10.1型液晶ペンタブレット

DTU-1141B

10.1-inch
Pen Display

DTU-1141B

The leading
eDocument and
eSignature solution

製品概要

主な特長:

10.1 インチのフル HD 解像度の画面を備え、最小の設置スペースを誇る薄
型の DTU-1141B を使用すると、ドキュメントを最適に表示したり、電子サ

• フ
 ルカラー、フル HD 解像度 (1920 x 1080) および

イン向けの理想的な環境を提供することができます。本製品は外部モニタと
しても使用でき、ワコム独自のペンテクノロジーを使用することで書き込み
や署名も行えます。お客様が電子サインを確認したり、さまざまなフォームを
表示してドキュメントに注釈を付けたりできますので、ペンを使用して画面上
で直接操作を行うことが必要なビジネスシーンに最適です。また、電子サイ
ン機能以外にも、スライドショーや動画を表示できます。

広視野角を誇る 10.1 インチ液晶画面
• 特許取得のコードレスな電池レスペン、1024 レベルの
筆圧機能により、サインしやすく、優れた書き心地
• USB ケーブル 1 本で簡単に接続。USB ケーブルでビデオ、
電源、USB データを供給
• セ
 キュアなトランザクションを約束する最新の暗号化技術

• 4 つの静電容量式エクスプレスキーを、よく使う機能に
割り当て可能
• ア
 ンチグレア強化ガラスを画面に採用し、高い耐久性と
見やすさを実現
• 識別可能な独自のハードウェア ID（UID）
• 必要な場合にユニットを保護する Kensington® セキュリティス
ロット
• サ
 ードパーティ製アームおよびスタンドを VESA 規格
マウントに取り付けて使用可能

仕様

タブレットおよびペン

本体製品型番：DTU-1141B/K1

外形寸法（幅 x 高さ x 奥行、
スタンドを除く）

283x210x11mm

読取方式

電磁誘導方式（EMR）

重さ
（スタンドを含む）

800 g

読取可能範囲

223x 125mm

スタンド角度

15°

読取分解能

0.01mm/ポイント

電源

USBバスパワー(ACアダプタ不要)

読取精度

±0.5 mm（中央）

消費電力

最大5W/1W（スタンバイ/サスペンド時）

読取速度

200PPS

通信インタフェース

USB 2.0

筆圧レベル

1024

対応OS

Windows 10 / 8.1 / 7（32ビット、64ビット）

セキュリティロックスロット

有り

暗号化方式

AES 256 / RSA 2048

データセキュリティ

内部メモリを使用しないリアルタイム署名キャプチャ

Mac OSX 10.9以降

液晶画面
液晶パネル

AHVA

カバーガラス表面

アンチグレアエッチング強化ガラス

画面サイズ

10.1型(223.2 x 125.6 mm)

アスペクト比

その他
読取可能高さ

5 mm以上（中央）

ペンホルダー

内蔵型ペンコンパートメント、
ペンホルダー

16:9

マウントシステム

VESA 75 mm

最大表示解像度

フルHD、1920 x 1080ピクセル

署名ソフトウェアとの互換性

Wacom sign pro PDF:開発者はC++、.NETおよびJava

表示可能解像度

800 x 600、1366 x 768、1024 x 768、1280 x 800、
ドライバー

ワコムペンタブレットドライバー、およびDisplayLinkドライバーが必須

無償保証期間

1年

1440 x 900、1920 x 1080
視野角（水平/垂直）

170°/ 170°

輝度（明るさ）

200cd/㎡(通常時)

コントラスト比

1000:1（通常時）

応答速度

N/A

パッケージ内容

DTU1141B、スタイラスペン、USBケーブル、クイックスタートガイド、
ペン紛失防止ケーブル、替え芯x5、芯抜き、
VESA規格マウント用ねじ x4、USBプラグアタッチメント

アクセサリ
（オプション）
表示色

SDK/APIを使用しプログラム開発可能

1677万色

スタイラスペン
（UP772400A1）
、
ペンテザー
（ACK41207）、
3m USBケーブル（ACK4310601）、
4m USBケーブル（ACK4310602）、替え芯（ACK21201）、
USBプラグアタッチメント
（ACK43110）

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

03–5337–6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを

business.wacom.com
© 2020 株式会社ワコム お問い合わせ:
株式会社ワコム 〒160‐6131東京都新宿区西新宿8‐17‐1

住友不動産新宿グランドタワー31階

forbusiness@wacom.co.jp・03-5337-6704(受付時間 9:00～18:00 土・日・祝日を除く)
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強力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

10.1型液晶ペンタブレット

DTH-1152

10.1-inch
Pen & Touch
Display

DTH-1152

Compact, durable
electronic document
handling

製品概要

主な特長

DTH1152は、デジタル文書のレビューや書き込み、およびデジタル帳票へ

• 画面上で直接文書の表示や署名、
スケッチ、注釈の追加を

電子サインをする時に利用できる、
コンパクトな液晶ペンタブレットです。
ペン
入力とタッチ入力の両方が可能です。
ユーザーは液晶画面上に表示された文
書に直接書込みやサインを行えます。
10.1型のフルHD液晶画面は、まるで
紙に書いているような書き心地を実現し、耐久性も抜群です。

• HDMIビデオインタフェースの搭載により、柔軟な接続が

簡単に行える、快適な使い心地を実現した10.1型のフルHD

可能で、Citrix、VMwareを含むあらゆるシステムへの

カラー液晶パネル

シームレスな統合が可能です※

• 直感的に操作できるマルチタッチ機能を搭載。
• 傷のつきにくい強化カバーガラスの搭載により、
さまざまな
照明環境下での見やすさが向上し、
まるで紙のような
書き心地を提供するだけでなく、耐久性も備えています

• ケーブルの保護により、偶発的な断線を防止し、
安定性の向上を実現
• 縦置きモードと横置きモードを切り替えられるため利便性が
高く、
VESA規格マウントホールによりさまざまな設置方法が
可能で、
サードパーティ製スタンドの使用も可能
※仮想化環境の対応状況詳細についてはお問い合わせください

仕様

タブレットおよびペン

本体製品型番：DTH-1152/K0

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、
スタンドを除く)

279.8 x 209.9 x 16 mm

重さ(スタンドを含む)

1.0 kg

スタンド角度

一体型スタンド(横置き15°/縦置き15°)

電源

AC 100～240 V、
50/60 Hz

消費電力

読取方式

電磁誘導方式(EMR)

読取可能範囲

223x125mm

読取分解能

0.01 mm

読取精度

±0.5 mm（中央）

10 W(最大出力時)、
省電力モード: 0.5 W以下
省電力オフモード: 0.5 W以下

読取速度

200 PPS

通信インタフェース

USB 2.0

筆圧レベル

1024

エクスプレスキー

無し

暗号化方式

AES 256 / RSA 2048

対応OS

Windows 10 / 8.1 / 7 (32ビット、
64ビット)
Mac OSX 10.11以降

読取可能高さ

5 mm
（中央）

その他

液晶画面
画面サイズ

10.1型 (223.2 x 125.6 mm)

液晶パネル

AHVA

タッチ入力

有り

カバーガラス面

強化AGエッチングガラス

アスペクト比

16:9

最大解像度

1920 x 1080ピクセル

ビデオ入力

HDMI

視野角(水平/垂直)

170°
/ 170°

最大表示色

1677万色

輝度(明るさ)

200cd/㎡（通常時）

コントラスト比

1000:1
（通常時）

応答速度

N/A

ペンホルダー

内蔵型ペンコンパートメント、
ペンスタンド

セキュリティロックスロット

有り、
ケンジントン

マウントシステム

VESA 75 mm

電子サインソフトウェアの互換性

Wacom sign pro PDF:開発者はC++、.NETおよびJava SDK/
APIを使用しプログラム開発可能

ドライバー

ワコムペンタブレットドライバーが必要

無償保証期間

1年間

パッケージ内容

DTH-1152、スタイラスペン、ペン紛失防止ケーブル、替え芯、
芯抜き、専用接続ケーブル、ACアダプタ、 電源ケーブル、
クイックスタートガイド、
IPI（製品に関する重要なお知らせ）

アクセサリ
（オプション）

専用接続ケーブル(ACK-420-12)、
ACアダプタ(ACK-420-14)、
VGA to HDMIケーブル(ACK-420-13-01)、
ペン(UP-7724-00A)、
ペン紛失防止ケーブル(ACK-420-07K)、
替え芯(ACK-212-01)

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。
03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強
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住友不動産新宿グランドタワー31階

forbusiness@wacom.co.jp · 03‐5337‐6706（受付時間 9:00～18:00土・日・祝日を除く）

DS.PD.DTH-1152.WAP.JP.20190627

力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

15.6 型液晶ペンタブレット

DTK-1660E

15.6-inch
Pen Display for
Business

DTK-1660E

For beautifully flexible
paperless workflows

製品概要

主な特長

DTK-1660E は、15.6 型フル HD ディスプレイを備えた高品質な液晶ペンタブ

• 優れた性能と信頼性：業界をリードする高品質かつ

レットです。本製品を使用すると、対面でのやり取りを伴うワークフローを最適な
形でペーパーレス化することができます。対面業務のペーパーレス化向けの主要な
デバイスとして DTK-1660E を使用すれば、極めて迅速に文書化プロセスを実
現することができます。さらには、紙の書類を保管するためのスペースや、印刷し
たり安全に廃棄するためのコストも不要になります。

DTK-1660E には最先端の暗号化技術や 8,192 レベルの筆圧感知機能が
搭載されており、正確な電子サインのキャプチャが可能です。これらの特性を活
用することで、電子サインや書き込み向けのセキュアなワークフローを最も使い慣
れた形で実現できます。縦置きモードまたは横置きモードのいずれでも使用できる
デザインで、柔軟かつ快適な使い心地を提供します。

実績のあるデジタル液晶ペンタブレットテクノロジーを搭載
• 優れた操作性：スクロールや縮小を行わずに A4 や
レターサイズの文書を表示・署名可能

• 柔軟かつ快適な使い心地：縦置きモードと横置きモードの
切り替えにより、A4 やレターサイズのデジタル文書を
表示でき快適に署名することが可能
• 顧客満足度の向上：高品質かつ直感的に使用できるペンにより、
紙に書いているような書き心地を実現

• メンテナンスが容易：極めて耐久性が高く、傷のつきにくい
画面を搭載
• 文書の不正行為を防止：最先端の AES 256/RSA 2048
暗号化技術により、安全性と検証精度を強化

• すっきりとした作業環境：専用接続ケーブルにより、シンプルな
ケーブル配線を実現

仕様 本体製品型番：DTK-1660E/K0(ブラック)

DTK-1660E/L0(ホワイト)

タブレットおよびペン

外形寸法（幅 x 高さ x 奥行、
スタンドを除く）

422 x 285 x 24.5 mm

読取方式

電磁誘導方式（EMR）

重さ
（スタンドを含む）

1.9 kg

読取可能範囲

344x 193mm

スタンド角度

19（一体型スタン
°
ド）

読取分解能

0.005 mm

電源

AC 100～240 V、50/60 Hz

読取精度

±0.5 mm（中央）

27 W以下、省電力モード: 0.5 W以下、

読取速度

197 PPS

筆圧レベル

8192

暗号化方式

AES 256 / RSA 2048

読取可能高さ

5 mm以上（中央）

消費電力

省電力オフモード: 0.5 W以下
通信インタフェース
エクスプレスキー
対応OS

USB 2.0
無し

 indows 10 / 8.1 / 7（32ビット、64ビット）
W
Mac OSX 10.11以降

その他

液晶画面
画面サイズ

15.6型（344.16 x 193.59 mm）

ペンホルダー

ペンスタンド

液晶パネル

IPS

セキュリティロックスロット

有り、
ケンジントン

タッチ入力

無し

マウントシステム

VESA 75 mm

カバーガラス面

強化ガラス
（AGフィルム使用）

電子サインソフトウェアの互換性

Wacom sign pro PDF: 開発者はC++、.NETおよび
Java SDK/APIを使用しプログラム開発可能

アスペクト比

16:9
ドライバー

ワコムペンタブレットドライバーが必要

最大表示解像度

1920 x 1080ピクセル

ビデオ入力

HDMI

無償保証期間

3年間

視野角（水平/垂直）

176°/ 176°

パッケージ内容

DTK-1660E、Wacom Pro Pen 2、ペンスタンド、替え芯、

最大表示可能色

1677万色

輝度（明るさ）

210cd/ m（
² 通常時）

コントラスト比

1000:1（通常時）

応答速度

25 ms（通常時）

芯抜き、
ペン紛失防止ケーブル、専用接続ケーブル、

ACアダプタ、電源ケーブル、クイックスタートガイド、
IPI（製品に関する重要なお知らせ）
アクセサリ
（オプション）

スタイラスペン(KP504E)、替え芯(ACK22211)
縦置き用スタンド(ACK642K)

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。

03–5337–6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強
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お問い合わせ:
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forbusiness@wacom.co.jp・03-5337-6704(受付時間 9:00～18:00 土・日・祝日を除く)

DS.PD.DTK-1660E.WAP.JP.190617

力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

23.8型液晶ペンタブレット

DTK-2451/
DTH-2452
23.8-inch

Pen Display

DTK-2451/DTH-2452

Premium display for
handling electronic
documents

製品概要

主な特長

DTK2451とDTH2452は、23.8インチフルHD

• 快適な使い心地を実現した大型23.8インチカラー液晶パネル

ディスプレイを備えた法人向け液晶ペンタブレットです。医療機関における
電子カルテの記入やプレゼン資料に直接注釈を書き込むのに最適な画面
サイズです。最先端の性能を備えたデジタルペンを使用すると、図やスケッ
チを盛り込んだプレゼンテーションが可能になり、手書きを交えて詳しく説
明したり、円滑なコミュニケーションができるようになります。
さらに、
2,048段階の筆圧レベルによって正確な描画、書き込み、注釈の追
加や、電子サインの記載が可能です。
また、DTH2452のマルチタッチ機能
は、標準的なジェスチャもサポートし、簡単で直感的なナビゲーションを提供
します。

により、十分な作業エリアと広い視野角を提供
• 生体情報に基づいた高精度な入力とデジタルペンの
2048段階の筆圧レベルによって正確な描画、書き込み、注釈の
追加や、電子サインの記載が可能
• アナログとデジタル両方の接続をサポート

• デバイスをさまざまな角度で使用できるスタンドや、
サードパーテ
ィ製スタンドも使用できるVESA規格マウントへの対応により、
幅広い作業環境で使用できる汎用性の高さを実現
標準的なジェスチャをサポートし
• マルチタッチ機能により、
直感的な操作を実現(DTH2452のみ)
• 設定可能な4つのエクスプレスキーにより一般的な機能や
ツールが呼び出し可能。
さらにUSBポートを搭載し
外部デバイスも接続可能。

マルチタッチ機能有
DTH-2452/G0(ブラック)・DTH-2452/L0(ホワイト)

仕様

本体製品型番

マルチタッチ機能無
DTK-2451/G0(ブラック)・DTK-2451/L0(ホワイト)

タブレットおよびペン

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行、
スタンドを除く)

601 x 356 x 46 mm

読取方式

電磁誘導方式(EMR)

重さ(スタンド含む)

7.2 kg

読取可能範囲

527x296mm

スタンド角度

11°
～73°
調節式スタンド

読取分解能

0.01 mm

電源

AC 100～240 V、
50/60 Hz

読取精度

±0.5 mm（中央)

消費電力

40 W以下、
省電力モード: 0.5 W以下、
省電力オフモード: 0.5 W以下

読取速度

187PPS

通信インタフェース

USB 2.0

筆圧レベル

2048

エクスプレスキー

4

暗号化方式

AES 256 / RSA 2048

対応OS

Windows 10 / 8.1 /7 (32ビット、
64ビット)
Mac OSX 10.11以降

読取可能高さ

10 mm(中央)

液晶画面

その他

画面サイズ

23.8型 (527.04mmⅹ296.46mm)

液晶パネル

VA

タッチ入力

DTK-2451: 無し / DTH-2452: 有り

カバーガラス面

強化AGエッチングガラス

アスペクト比

16:9

最大解像度

1920 x 1080ピクセル

ビデオ入力

ペン収納

ペンホルダー

セキュリティロックスロット

有り、
ケンジントン

マウントシステム

VESA 100 x 200 mm

電子サインソフトウェアの互換性

Wacom sign pro PDF:開発者はC++、.NETおよび
Java SDK/APIを使用しプログラム開発可能

ドライバー

ワコムペンタブレットドライバーが必要

無償保証期間

1年間

パッケージ内容

DTK-2451またはDTH-2452、調節式ディスプレイスタンド、
スタイラスペン、ペンホルダー
ペン紛失防止ケーブル、DVI-Dケーブル、DVI to VGAケーブル、
USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、ACアダプタ、
電源ケーブル、IPI（製品に関する重要なお知らせ）

アクセサリ
（オプション）

スタイラスペン(ブラック)(KP-302E-00C)、
スタイラスペン(ホワイト)(KP-302E-02C)、
替え芯(ブラック)(ACK20001)、替え芯(ホワイト)(ACK20401W)

DVI-I

視野角(水平/垂直)

178°
/ 178°

最大表示色

1677万色

輝度(明るさ)

210cd/㎡(通常時)

コントラスト比

1000:1
（通常時）

応答速度

16ms
（通常時）

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。
03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強
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力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

