます） ※2：マーカー色および描画色によっては、正しい色調として読み取れない場合があります。必ず、弊社指定の専用マーカーを使用してください。 ※3：プリンタ機種
は予告なく変更になることがあります。

ネットワークボード キャプチャーボード 小型ネットワークボード ネットワークフリップチャート コピーボード
N-214シリーズ C-21シリーズ N-21Jシリーズ NF-20シリーズ K-10シリーズ

z

4 2 2 2 2 2 2
S W S 小型 小型（縦型） W S

ネットワークボードN-214S キャプチャーボードC-21W キャプチャーボードC-21S ネットワークボードN-21J ネットワークフリップチャートNF-20 コピーボードK-10W コピーボードK-10S
N-214S-ST／423-547 C-21W-ST／423-560 C-21S-ST／423-559 N-21J-ST／423-795 NF-20-ST／423-414 K-10W-ST／428-076 K-10S-ST／428-075

N-214SI／423-757 C-21WI／423-764 C-21SI／423-763 N-21JI／423-796 NF-20I／423-775 - -
N-214SL／428-364 C-21WL／428-365 C-21SL／428-366 N-21JL／428-367 NF-20L／428-368 - -

N-214SCL／428-374 C-21WCL／428-375 C-21SCL／428-376 N-21JCL／428-377 NF-20CL／428-378 - -
ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド ボード本体、T字脚スタンド

ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、
カラーインクジェットプリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、カラーインクジェットプリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、

カラーインクジェットプリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、

カラーインクジェットプリンタ -

ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、
モノクロレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、モノクロレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、

モノクロレーザープリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタトレイ、

モノクロレーザープリンタ -

ボード本体、T字脚スタンド、プリンタ
ワゴン、カラーレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタワゴン、カラーレーザープリンタ ボード本体、T字脚スタンド、プリンタ

ワゴン、カラーレーザープリンタ
ボード本体、T字脚スタンド、プリンタ

ワゴン、カラーレーザープリンタ -

¥277,000 ¥268,000 ¥248,000 ¥148,000 ¥138,000 ¥218,000 ¥198,000
¥300,000 ¥291,000 ¥271,000 ¥171,000 ¥161,000 - -
¥330,000 ¥321,000 ¥301,000 ¥201,000 ¥191,000 - -
¥347,000 ¥338,000 ¥318,000 ¥218,000 ¥208,000 - -

W1480×D675×
H1847(Max)※1

W1980×D675×
H1847（Max）※1

W1480×D675×
H1847（Max）※1

W1080×D674×
H1743（Max）※1

W830×D674×
H1850(Max)※1

W1980×D687×
H1855（Max）※1

W1480×D687×
H1855（Max）※1

35.5kg 34.4kg 29.7kg 21kg 18.3kg 35.5kg 31.5kg
W1300×H910 W1800×H910 W1300×H910 W900×H600 W650×H910 W1800×H910 W1300×H910
W1280×H900 W1780×H900 W1280×H900 W880×H590 W630×H900 W1780×H900 W1280×H900

4面 2面 2面 2面 2面 2面 2面
両方向エンドレス（横スクロール） 両方向エンドレス（横スクロール） 一方向エンドレス（横スクロール） 一方向エンドレス（横スクロール） 一方向エンドレス（横スクロール）

シート移動式 シート移動式 シート移動式 シート移動式 シート移動式
CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor） CIS（Contact Image Sensor）

RGB LED RGB LED RGB LED RGB LED RGB　LED
主走査方向（ボード面縦）

1.92dots/mm（50dpi相当）、
副走査方向（ボード面横）

1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（ボード面縦）1.92dots/mm（50dpi相当）、
副走査方向（ボード面横）1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（ボード面縦）
3.84dots/mm（100dpi相当）、

副走査方向（ボード面横）
1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（ボード面縦）
1.92dots/mm（50dpi相当）、

副走査方向（ボード面横）
1.92dots/mm（50dpi相当）※2

主走査方向（板面縦） 1.92dot/mm （≒50dpi）
副走査方向（板面横） 1.92dot/mm （≒50dpi）※2

約15秒 約21秒 約15秒 約11秒 約8秒 モノクロ：約14秒 モノクロ：約10秒
カラーインクジェットプリンタセッ

ト：インクジェット方式
レーザープリンタセット（カラー、

モノクロ）：電子写真方式

カラーインクジェットプリンタセット：インクジェット方式
レーザープリンタセット（カラー、モノクロ）：電子写真方式

カラーインクジェットプリンタ
セット：インクジェット方式

レーザープリンタセット（カラー、
モノクロ）：電子写真方式

カラーインクジェットプリンタ
セット：インクジェット方式

レーザープリンタセット（カラー、
モノクロ）：電子写真方式

サーマルヘッド感熱記録方式

A4／レターサイズの切替選択 A4／レターサイズの切替選択 A4／レターサイズの切替選択 A4／レターサイズの切替選択 1面圧縮 / L版等比 1面等比 / 2面圧縮
A4、レターサイズ A4、レターサイズ A4、レターサイズ A4、レターサイズ A4、A4-L A4

カラー／モノクロ切替選択 カラー／モノクロ切替選択 カラー／モノクロ切替選択 カラー／モノクロ切替選択 モノクロ
約３００dpi 約３００dpi 約３００dpi 約３００dpi 約2００dpi

１枚～最大10枚（印刷枚数を指定） １枚～最大10枚（印刷枚数を指定） １枚～最大10枚（印刷枚数を指定） １枚～最大10枚（印刷枚数を指定） 1枚
USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed -
JPEG、PNG、PDF JPEG、PNG、PDF JPEG、PNG、PDF JPEG、PNG、PDF -

標準1248×864ドット
高解像度2496×1728ドット

標準1728×864ドット
高解像度3456×1728ドット

標準1248×864ドット
高解像度2496×1728ドット

標準864×576ドット
高解像度1728×1152ドット

標準624×824ドット
高解像度1248×1728ドット -

USBフラッシュメモリ USBフラッシュメモリ USBフラッシュメモリ USBフラッシュメモリ -
FAT16, 32 FAT16, 32 FAT16, 32 FAT16, 32 -

USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed USB2.0 Hi-Speed -
RJ-45（10Base-T/100Base-TX） RJ-45（10Base-T/100Base-TX） RJ-45（10Base-T/100Base-TX） RJ-45（10Base-T/100Base-TX） -

300dpi相当 300dpi相当 300dpi相当 300dpi相当 -
8色カラーまたは2色モノクロ 8色カラーまたは2色モノクロ 8色カラーまたは2色モノクロ 8色カラーまたは2色モノクロ -

USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed USB 2.0 Hi-Speed -
タイムスタンプおよび保存ファイル

の日付プロパティに使用 タイムスタンプおよび保存ファイルの日付プロパティに使用 タイムスタンプおよび保存ファイル
の日付プロパティに使用

タイムスタンプおよび保存ファイル
の日付プロパティに使用 タイムスタンプ

USB経由で画像の取得、および機
器設定が可能（ブラウザ対応） USB経由で画像の取得、および機器設定が可能（ブラウザ対応） USB経由で画像の取得、および機

器設定が可能（ブラウザ対応）
USB経由で画像の取得、および機

器設定が可能（ブラウザ対応） 機器設定が可能

入力：AC100V 50/60Hz 最大
0.75A／出力：DC12V, 3.0A 入力：AC100V 50/60Hz 最大0.75A／出力：DC12V, 3.0A 入力：AC100V 50/60Hz 最大

0.75A／出力：DC12V, 3.0A
入力：AC100V 50/60Hz 最大
0.75A／出力：DC12V, 3.0A 入力：AC100V, 50/60Hz

待機時：3W、動作時：12W 待機時：3W、動作時：12W 待機時：3W、動作時：8W 待機時：3W、動作時：6W 待機時：1W、動作時：50W（プリンタを含む）
10℃～35℃ 10℃～35℃ 10℃～35℃ 10℃～35℃ 10℃～35℃

30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態） 30～85%（無結露状態）
50mm方眼 - 34mm方眼 50mm方眼 50mm方眼

専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤・青・緑） 専用マーカー（黒・赤）
○ ○ ○ ○ （両面一括のみ） -
○ ○ ○ ○ -
○ ○ ○ ○ -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
○ ○※5 ○ ○ ○ -
○ ○ ○ - -
○ ○ ○ - -
- - - - ○

オート オート オート オート マニュアル（3段階）

専用マーカー（黒・赤・青・緑）、専用イレーザー、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ、USBケーブル、準備ガイド、安全上のご注意（NF-20シリーズは準備ガイド、
安全上のご注意の代わりに取扱説明書）、組立・設置説明書、クイックガイド（NF-20シリーズには付属しない）、保証書（1年保証）、マニュアルケース ※プリンタセットには
プリンタ、専用プリンタトレイ（カラーレーザープリンタセットはプリンタワゴン）、電源コード、プリンタ専用USBケーブル、電源タップ（カラーレーザープリンタセットには付属
しない）、テスト印刷用紙5枚が付属　※C-21シリーズには、CD-ROM（Windows専用アプリケーション［C-20 Software］（Windows 7（32bit/64bit）以降） ※6、ソ
フトウェア取扱説明書［PDF］）が付属　※N-214/C-21シリーズにはイレーザー替スポンジ2個が付属

専用マーカー（黒・赤）、専用イレーザー、専用感熱記録紙
（210mm幅×30m巻）、イレーザー替スポンジ2個、ホワイト
ボードクリーナー、AC電源アダプタ、取扱説明書、組立・設置説明
書、保証書（1年保証）

- キャプチャー用ソフトウェア：Windows 7（32bit/64bit）以降※8 - - -

Internet Explorer 11.0以上  Safari 9以上　※JavaScriptを有効にしてください。 -
- 上記OSが動作するプリインストール機 - -

※4：USB フラッシュメモリは付属しておりません。ファイルフォーマット　FAT12、16、32 に対応しています。また、差し込んだUSB メモリのデータをボード板面へ表示したり、ボード本体と接続しているプリンタへの出力はできま
せん。 ※5：デフォルトは、A4 用紙フルサイズ印刷（横方向圧縮）です。板面イメージ通りの等比印刷へ変更できます。※6：Windows 以外のOS には対応しておりません。※7：本動作環境で、すべての動作を保証するものではあ
りません。※8：Windows 95/98SE/Me/2000/NT/Server 2000/Server 2003 には対応しておりません。 ●消耗品は、プリンタ機種をご確認のうえ、ご購入ください。 ●価格には、配送費・設置費は含まれておりません。
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コピーボードやキャプチャーボードをより便利に、より使いやすく。
オプション品 / 消耗品

＊このような複雑な原稿の場合は、別途追加トレース料が発生します。

テンプレートシート・カラー S 423-385  ￥40,800
テンプレートシート・カラー W 423-387  ￥47,800
テンプレートシート・モノクロS 423-384  ￥36,800
テンプレートシート・モノクロW 423-386  ￥43,800
追加トレース料 423-388    ￥6,000

工程管理に（カラーW＝ワイド）生産計画管理に（モノクロS＝スタンダード）

研修や授業に＊（モノクロS＝スタンダード） 災害対策に＊（モノクロW＝ワイド）※シートはコピーボードの片面にのみ貼付できます。両面に貼り付けると予期せぬ故障の原因となりますので絶対に貼らない
でください。※シートの貼付が不十分な場合、スクロール時に巻き込まれる恐れがあります。このような誤ったシートの貼り
方による損傷や故障は保障いたしかねますので、貼付に際しては十分ご注意ください。※シートは「静電吸着タイプ」です。
静電気で吸着させるため簡単に貼り付けることができますが、一度剥がすと吸着力が落ち、再度貼ることができなくなります
のでご注意ください。※使用できる線と文字のカラーは専用の4色( 黒･赤･青･緑 )になります｡特別な色指定はできません。

コピーボード専用テンプレートシート（静電吸着タイプ）
定型フォームを専用フィルムに印刷してボードに貼り付け、マーカーで書き込んだ内容をそのまま印刷・データ保存ができる罫引きシートです。

N-20W/21W/31W/32W/K-10W
専用ロールスクリーン 
N-20W-R-SCRN
423-276 ￥59,800
●外形寸法：W1835×D85×H75mm
●スクリーンサイズ：1800×900(Max)mm
●質量：4.8kg

N-20S/204/21S/214/31S/314/32S/K-10S
専用ロールスクリーン
N-20S-R-SCRN
423-275 ￥49,800
●外形寸法：W1335×D85×H75mm
●スクリーンサイズ：1300×900(Max)mm   
●質量：3.6kg

コピーボード専用ロールスクリーン
サッと引き出してコピーボードの板面に書いた内容を隠すことができます。情報を守りつつプロジェクターの投影もできるロールスクリーンです。

（対象機種 : N-32S、N-32W、N-31S、N-31W、N-21S、N-21W、N-20S、N-20W、K-10）

●セット内容：テンプレートシート、メンディングテープ、取扱説明書
●外形寸法：（S サイズ）縦 850× 横 1250mm、（W サイズ）縦 850× 横 1700mm
●罫線範囲：（S サイズ）縦 800× 横 1150mm、（W サイズ）縦 800× 横 1600mm

幅 1300mm タイプテンプレート付 幅 1800mm タイプテンプレート付 テンプレートサンプル

コピーボード用 オプション　プリンタ台

プリンタワゴン（白）　P-WAGON-WH20
423-500  ¥12,000
●外形寸法 ： W500×D400×H305mm
●質量 ： 10.4kg ●最大積載量 ： 20kg

※カラーレーザープリンタの設置にはこのワゴンをお使いください。

Kシリーズ・旧KISSシリーズ消耗品

専用感熱記録紙BF-370SA 44-744
1本 ￥1,300
●A4サイズ約100枚分　●芯径：1インチ
●寸法：210mm幅×30m巻 ●包装単位（本）：1/3/12

※ 発色特性、給紙特性をコピーボード用に調整してありますので、良好
なコピーが得られます。

コピーボード用 オプション・消耗品（共通）
ボード面の書き消し性を保つため、専用イレーザー、専用マーカーをご使用ください。ボード面の汚れを落とすクリーナーも用意しています。

専用イレーザー ER-44369
44-369 ￥600
●外形寸法：W147×D47×H45mm
● 材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り

専用イレーザー替スポンジ（10個セット）
44-698 ￥1,000

専用マーカー
1本 ￥130
423-283 ブラック 　423-284  レ ッ ド
423-285  ブルー  　423-286  グリーン
●全長：132mm ●外径：φ17.3mm
●中綿式 ●アルコール系インク
●包装単位（本）：10/120/480

ホワイトボードクリーナー 423-418 ￥390
●液性 ： アルカリ性
●成分 ： アルカリイオン水、炭酸イオン、発酵エタノール
●原紙 ： 不織布 ●枚数 ： 20枚 ●サイズ ： 約200mm×300mm

イレーザー BF-035SA
51-058 ￥650
●外形寸法 ： W150×D43×H30mm 
●材質 ： 42％再生樹脂（カバー＝60％再生ポリスチレン
　（PS）、モヘヤ地＝ポリエステル、中芯＝EVA）
※モヘヤ地部分は水洗いできます。
※スポンジは表裏使用可。
※スポンジの別売はありません。

ボード面のお手入れ方法

「ホワイトボードクリーナー」の使用や、よく絞った布
による水拭きをおすすめします。ウェットティッシュや
OAクリーナーなどは使用しないでください。

専用イレーザー替スポンジ（10個セット） 44-698
￥1,000
ER-44369 用の替スポンジです。

ブレストの情報共有に アイデアのメモに 病院・施設での伝達に

規格 罫内容 品番 注文コード 本体価格(税抜) 外形寸法

A4
無地

KA-002M 428-306 ¥4,200 縦297×横211×厚さ3mm

B5 KA-001M 428-307 ¥3,600 縦257×横183×厚さ3mm

規格 罫内容 品番 注文コード 本体価格(税抜) 外形寸法

A4
5mm方眼

KA-002H 428-308 ¥4,200 縦297×横211×厚さ3mm

B5 KA-001H 428-309 ¥3,600 縦257×横183×厚さ3mm

※ペースメーカー等の磁気の影響を受ける医療機器をご使用の方は、クリーンノート 
カイテのご使用をお控えください。

※専用ペン、専用イレーザーは磁石を内蔵していますので、磁気カードやフロッピーディスク
などの磁気媒体を近づけるとデータを破損する場合があります。

『磁性シートを使った』 独自の技術で、
シャープな筆記と表消しを実現！

専用アプリで見やすく保存
Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリが
ノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します。

プラスは、
新たな紙を
発明しました。

PET

PET

微細なマイクロカプセルに入った鉄粉がペン先
の磁石に引き付けられ、鮮明で滑らかな筆記線
を実現します。

クリーンノート Kaiteの仕組み
マイクロカプセル

 （Φ100〜300μm）

●有効筆記面寸法：A4＝縦253×横206mm、B5＝縦214×横178mm　●材質：ABS、PET　●付属品：専用ペン ツインタイプS、専用イレーザーS　●包装単位（個）：1/10/40

※写真は開発中のものです。
　実際のデザインとは異なります。

PET

PET

思いのままに書いたり、消したり。何度も使えて、紙を無駄にしない。新感覚メモツール。
クリーンノート Kaite カイテ 

〈2019年3月発売予定〉

紙のような使い心地を追求。消しカスがなく消耗品も不要な
クリーンなノートです。

Point

細字 & 中字搭載の専用ペン。鉛筆やボールペンなどのように、細かい
文字も自然な書き心地です。

1
Point プラス独自の技術で実現！シャープで自然な

書き心地のツインタイプ専用ペン

裏から消す一般的な磁性メモツールとは異なり、表から消すことが可能です。
2

Point 磁性メモツールで業界初※！
独自技術で表消しが可能に

（特許出願中）
※2018年11月自社調べ

消したときにカスが出ず、オフィ
ス、家庭、飲食店など、いつ
でもどこでも清潔・クリーンに
使えます。

3
Point 消しカスがなく、

清潔・クリーン
クリーンノート Kaite は、消耗品
がないので半永久的に（※）何
度も書いたり消したりでき経済的
です。※通常使用に限ります。

4
Point 何度でも使える！

消耗品がゼロ＆電池不要

使用シーンを選ばず、情報整理もコミュニケーションも
手軽に・きれいに・経済的に！用途

無地 方眼(5mm)
A4 サイズ （外形寸法） B5 サイズ （外形寸法） A4 サイズ （外形寸法） B5 サイズ （外形寸法）

中字
筆記線：約0.8〜0.9mm

原寸大

細字
筆記線：約0.5〜0.6mm

原寸大

キャップの先端は部分消し用のイレー
ザーになっており、一文字だけなど細かい
部分を消すときに便利です。

部分消しが可能！
大きく消したいときは付属の
イレーザーが便利です。全面を
きれいに消すことができます。

※App Storeは、米国および他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。※ iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他
の国のライセンスに基づき使用されています。 ※Android、Google playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 

2019年3月リリース予定

専用アプリを無料ダウンロード
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LB2 SERIES
WHITEBOARD

すっきりとした美しいシルエット、
さまざまなオフィス空間にあう
デザインとバリエーション

ニッケルホーロー
タイプ

スチールタイプ
（水性塗装鋼板）

Point

両サイドの脚が板面の上部と揃う、一体感のある
デザイン。すっきりとしたシルエットで、さまざまな
オフィス空間にフィットします。

多彩な用途やスタイルに対応できる脚付タイプと
壁掛けタイプを豊富にラインアップ。さまざまなミー
ティングシーンをサポートします。

シャープで洗練された印象を与える
すっきりと美しいシルエット。

設置場所や使用シーンにあわせて選べる
脚付タイプと壁掛けタイプ。 板面仕様は、耐久性と消去性に優れたニッケルホー

ロータイプとスチールタイプの2タイプ。スチール
タイプは環境に配慮した水性塗装鋼板を使用して
います。

2タイプの板面仕様。

壁掛け
タイプ

壁掛け
タイプ

脚付
タイプ
脚付
タイプ

ホワイトボード LB2 シリーズ エルビー 2 シリーズ

Function
ホワイトボード板面サイズ一覧

A 3×6型（1800×900mm）

B 3×4型（1200×900mm）

D 2×3型（900×600mm）

E 1×3型（600×450mm）

F 4×3型（900×1200mm）

G 3×2型（600×900mm）

LB2シリーズ　P.23〜P.25

A B

D
E

横向き 縦向き

F

G

板面は両面ともマグネットの使用が可能。
資料やポスター等の掲示に便利です。

便利なマグネット対応

LB2 シリーズと相性の良い専用イレーザーと専用マーカーを付属。

すぐに使える付属品付

壁掛け
タイプ

壁掛け
タイプ

壁掛け
タイプ

壁掛け
タイプ

脚付
タイプ
脚付
タイプ

スリット

トレー
フレーム

ホワイトボード表面

板面の横幅をカバーする粉受を標準装備。ホワイト
ボードマーカーの消しカスが床に落ちにくく、クリー
ンなオフィスをキープします。マーカーやイレーザー
を置いておくのにも便利です。

壁掛けの金具が内向きに付いているためボード本体
から金具が飛び出さず、外観がすっきりしています。

壁掛けタイプの粉受は、カチッと取り付ける後付け
式。粉受後面の突起を板面下部のスリットにはめ込
むだけで簡単に設置でき、ホワイトボードマーカー
の消しカスによる床面の汚れを防ぎます。

清潔をキープする粉受 壁掛け用金具 カチッと取り付ける粉受

強靱な脚構造により、優れた走行性と高い安定感を
実現。使用時はもちろん、移動時の揺れも抑制します。
また、キャスターにはストッパーが付いているため、しっ
かりと固定できます。

強度・走行性に優れた脚構造

ホワイトボード板面の回転方法

ストッパー

①板面下の板面ストッパーを押し
下げます。

②このまま、板面ストッパーの位置
までホワイトボード板面をゆっく
り回転させます。

③指を離すと、ホワイトボード板面
が固定されます。

板面下部中央にワンタッチ式のストッパーを装備。
板面をくるっと簡単に回転できるので、両面が使い
やすくなります。

ワンタッチで操作できるセンターストッパー

脚付
タイプ
脚付
タイプ

脚付
タイプ
脚付
タイプ

※付属品は、商品により異なります。　※ボード面の書き消し性を保つため、 付属イレーザー、 付属マーカーをご使用ください。　※付属品以外のマーカーやイレーザーを使用した場合、板面が汚れ、消えにくくなることが
ありますのでご注意ください。　※ボード面のお手入れは固くしぼった濡れた布で拭いてください。　※付属品は急な仕様変更が行われる可能性があります。

［共通仕様］●脚：アルミおよびスチールパイプ（粉体塗装） ●板面：ニッケルホーロー板（ニッケルホーロータイプ）、水性塗装鋼板（スチールタイプ） ●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装） ●粉受／脚付タイプ：アルミ
押出し材（粉体塗装）、壁掛けタイプ：ABS樹脂（はめ込み式） ●コーナー：ABS樹脂 ●キャスター：ストッパー付
※ニッケルホーロー板／スチール板の別製罫引きの内容に関しては別途お見積りいたします。

イレーザーでは落ちにくい汚れを、アルカリ電解水でスッキリ
拭き取れるホワイトボードクリーナー。

※1 マーカー黒・赤・青・緑×各1、
　　イレーザー（大）×1、
　　ホワイトボードクリーナー
※2 マーカー黒・赤・青・緑×各1、
　　イレーザー（中）×1

替えスポンジのご購入は、
裏表紙をご参照ください。

オプション品

消耗品のご購入は、
裏表紙をご参照ください。

イレーザー（大）

メラミンフォームのイレーザー

イレーザー（中）

2221
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ホワイトボード LB2 シリーズ （脚付タイプ） エルビー 2 シリーズ

ニッケルホーロータイプは特殊鋼板にニッケル処理を施し表面を
ホーローで仕上げています。錆やアルコール、ひっかき傷などに強く、
耐久性に優れています。ガラスコーティングされた表面は平滑性が
高いため文字が鮮明で見えやすく、マーカーの書き味も滑らかです。
消去性も高いので美しい状態を長期間保つことができます。

ニッケルホーロー
タイプについて

上引きホーロー層
下引きホーロー層
ニッケル層
極低炭素鋼板
ニッケル層
下引きホーロー層

【ニッケルホーロー板断面図】

粉体
塗装

マグネットを使って
掲示できます。

LB2-360DHAG

板面拡大図

LB2-340DHAG

板面拡大図

3

×6
型

製品サイズ：W1946×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1758×H858mm ／質量：24.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

両面：無地／暗線 ※1 LB2-360DHAG 423-831 ￥93,300
両面：無地 ※1 LB2-360DHA 423-835 ￥84,700

3

×4
型

製品サイズ：W1346×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1158×H858mm ／質量：18.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

両面：無地／暗線 ※1 LB2-340DHAG 423-833 ￥76,000
両面：無地 ※1 LB2-340DHA 423-837 ￥69,800

LB2-360SHA LB2-340SHA

3

×6
型

製品サイズ：W1946×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1758×H858mm ／質量：21.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

片面：無地 ※1 LB2-360SHA 423-843 ￥70,800

3

×4
型

製品サイズ：W1346×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1158×H858mm ／質量：17.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

片面：無地 ※1 LB2-340SHA 423-845 ￥54,500

脚付固定式（片面）タイプ （マグネット）脚付（両面）タイプ （マグネット）

デスクサイドやフリースペースのような狭いスペースでも邪魔にならないスリムサイズ。
会議室ではない新たなミーティングスペースを創出します。ボディは空間に溶けこむホワイトカラーです。

両面タイプ：LB2-430DHA 片面タイプ：LB2-430SHA

スリムタイプ （マグネット）

脚付 ( 両面 )タイプ
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W1046・D594・
H1800 W858・H1158 17.0 スリムタイプ ※1 LB2-430DHA 423-847 ￥68,800

脚付 ( 片面 )タイプ
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W1046・D594・
H1800 W858・H1158 16.0 スリムタイプ ※1 LB2-430SHA 423-849 ￥53,800

LB2-360DHAT

LB2-360DHAT LB2-340DHAT

46 46 498

95
73
6（
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×
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）

46 498 55146 4040 490.5

46
64
0（
16
×
40
）

15
5

40 490.540月予定表　横罫

脚付（両面）タイプ 罫引きフォーマット （マグネット）

両面タイプ
製品サイズ mm 板面有効寸法 mm 質量 kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W1946・D594・H1800  W1758・H858 24.0 両面：無地／月予定 ※1 LB2-360DHAT 423-839 ￥93,500
W1346・D594・H1800 W1158・H858 18.0 両面：無地／月予定 ※1 LB2-340DHAT 423-841 ￥76,400

ニッケルホーロータイプ ホワイトボード LB2 シリーズ （脚付タイプ） エルビー 2 シリーズ
マグネットを使って
掲示できます。

プラスのスチール鋼板ホワイトボードの特長

特長 ① 板面の消去性能向上の工夫をしています。

平滑性 硬度を高める

長くお使いいただけます。

水性塗料の塗膜に

工夫を施し、
消去性能を向上させていますので、

と

（※）VOC：大気汚染の原因となる揮発性有機化合物

接着剤にも有機溶剤を使用しない
水性接着剤を使用。

水性
接着剤

板面アルミフレームも
有機溶剤を含まない粉体塗装。

粉体
塗装

特長 ② VOC（※）排出抑制に配慮した
「環境に優しい」ホワイトボードです。

水性
塗装

板面塗装に有機溶剤を使わない
水性塗料を使用。

LB2-340SSALB2-360SSA

3

×6
型

製品サイズ：W1946×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1758×H858mm ／質量：21.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

両面：無地／無地 ※1 LB2-360DSA 423-855 ￥75,800

3

×6
型

製品サイズ：W1946×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1758×H858mm ／質量：21.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

無地 ※1 LB2-360SSA 423-859 ￥63,800

3

×4
型

製品サイズ：W1346×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1158×H858mm ／質量：16.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

両面：無地／無地 ※1 LB2-340DSA 423-857 ￥63,000

3

×4
型

製品サイズ：W1346×D594×H1800mm ／板面有効寸法：W1158×H858mm ／質量：16.0kg

仕　様 付属品 品　番 注文コード 本体価格（税抜）

無地 ※1 LB2-340SSA 423-861 ￥49,800

脚付 ( 両面 )タイプ

脚付 ( 片面 )タイプ

脚付タイプ （マグネット）

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

LB2-360PSA LB2-340PSA

※通常のホワイトボードよりも消去性は劣ります。書いた後はすぐに消してください。長時間放置すると消えにくくなります。

製品サイズ mm 板面有効寸法 mm 質量 kg 仕様 付属品 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W1946・D594・H1800 W1758・H858 21.0 投影対応タイプ
裏面：無地 ※1 LB2-360PSA 423-851 ¥101,700

W1346・D594・H1800 W1158・H858 16.0 投影対応タイプ
裏面：無地 ※1 LB2-340PSA 423-853 ¥86,500

プロジェクター投影対応タイプ

裏面は普通の無地の
ホワイトボードです。

付属のイレーザーで消去できます。投影対応板面はプロジェクター投影しても書き
込みができます。※画像はハメコミ合成です。

プロジェクタースクリーンにもなるホワイトボード。投影時の反射をおさえた見やすい
板面。さらにマーカーの書き込みも併用できます。マーカーは付属のイレーザーもしくは
水拭きで消去できます。

プロジェクター投影対応タイプ （マグネット）

スチールタイプ

2423 グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色
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ホワイトボード LB2 シリーズ （壁掛けタイプ） エルビー 2 シリーズ
マグネットを使って
掲示できます。

壁掛けタイプ （マグネット）

LB2-360SHWG LB2-130SHWLB2-230SHWLB2-340SHWG

無地・暗線入

製品サイズ mm 板面有効寸法 mm 質量 kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W1800・D65・H900 W1771・H871 12.7 暗線入り壁掛 ※2 LB2-360SHWG 423-863 ￥50,700
W1800・D65・H900 W1771・H871 12.7 無地壁掛 ※2 LB2-360SHW 423-865 ￥40,100
W1200・D65・H900 W1171・H871 7.2 暗線入り壁掛 ※2 LB2-340SHWG 423-864 ￥35,800
W1200・D65・H900 W1171・H871 7.2 無地壁掛 ※2 LB2-340SHW 423-866 ￥29,200
W900・D65・H600 W871・H571 3.5 無地壁掛 ※2 LB2-230SHW 423-867 ￥15,400
W600・D65・H450 W571・H421 1.9 無地壁掛 ※2 LB2-130SHW 423-868 ￥8,900

5c
m

5cm

暗線入りボードは、5cm 方眼の罫線入り。
ボードの表面が平滑で非常に書きやすい
のが特長です。

作図・作表に便利な暗線入り

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W1800・D65・
H900 W1771・H871 12.7 月予定 ※2 LB2-360SHWT 423-871 ￥51,100

W1200・D65・
H900 W1171・H871 7.2 月予定 ※2 LB2-340SHWT 423-872 ￥34,700

W900・D65・
H600 W871・H571 3.5 月予定 ※2 LB2-230SHWT 423-873 ￥17,700

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕 様 付属品 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W600・D65・
H450 W571・H421 1.9 行動予定 ※2 LB2-130SHWK 423-874 ￥11,000

LB2-130SHWK
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※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

※壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。

粉体
塗装ニッケルホーロータイプ

脚付と壁掛け、ニーズにあわせて選べる「パシャボ」充実のラインアップ。
ホワイトボード PASHABO パシャボ

タイトルや日付、メンバー、場所、重要
度などを書き込める、マグネットタイプ
の専用テンプレートをボードに貼り付け
れば、専用アプリ上で板書内容とテンプ
レート項目を見やすく並べ替えて表示し
ます。議事録フォーマットの統一、目的
の議事録検索に便利です。

専用アプリ無料ダウンロード

ボード内容をデータ化して保存・管理・共有できる、
スマートフォン対応ホワイトボード

脚付ホワイトボード （板面マグネット）

【共通仕様】●付属品：粉受け、マーカー（黒、赤）、イレーザー・大（メラミン）、テンプレートシート（マグネットシート）

スチール〈脚付〉両面タイプ  

製品サイズ mm 板面有効寸法 mm 質量 kg 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W1906・D562・H1808 W1758・H858 19.1 SWB-1809SD 428-182 ¥34,800
W1306・D562・H1808 W1158・H858 14.3 SWB-1209SD 428-181 ¥31,800

●材質：板面＝水性塗装鋼板、スタンド＝スチール、フレーム・粉受け＝アルミ、フレーム四隅＝ABS

ホーロー〈脚付〉両面タイプ

製品サイズ mm 板面有効寸法 mm 質量 kg 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W1906・D562・H1808 W1758・H858 21.3 SWB-1809HD 428-184 ¥63,800
W1306・D562・H1808 W1158・H858 16.0 SWB-1209HD 428-183 ¥55,800

●材質：板面＝ニッケルホーロー板、スタンド＝スチール、フレーム・粉受け＝アルミ、フレーム四隅＝ABS

SWB-1809HD SWB-1209HD

壁掛けホワイトボード

『パシャボ』 オプション

（板面マグネット）

スチール〈壁掛け〉タイプ  
 製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W1800・D20・
H900 W1771・H871 10.7 SWB-1809SW 428-186 ¥18,800

W1200・D20・
H900 W1171・H871 7.1 SWB-1209SW 428-185 ¥16,800

●材質：板面＝水性塗装鋼板、フレーム＝アルミ、フレーム四隅＝ABS、粉受＝ABS(はめ込み式）
●付属品：マーカー (黒、赤）、イレーザー・中（メラミン）、テンプレートシート(マグネットシート）
※壁掛けタイプに壁面に取り付けるネジなどは付属しておりません。工事を伴う壁への設置（取付）は別途有料となります。

SWB-1809SW SWB-1209SW

「パシャボ」に書いて、スマートフォンで撮影するだけ。無料の専用アプリがボード
面のマーカーを認識し、斜めの画像も自動補正して見やすく保存。会議の議事録
を書き写す手間を解消し、板書内容を会議ごとにわかりやすく管理できます。

※板書内容のみを鮮明にデータ化

※専用アプリ「パシャボ（PASHABO）」はApp Store、Google Playからダウンロードが必要です。
※iOS7.0以上、Android2.3以上に対応しています。

https://www.plus-vision.com/jp/

パシャボの基本機能やテンプレートシート、
使い方などの詳細をWebでご覧いただけます。

1
Point

2
Point

※PLUSのロゴははがさないでください。

スチールタイプ 共通

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

専用アプリで、スマートフォンに簡単に取り込み

タイトルやメンバーも、決められたフォーマットで記録

粉受

吊り金具

423-283 ブラック　423-284 レッド
423-285 ブルー　　423-286 グリーン

1本 ￥130　包装単位（本）：10/120/480
●全長：132mm ●外径：φ17.3mm
●アルコール系インク ●中綿式 
※ボード面への書き込み後、時間が経過すると消えにくくなることが
　ありますのでご注意ください。

専用マーカー 専用イレーザー・大（メラミン） 専用イレーザー替スポンジ（10個セット）

専用テンプレート専用イレーザー・中（メラミン）

ER-44369　44-369　￥600 44-698　￥1,000

SWB-TS-423352　423-352　￥3,000

●外形寸法：W147×D47×H45mm
●材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ2個入り

ER-44369用の替スポンジです。

ER-423542　423-542　￥480
●外形寸法：W120×D43×H24mm
●  材質：ケース=ABS、スポンジ=メラミン
●替スポンジ3個入り

●外形寸法：W1032×D1×H80mm
●素材：PETフィルム、マグネットシートタイプ

薄型・軽量で、サイズは6種類。

マグネットシートなので、スチール壁なら
場所を固定せずに自由に使えます。

●マーカー（黒・赤）、イレーザー、マグネットトレイ付属
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製品サイズmm 質量kg 仕様 注文コード 品 番 本体価格（税抜）

W1200・H900 0.8 無　地 423-917 VNM-1209 ￥12,000
W1800・H900 1.2 無　地 423-918 VNM-1809 ￥18,000
W1800・H1200 1.6 無　地 423-919 VNM-1812 ￥20,000
W2400・H1200 2.1 無　地 423-920 VNM-2412 ￥26,000
W3600・H1200 3.1 無　地 423-921 VNM-3612 ￥37,000
W4200・H1200 3.6 無　地 423-922 VNM-4212 ￥42,000

製品サイズmm 質量kg 注文コード 品 番 本体価格（税抜）

板面サイズ： 
　W1800・H1200
脚付サイズ： 
　W1877・D604・H1970

20.4 423-807 WB-1812SSJT ￥68,000

付属品

マーカー イレーザー マグネットトレイ

WB-1812SSJT

スチール壁などに貼り付けられるマグネット式ホワイトボードシート。
大判マグネットシート 

たくさん書き込める幅1800×高さ1200mmの大型ホワイトボード。
脚付大判ホワイトボード 1812（片面）

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

スチールタイプ

※スチール面以外にはシートを磁力で貼り付けることはできません。
※スチール壁に貼り付けない状態ではシート上に他のマグネットを付けることはできません。
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ふっと浮かんだ
アイデアをメモ

好きなところへ持ち運ん
で、思い浮かんだアイデ
アをすぐにメモ。

書く

情報やアイデアを
すっきり整理

課題や悩みを
すぐに相談＆共有

気軽に貼って
社内にお知らせ

目にとまりやすい場所に
告知や案内を掲示して、
情報共有。

貼る
しっかり仕切って
簡易的な会議室に

周囲の視線を遮る会議空
間に。ワイドにたっぷり書
き込み OK。

仕切るしっかり

ゆるく仕切って
打ち合わせ空間に

オープンな場所にさっと
集合。ちょっとしたミー
ティングに。

仕切るゆるく

追加のマグネットトレイと消耗品については、
裏表紙をご参照ください。

マグネットを使って
掲示できます。

ピクトマーク
案内

仕 様アイコンについては
P.24 をご参照ください。

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

画鋲やピンを使って
掲示します。

『書く』『貼る』『仕切る』
三拍子揃ったホワイトボードが、ミーティングの効率化と活性化を実現します。

オフィス環境のオープン化が進み、手軽にミーティングが行える
空間が求められています。そこで活躍するのが『カジュアルスタ
イルホワイトボード』と『パーティションホワイトボード』。サッ
と空間を仕切って、ふっと浮かんだアイデアもすぐにメモ。オフィ
スのあらゆる場所が、ミーティングスペースに早変わりします。

カジュアルスタイルホワイトボード パーティションホワイトボード

ブラックフレームタイプ片面掲示板タイプ連結タイプ（3連・2連・1連）ALKU
パーティションホワイトボードパーティションホワイトボードパーティションホワイトボード

シャープなデザインで空間を引き締め
る、お洒落な両面ホワイトボード。

ホワイトボード＆掲示板機能を兼備。
スペースの有効利用が可能に。

すき間なく空間を仕切って、ワイドに
使えるホワイトボード＆掲示板。

ミーティングに連れて歩きたくなる、
オフィスのお洒落なパートナー。

→ P.31→ P.30→ P.29→ P.28

カジュアルスタイルホワイトボード

ホワイトボードを
もっと身 近に。

●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地） ●芯材：段ボール 
●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装） ●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ストッパー付（全個）
●付属品：トレイ、マーカー（黒、赤 各１本）、イレーザー（大）

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 品 番 フレーム

カラー 注文コード 本体価格
（税抜）

W956・D572・
H1800

W876・
H1176 10.7

ALK-0912DSK-NV ネイビーブルー
■ 428-245 ￥49,800

ALK-0912DSK-LG ライトグレー
■ 428-246 ￥49,800

ALK-0912DSK-NV ALK-0912DSK-LG

H1800 （キャスタータイプのみ）

突然の打ち合わせにも対応。オフィスのあらゆる場所に連れ出したくなるホワイトボード。
カジュアルスタイルホワイトボード ALKU アルク

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

おしゃれなオフィス家具にあわせやすいスマートな
脚形状。移動時に踏み出す足の動きを妨げず、軽
量で機動性・安定性にも優れています。

デザイン性・機動性に優れた脚形状。 重ねてコンパクトに収納可能。
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180度 180度展開時

180度 180度収納時

展開・収納の形式（3連）

端のキャスターは1つ
なので並べて使うとき
も隙間ができません。

※掲示面でのマグネット使用の際のご注意については、P.30下部をご参照ください。

片面はホワイトボード、片面は掲示板として使用可能。3連・2連は、
ホワイトボード面と掲示板面を交互に連結しての使用も可能です。

片面掲示板タイプが新たに加わりました。

フレキシブルな
使い方が可能！

片面掲示板タイプ

交互に連結しての使用も可能

マグネットも
くっつく！

ピンも
させる！

両面
筆記可能

KWC-0915BSA-GR KWC-1215BSK-GY

［共通仕様］●脚：スチール（粉体塗装） ●板面：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝
クロス（ポリエステル） ●芯材：スチール、段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装） ●トレイ：
ABSマグネット式 ●キャスター：ストッパー付（対角 2 個） ●アジャスター：高さ調整付 ●付属品：トレイ

H1540 （キャスタータイプ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 掲示面

カラー
注文

コード
本体価格
（税抜）

W1207・D490・H1540 W1133・H1386 20.2 KWC-1215BSK-GR グリーン
■

428-047 ￥42,000
W907・D490・H1540 W833・H1386 15.7 KWC-0915BSK-GR 428-046 ￥36,000
W1207・D490・H1540 W1133・H1386 20.2 KWC-1215BSK-GY グレー

■
428-043 ￥42,000

W907・D490・H1540 W833・H1386 15.7 KWC-0915BSK-GY 428-042 ￥36,000

H1500 （アジャスタータイプ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 掲示面

カラー
注文

コード
本体価格
（税抜）

W1207・D490・H1500 W1133・H1386 20.2 KWC-1215BSA-GR グリーン
■

428-049 ￥42,000
W907・D490・H1500 W833・H1386 15.7 KWC-0915BSA-GR 428-048 ￥36,000
W1207・D490・H1500 W1133・H1386 20.2 KWC-1215BSA-GY グレー

■
428-045 ￥42,000

W907・D490・H1500 W833・H1386 15.7 KWC-0915BSA-GY 428-044 ￥36,000

H1800 （キャスタータイプのみ）
タイプ 製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文

コード
本体価格
（税抜）

3 連 W2724・D589・
H1790

W2456（3面合計）・
H1643 31.5 PWJ-2718DSK 428-194 ￥128,000

2 連 W1844・D589・
H1790

W1666（2面合計）・
H1643 22.2 PWJ-1818DSK 428-193 ￥88,000

1連 W964・D589・
H1790 W876・H1643 12.8 PWJ-0918DSK-C 428-197 ￥48,000

H1500 （キャスタータイプのみ）
タイプ 製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文

コード
本体価格
（税抜）

3 連 W2724・D589・
H1500

W2456（3面合計）・
H1353 27.0 PWJ-2715DSK 428-192 ￥118,000

2 連 W1844・D589・
H1500

W1666（2面合計）・
H1353 19.1 PWJ-1815DSK 428-191 ￥80,000

1連 W964・D589・
H1500 W876・H1353 11.2 PWJ-0915DSK-C 428-195 ￥42,000

〈ホワイトボード面〉 〈掲示面〉

ホワイトボード面をミーティングスペース側に、掲示板面を通路側に設置することで、
効率よくスマートに空間を仕切ることができます。

掲示面は、マグネットとピンの両方に対応。
Point

マグネットも
くっつく！

ピンも
させる！

〈ホワイトボード面〉 〈掲示面〉

［共通仕様］●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地） ●芯材：段ボー
ル ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装） ●トレイ：ABS マグネット式 ●キャスター：ストッパー付（全個） 
●付属品：トレイ、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

［共通仕様］●脚：アルミダイキャスト（粉体塗装） ●板面：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝ク
ロス（ポリエステル） ●芯材：スチール、段ボール ●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装） ●トレイ：ABS マグネッ
ト式 ●キャスター：ストッパー付（全個） ●付属品：トレイ、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

3 連 3 連2 連 2 連1 連 1 連

PWJ-2718DSK PWJ-2718BSKPWJ-1818DSK PWJ-1818BSKPWJ-0918DSK-C PWJ-0918BSK-C

H1800 （キャスタータイプのみ）
タイプ 製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 掲示面

カラー
注文

コード
本体価格
（税抜）

3 連 W2724・D589・
H1790

W2456（3面合計）・
H1643 53.6 PWJ-2718BSK

ネイビー
ブルー
■

428-383 ￥188,000
2 連 W1844・D589・

H1790
W1666（2面合計）・

H1643 37.1 PWJ-1818BSK 428-382 ￥130,000
1連 W964・D589・

H1790 W876・H1643 20.6 PWJ-0918BSK-C 428-387 ￥72,000

H1500 （キャスタータイプのみ）
タイプ 製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 掲示面

カラー
注文

コード
本体価格
（税抜）

3 連 W2724・D589・
H1500

W2456（3面合計）・
H1353 45.3 PWJ-2715BSK

ネイビー
ブルー
■

428-380 ￥173,000
2 連 W1844・D589・

H1500
W1666（2面合計）・

H1353 31.5 PWJ-1815BSK 428-379 ￥118,000
1連 W964・D589・

H1500 W876・H1353 17.7 PWJ-0915BSK-C 428-384 ￥63,000

※マグネット利用としては、A4コピー用紙1枚～2枚程度とめられるくらいを目安にお考えください。　※マグネットクリップ等自重の重いマグネットは使用できません。
※マグネットトレイは掲示面には使用できません。

※掲示面でのマグネット使用の際のご注意
については、ページ下部をご参照ください。

掲示面でのマグネット使用の際のご注意
（連結タイプ・片面掲示板タイプ 共通）

964 878878
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17
90

964 878878

2724

17
90

17
90

964 878

1844

17
90

878 964

1844

17
90

964

17
90

964
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
パーティションホワイトボード 連結タイプ（3 連・2 連・1 連） 

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

オフィスの多彩なミーティングスペースに対応できる、片面が掲示板のパーティションホワイトボード。
パーティションホワイトボード 片面掲示板タイプ

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

両面ホワイトボードタイプ 片面掲示板タイプ

空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせ
をしたいときなど、シーンにあわせた使い方が可能。シックな配色で、様 な々オフィス空間
にマッチします。

「しっかり」も、「ゆるく」も。
片面はホワイトボード、片面は掲示板として使用可能。3連・2連は、
ホワイトボード面と掲示板面を交互に連結しての使用も可能です。

片面掲示板タイプが新たに加わりました。

掲示面は、マグネットとピンの両方に対応。

使用したいときにすぐ移動できるキャスター付。
簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。（スタッキング可）

移動も収納も「ラクラク」。

ミーティングスペースを自由にレイ
アウトしたい方に、便利にお使いい
ただけます。

片面はパーティションに、
片面はホワイトボードとして。

ボードがすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込む
ことが可能です。

ワイドにたっぷり書き込めるすき間のない連結タイプ。
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［共通仕様］●脚：スチール（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地） ●芯材：段ボール
●フレーム・支柱：アルミ（粉体塗装） ●トレイ：ABSマグネット式 ●キャスター：ストッパー付（対角 2 個）
●付属品：トレイ、マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（大）

パシャボ機能対応製品
板書のデータ保存も手軽に行うことができます。

詳細については、P.26を
ご参照ください。

製品サイズ
mm

板面有効寸法
mm

質量
kg 仕様 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）

W1250・D560・
H1840

W1176・
H1643 15 両面スチール：

無地／無地 WBC-S1218DSK-BK 428-055 ￥46,000
W950・D560・

H1840
W876・
H1643 12.1 両面スチール：

無地／無地 WBC-S0918DSK-BK 428-054 ￥38,000

WBC-S0918DSK-BKWBC-S1218DSK-BK

Point
重ねてコンパクトに収納可能。

フレームは落ち着きのあるシボ塗装
で仕上げました。

グレード感を高めるシボ塗装。

H1840 （キャスタータイプのみ）

〈キャスタータイプ〉
KW-0409DSQKT
423-996
￥19,000
製品サイズ：
W518×D402×H1270mm
板面有効寸法：
W454×H904mm
質量：5.2kg

〈アジャスタータイプ〉
KW-0409DSQAT
423-997
￥18,000
製品サイズ：
W518×D402×H1230mm
板面有効寸法：
W454×H904mm
質量：5.0ｋｇ

PWG-0514DSK PWG-0514BSKPWG-0314DSK PWG-0314BSKPWG-0512DSK PWG-0512BSKPWG-0312DSK PWG-0312BSK

●脚：スチールパイプ（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地） ●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装） 
●粉受：ABS 押出し材 ●コーナー：ABS 樹脂 ●キャスター：ストッパー機能付（２個） ●アジャスター：高さ調整付●付属品：マーカー

（黒・赤）、イレーザー

Point

スッキリしたフレーム構造で
掲示内容を邪魔しません。

用途やシーンにあわせて、
使用する面をセレクト。活
用の幅が広がります。

キャスターはストッパー付なの
で、しっかり固定でき安心です。

ストッパー

〈ホワイトボード面〉 〈掲示面〉 片面掲示板タイプは、
ホワイトボード面と
掲示面の活用が可能。

［共通仕様］●脚：スチールパイプ（粉体塗装） ●板面：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝クロス（ポ
リエステル） ●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装） ●コーナー：ABS 樹脂 ●キャスター：
ストッパー付（対角 2 個）

［共通仕様］●脚：スチールパイプ（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面スチール／無地） ●芯材：段ボー
ル ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装） ●コーナー：ABS 樹脂 ●キャスター：ストッパー付（対角 2 個）

●脚：スチールパイプ（粉体塗装） ●板面：水性塗装鋼板（両面／無地） ●芯材：段ボール ●フレーム：アルミ押出し材（粉体塗装） ●粉受：
ABS押出し材 ●コーナー：ABS樹脂 ●キャスター：ストッパー付（対角 2 個） ●付属品：マーカー（黒、赤 各 1 本）、イレーザー（中）

製品サイズmm 板面有効寸法mm 質量kg 仕様 品 番 注文コード 本体価格（税抜）

W748・D462・H1605 W567・H867 8.7 両面：無地／無地 KW-0609DSVT 428-053 ￥22,000

本体側面に、ワンタッチでロックを解除できるス
トッパーを装備。片手で簡単に操作できます。

KW-0609DSVT

一般的な
ホワイトボード

横回転式コンパクト
ホワイトボード

必要奥行
約600mm

必要奥行
約900mm

H1605 （キャスタータイプのみ）

H1400 （キャスタータイプのみ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）
W515・D390・

H1400 W450・H888 4.8 PWG-0514DSK 428-074 ￥23,000
W365・D390・

H1400 W300・H888 4.0 PWG-0314DSK 428-073 ￥20,000

H1400 （キャスタータイプのみ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）
W515・D390・

H1400 W450・H888 4.9 PWG-0514BSK 428-397 ￥25,000
W365・D390・

H1400 W300・H888 4.1 PWG-0314BSK 428-396 ￥22,000

H1200 （キャスタータイプのみ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）
W515・D390・

H1200 W450・H888 4.6 PWG-0512DSK 428-393 ￥22,000
W365・D390・

H1200 W300・H888 3.8 PWG-0312DSK 428-390 ￥19,000

H1200 （キャスタータイプのみ）
製品サイズ

mm
板面有効寸法

mm
質量
kg 品 番 注文コード 本体価格

（税抜）
W515・D390・

H1200 W450・H888 4.7 PWG-0512BSK 428-395 ￥24,000
W365・D390・

H1200 W300・H888 3.9 PWG-0312BSK 428-394 ￥21,000

ちょっとした打ち合わせの際に手軽に移動。横回転なので
回転半径が小さく、省スペースのホワイトボードです。

ホワイトボードに黒のフレームを施したシャープなデザイン。オフィス空間をおしゃれに演出します。
パーティションホワイトボード ブラックフレームタイプ 

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

薄くてスッキリ、デザイン性の高い案内板。ボードマーカーで書けます。
案内板 PWG タイプ

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

両面ホワイトボードタイプ 片面掲示板タイプ

横回転なので、小スペースでも楽々回転。ワンタッチストッパーで片手でも簡単に回転できるコンパクトホワイトボード。
横回転式コンパクトホワイトボード

水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

両面ホワイトボード案内板
水性
塗装

水性
接着剤

粉体
塗装

スチールタイプ

縦長のホワイトボードなので座ったままでも書き込みしやすく、ミーティング
がスムーズに進行。マグネットトレイの位置も自由に変更できます。

座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状。

キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在。可変性に優れた空間
が新たなアイデアを生み、コミュニケーションを活性化します。

自由なレイアウト変更でコミュニケーションを活性化。

回転軸が縦なので、裏返すときに
スペースをとりません。

ワンタッチストッパー採用で、
片手で楽々回転。

スチールタイプ

3231 グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色 グリーン購入法適合商品：注文コードが緑色

CASUAL STYLE WHITEBOARD / 
PARTITION WHITEBOARD



最大 827mm

液晶ディスプレイで使える

プレゼン環境を選ばない

1

4

大型ディスプレイにも対応する、本格的な長さ

レーザーポインター搭載 （EB-R20のみ）

指示棒でポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ
送り/戻しの操作ができます。都度パソコンを操作する必要がなく、スムー
ズ＆スマートな進行をサポートします。

スマートなプレゼンをサポート2 簡単スライド操作機能

（ページ送り/戻しボタンを同時長押しでブラックアウト）

レーザーポインター
※EB-R20のみ

ページ戻し

ページ送り

長押しで
スライドショー終了

長押しで
スライドショー開始

多機能モデルEB -R20は、
レーザーポインター（赤色）を
搭載。ディスプレイでは指示棒、
プロジェクターではレーザー
ポインターと使い分けが可能。
プレゼンテーション環境を選
ばず安心です。

●質量：111g（電池含む）
●レーザーポインター機能：なし
●電池寿命※1：
　プレゼン機能操作時 約1,000時間※2

EB-10　28-503
¥12,800

●質量：115g（電池含む）
●レーザーポインター機能：赤色レーザー（波長：635nm）
●ビーム形状：ドット照射（直径約8mm）10m照射位置にて計測時
●電池寿命※1：
　プレゼン機能操作時 約1,000時間※2、
　レーザー連続点灯時 約20時間

EB-R20　28-504
¥16,800

［共通仕様］●外形寸法（突起部除く）：W210（収納時）〜827（最大伸長時）×D28×H26mm ●ワイヤレス通信方式：RF2.4GHz/Bluetooth Ver.4.0 ●ワイヤレス通信距離：最大半径約30m ※ 3 ●使用電池：単3アルカリ乾電池 1 本 
●対応機種：以下の OS が標準インストールされたデバイス ●対応 OS ※ 4：〈RF2.4GHz モード〉Windows 7/8/8.1/10、Mac OS X 10.5 以降〈Bluetooth モード〉Windows 8.1/10、Mac OS X 10.11、macOS 10.12 以降、
iOS 10 以降、Android 5 以降 ●対応アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016、PowerPoint for Mac 2011/2016、Keynote 6.5 ※ 5

※1 電池寿命はすべての条件下で保証するものではありません。ご使用の乾電池の性能やお使いの環境などにより異なります。
※2 １時間にページ送り/戻し操作を150回行った場合。　※3 障害物がない見通しの良い場所での値です。ご利用の環境や無線LAN、パソコン周辺機器から発せられる電波の影響により、到達距離が短くなることがあります。
※4 Mac OSではブラックアウト機能はご使用になれません。　※5 Keynoteではスライドショー開始、ブラックアウト機能はご使用になれません。 
・Microsoft、Windows、PowerPointおよびロゴは、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。
・Macintosh、Mac OS X、macOS、KeynoteはApple Inc.の米国及びその他の国における商標です。　・ iOSの商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。　・AndroidはGoogle Inc.の商標です。 
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、プラス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。 

ディスプレイでのプレゼンに最適。
ポインターの新定番。

レーザーポインターを搭載。
プレゼン環境を選ばない。

指示棒

プレゼン機能

指示棒

プレゼン機能

レーザーポインター

Alessandro Paulis

Sebastiano Mandruzzato

イタリア生まれ。ミラノ工科大学にて優秀学位を修得、1993年から建築
家、デザイナーとしてデザイン会社にてプロダクト、パッケージ、コミュニケ
ーションのデザインに携わり、1996年から2000年まではミラノのMomo 
Design社のデザインディレクターを務める。

イタリア、ヴェネツィア生まれ。2011年にIUAV大学の工業デザイン学
部を卒業後、Alessandro Paulis デザイン会社でプロのキャリアをスタ
ート。2016年にはデザイナー、フォトグラファー、グラフィックデザイナーと
してFormia Luxury Murano社とコラボレーション。

軽量で疲れにくい！
握りやすく、長時間使用しても
疲れにくい軽量設計。
（EB-10：111g、EB-R20：115g）

指示棒は7段階で、最大827mmまで自由に伸縮可能です。
オフィスや学校で主流の50〜80インチの大型ディスプレイ
で分かりやすくポイントを示すことができます。

80V

先端部は、ソフトなエラストマー素材
を採用。ディスプレイに触れても傷
がつきにくい仕様で、安心・快適に
使用できます。

■ US　■ EMEA　■ Asia　■ Oceania

指示棒
新スタイルポインター！
レーザーポインター＆プレゼン機能付

「レーザーポインターが
液晶ディスプレイで使えない！」
という悩みを解消するために生まれた
高機能指示棒です。

本体下部に収納されたUSBレシーバーをパ
ソコンに差し込むだけで、直ぐに2.4GHzワイ
ヤレス通信が可能です。また、Bluetoothを
使えば、タブレットやUSBポート非搭載のパ
ソコンなど、多様な機器との接続ができます。

タブレットでもプレゼンできる3 Windows / Mac OSにも対応

USBレシーバー

Bluetooth2.4GHz
ワイヤレス通信

両対応

※対応OSの詳細は、ページ下部の共通仕様をご覧ください。

イタリア人デザイナーを起用した
使いやすく、スタイリッシュなデザイン

ホワイトの本体にレッドのアクセントを効かせた、従来
の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。ロッド部分
が収納される機構や、押しやすくシンプルなボタン配
置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、
スタイリッシュなデザインを追求しました。

実物大

昔ながらの指示棒が
新しいコンセプトで生まれ変わりました。

Testadura.Ltd

プレゼンテーションスティック e-bow イーボー

スタンダードモデル 多機能モデル

薄型テレビや液晶ディスプレイでのプレゼンテーションに！

3433

PRESENTATION STICK



ズーム

緑色光

ズーム

赤色光
2倍4倍6倍8倍

プレミアムラインの美しさはそのままに、
ポイントサイズを大きく、見やすく調整できるズーム機能を搭載。

そのスタイルは、一線を越えた。
Premium Line Zoom 登場。

プラスのグリーンは 

電池寿命が大幅アップ

NEW

従来

約3時間

30時間
（10倍）

0℃ 〜 35℃
従来：15℃〜35℃

上質な光沢を放つペン型のボディや、ダイヤカットを施した照射部
周りなど、従来のレーザーポインターとは一線を画したデザイン。
高級文具のような「持つ喜び」を感じさせるラインアップです。

圧倒的な質感、魅せるデザイン。
ポイントサイズが変わる

ズーム機能

新方式ダイレクトグリーンだから、
電池寿命

10倍
低温に

強い

プラスのレーザーポインターは、
消費生活用製品安全法適合品です。

鮮明な

光

※ズームモデルを除く（自社比較） ※使用する電池によります（自社比較）

※画像はイメージです。実際には光線は見えません。

※点灯イメージ画像

その他のレーザー光の特長

約2倍※明るく感じる
波長635nm赤色光タイプ

赤色光 2倍
650nm635nm

約8倍※明るく感じる緑色レーザー

緑色光 8 倍
視認性

視認性

2倍

視認性
2倍3倍5倍

※赤色光（650nm）との波長比較

従来のグリーン
ギラギラが強い

ギラつきを抑え、
見やすさを改善

●最大出力：1mW以下（クラス2）
●発光部：半導体グリーンレーザー　●波長：515nm（緑色光）
●ビーム形状：約5〜40ｍｍ/約8倍（距離3m時）先端部ダイヤル調整式
●夜間到達距離：約100m（ポイントサイズ最小時）
●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約20時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：0〜35℃
●外形寸法：W152×Φ14mm（突起部除く）
●質量：72g（電池含む）
●材質：真鍮　●包装単位（個）：1/10/100

●最大出力：1mW以下（クラス2）
●発光部：半導体レーザー　●波長：635nm（赤色光）
●ビーム形状：約5〜25ｍｍ/約5倍（距離3m時）先端部ダイヤル調整式
●夜間到達距離：約100m（ポイントサイズ最小時）
●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約24時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：5〜35℃
●外形寸法：W152×Φ14mm（突起部除く）
●質量：72g（電池含む）
●材質：真鍮　●包装単位（個）：1/10/100

パールホワイト PL-G525WH 28-399
¥28,000

ホワイト PL-R520WH 28-398
¥9,000

※ズーム拡大時（自社比較でのイメージ）

消費電力がばらつきやすい結晶を使用
する従来方式（DPSS）と比べ、半導体
レーザーが直接発光する新方式は、高
度な点灯制御が可能になり、大幅に長
い電池寿命を実現しました。

従来方式（DPSS)は温度の影響を受けや
すい結晶を使用し緑色光を作り出してい
ましたが、新方式は高性能の半導体レー
ザーが直接発光することにより、より幅広
い環境温度での使用が可能になりました。

結晶を使用し複雑な構造をした従来方
式（DPSS)と比べ、半導体レーザーが直
接発光する最小限の構造をした新方式
は、より正確な光学設計が可能になり、
鮮明な緑色光を実現しました。

ズームモデル

新設計のズーム機構は、光学系を見直すことでスッキリした輪郭のスポット径に。
これにより、緑色光なら約 8 倍、赤色光なら約 5 倍のズーム倍率を実現しました。

※ポイントサイズを大きくするほど、明るさは低減します。

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン 

連続 30時間 （従来比10倍） ギラつきの少ないすっきり光低温環境でもすぐ点灯

ズーム倍率 約 8 倍 ズーム倍率 約 5 倍

ポイント径：約 5〜40mm ポイント径：約 5〜25mm

先端部を回すことで、ポイントサイズの調整が
できます。大きな照射サイズでより見やすく、
効果的なプレゼンテーションをサポートします。

ドット
照射

緑色光

●最大出力：1mW以下（クラス2）
●発光部：半導体グリーンレーザー　●波長：515nm（緑色光）
●ビーム形状 ：ドット照射 直径約10mm※1

●夜間到達距離：約100m　●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約30時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：0〜35℃
●外形寸法：W138.5×Φ14mm（突起部除く）　●質量：69g（電池含む）
●材質：真鍮　●包装単位（個）：1/10/100

パールホワイト PL-G125WH 28-379
¥22,000

●最大出力：1mW（クラス2）
●発光部：半導体レーザー　●波長：635nm（赤色光）
●ビーム形状：ドット照射 直径約8mm※1

●夜間到達距離：約100m　●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約20時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：5〜35℃
●外形寸法：W136×φ14mm（突起部除く）　●質量：約71g（電池含む）
●材質：真鍮　●包装単位（個）：1/25/100

ドット
照射

赤色光

ホワイト PL-R120WH 28-193
レッド PL-R120RD 28-195
¥7,000

2倍

視認性

●最大出力：1mW（クラス2）
●発光部：半導体レーザー　●波長：635nm（赤色光）
●ビーム形状：ドット照射 直径約8mm※1

●夜間到達距離：約100m　●使用電池：単4形乾電池1本
●電池寿命（連続点灯時）：約5時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：5〜35℃
●外形寸法：W120×φ14mm（突起部除く）　●質量：約60g（電池含む）
●材質：真鍮　●包装単位（個）：1/25/100

ドット
照射

赤色光

ホワイト PL-R110WH 28-182
ブルー PL-R110BL 28-183
ピンク PL-R110PK 28-185
¥6,000

2倍

視認性

ドット照射モデル

視認性の高いダイレクトグリーン。 20 時間の連続使用ができる赤色レーザー長寿命タイプ。 ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ。
ダイレクトグリーン・レーザーポインター 赤色光レーザーポインター 赤色光レーザーポインター

※1 10m照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。

交換時期残量少残量あり

ブラック　LP-G255　28-384　

¥20,000
●最大出力：1mW以下（クラス2）
●発光部：半導体グリーンレーザー　●波長：515nm（緑色光）
●ビーム形状：ドット照射（直径約10mm）10m照射位置にて計測時
●夜間到達距離：約100m
●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約30時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：0〜35℃
●外形寸法：H110×W30×D17mm
●質量：48g（電池含む）　●材質：ABS
●包装単位（個）：1/10/100

LED の色が変化し、タイム
リーな電池交換をサポート
します。

本体スイッチを OFF
にすれば、レーザーが
照射されず安心です。

押しやすさにこだわった大き
な照射ボタン。軽いタッチで
楽に押すことができ、長時
間押し続けても疲れにくい
設計です。

ホワイト　LP-R250　28-383　

¥5,000
●最大出力：1mW以下（クラス2）
●発光部：半導体レーザー　●波長：635nm（赤色光）
●ビーム形状：ドット照射（直径約8mm）10m照射位置にて計測時
●夜間到達距離：約100m
●使用電池：単4形乾電池2本
●電池寿命（連続点灯時）：約20時間（アルカリ電池使用時）
●使用温度域：5〜35℃
●外形寸法：H110×W30×D17mm
●質量：48g（電池含む）　●材質：ABS
●包装単位（個）：1/10/100

ドット
照射

緑色光

ドット
照射

赤色光

2倍

視認性

背面の窪みにより握りやすく、親指が自然
と照射ボタンに導かれる形状。暗がりで
も指先で照射ボタンを見つけ出せます。

握りやすく安心のデザイン

電池残量をお知らせ

本体電源スイッチ付

押しやすい
大きな照射ボタン

電池切れの不安解消！電池残量お知らせ機能付。軽くて、コンパクト、シンプルで心地よいデザインのレーザーポインター。

LP-430　28-105　
¥35,800
●最大出力: 1mW（クラス2） 
●発光部: DPSSレーザー 　
●波長: 532nm（緑色光） 
●ビーム形状:ドット照射 直径約10mm※1

　サークル照射 直径約90mm※2（楕円）
　ライン照射 約90mm※2 
●使用電池:単3形乾電池2本 
●電池寿命（連続点灯時）:約10時間
　（アルカリ電池使用時） 
●外形寸法: W130×D32×H18mm　
●質量: 約95g（電池含む） 
●材質: ABS　●包装単位（個）:1/10/100 

※ 1 10m 照射位置にて、ドット形状の長辺を測定。 ※ 2 3m 照射位置にて、照射形状の長辺を測定。 ●本製品はプレゼンテーションツールとしての使用を前提に設計されております。 ●本製品は日本国内仕様です。
●使用電池について : アルカリ電池、マンガン電池以外は使用しないでください。 ●改良のため予告なく仕様・外観などを変更することがあります。 ●製品の色は印刷物のため、実際の色と若干異なります。

LP-030　28-106
オープン 
●最大出力:1mW（クラス2） 
●発光部:半導体レーザー
●波長:650nm（赤色光） 
●ビーム形状:ドット照射 直径約8mm※1 

●使用電池:単4形乾電池2本 
●電池寿命（連続点灯時）: 約25時間（アルカリ電池使用時） 
●外形寸法:W101×D28×H16mm 
●質量:約42g（電池含む） 
●材質:ABS　●包装単位（個）:1/10/100 

ドット
照射

ライン
照射

緑色光

サークル
照射 8 倍

視認性

ドット
照射

赤色光

電池残量表示付レーザーポインター 

多形状・緑色光レーザーポインター 赤色光レーザーポインター
緑色レーザーで高い視認性。
ドット、ライン、サークル照射の3機能。

持ちやすいなめらかカーブと大きなボタンで、
使いやすさをさらに追求。

レーザーポインター Premium Line プレミアムライン 

3635



画面中心高
1263ｍｍ
（MAX）

4 3型

1745mm
1695mm
1645mm
※調節可

815mm
815mm

559mm

画面中心高
889ｍｍ

4 3型

1348mm

608mm440mm

画面中心高
940ｍｍ
（MAX）

424mm

1285mm
1237mm
1189mm
※調節可

608mm440mm

32型

SNG-43-ST  
428-062 
オープン
●外形寸法：
　W559×D608×H1348mm
●質量：21kg

●電源の仕様：5V、2A
（USB TYPE Aコネクター）

スティック型 PC などにUSB
端子から電源供給が可能です。

SNG-32-ST  
428-061 
オープン
●外形寸法：
　W440×D608×H1285mm
●質量：16.5kg

メディアプレーヤー内蔵ディスプレイなので、 電源を入れるだけでUSBメモリ、
または SDカード  ※ 内のコンテンツを自動再生（wmv、jpeg のみ） 。
毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。

省スペースでの設置も可能な 傾斜タイプ 視認性の高い 直立タイプ

※USBメモリとSDカードを両方挿して使用することはできません。

ビルのエントランスに。

台座の後側のキャスターで、移動がス
ムーズ。本体を後側に倒しながら、少な
い力で簡単に動かすことができます。

液晶モニターは、縦・横どちらの向きでも設
置が可能。スペースや利用シーンにあわせて
お選びいただけます。

キャスター付で移動がラク。 縦・横での設置が可能。

USBメモリ挿入口（カバー付）。 USB電源供給端子付。 SDカード挿入口（カバー付）。

※SDメモリカード  （2GBまで）とSDHCメモリカード  （32GBまで）に対応しています。

パソコン不要のスタンドアローン型デジタルサイネージ。
いますぐサイネージ

つまずきを防止・スタイリッシュなデザイン 画面中心高は、最上段で1263ｍｍ
（3段階の高さ調整が可能）

オフィス・飲食・服飾・工場など、業種別のテンプレートが付いているので、
どなたでも簡単にコンテンツの作成ができます。

プラスオリジナル、いますぐ始められる
テンプレート入りUSBメモリ付属。特長 2

業種別に
縦型・横型、
全29種付属。

ディスプレイにUSBメモリ、または SDカード  ※ を挿入した状態で、PC からネットワーク
経由で自動再生用のコンテンツの書き換えが可能 ※ 。コンテンツを書き換える際にUSB
メモリ／ SDカードをディスプレイから抜き挿しする手間がなくなります。
※USBメモリとSDカードを両方挿して使用することはできません。
※自動再生に対応可能なファイルは、動画wmv、静止画jpeg。

ネットワーク経由でUSBメモリ／SDカード内の
コンテンツを書き換え可能な専用ソフトウェア同梱。特長 3

※画面はハメコミ合成です。

重厚感よりもディスプレイを引き立てるシンプルさを追求しつつ、カジュア
ルになりすぎず、オフィスやビルのエントランスにも溶け込むスタイリッシュ
なデザインを目指しました。キャスター付なので移動も簡単です。

シンプルでスタイリッシュなデザイン。
独自設計の専用スタンド。特長 1

社内のイベント告知に。 ※画面はハメコミ合成です。

傾斜タイプの移動方法

LANハブ
LANケーブルで接続しておけば、PCから自動
再生用のコンテンツを簡単に配信できます。

SNG-43-STV  428-167  
オープン
●外形寸法：W815×D815×H1745mm
●質量：35.5kg

FSL-80V  423-830  ¥48,000
●スクリーンサイズ：80ワイド型 W1723×H1077mm 　●質量：6.5kg 

FSL-60  423-828  ¥36,000
●スクリーンサイズ：60型 W1220×H915mm 　●質量：5.5kg

FSL-80  423-829  ¥46,000
●スクリーンサイズ：80型 W1626×H1220mm 　●質量：6.3kg 

KP-40  28-658  ¥25,000
●スクリーンサイズ：40型 W810×H610mm 　●質量：2.0kg

KP-40

MTDS-50-ST  428-413   
オープン
●外形寸法：W1122×D815×H1649mm
●質量：37.5kg

MTDS-STAND  428-066  
¥58,000
●外形寸法：W815×D815×H1340mm
●質量：25.0kg

●搭載テレビサイズ：～55型
●最大積載質量：25kg

ポール式

フロアタイプスクリーン テーブルトップスクリーン

専用ソフト※を使うと、情報共有がさらにスムーズに。
」）償無（tcennoC draobypoC SULP「※

パソコンと接続したコピーボードの板面をリモート操作でスキャンし、リ
アルタイムでディスプレイ上にポップアップ表示する専用ソフトウェアが
ダウンロード可能。会議の議事録を表示して、Web 会議システムで
参加者と情報を共有することも可能です。また、スキャンした板面を
表示しながら、コピーボードの次ページに書き込むこともでき、情報共
有の効率化が図れます。 詳細については、P.16を

ご参照ください。

ケース一体型で持ち運びやすい軽量・コンパクト設計。 テーブルの上に設置できるコンパクトなスクリーン。
キャリングケース付のスタンド・収納ケース一体型。

FSLシリーズ KPシリーズ

50 型ディスプレイ＋
スリムスタンドセット

スリムスタンド単品

会議室のプレゼンテーションディスプレイに最適。
独自設計の専用スタンドは、オフィス向けにデザインされた落ち着きのあるホワイトカラーです。

ミーティングディスプレイ 

プロジェクタースクリーン

ツールバー

US Bケーブル

CLICK!
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画面中心高

※画面はハメコミ合成です。
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