インタラクティブ ホワイトボード

RICOH
Interactive Whiteboard

D5500

進化したホワイトボードから、
いま、新たなワークスタイルがはじまります。

Simple
Quality
Share

だ れで も 、すぐ 使 える！

すらすら 、な めらか に 書 ける！

リアル タイム に 、共 有 で きる！

RICOH Interactive Whiteboard

1

D5500

一人の書き込みをきっかけに他のメンバーから面白い発想が飛び出す。それがまた、誰かの閃きを生み、やがて、これ
までにない価 値 が創 造されていく。リコーがご提 供 するのは、そんな思考を加 速させる“生きた 空 間”です。リコー
インタラクティブ ホワイトボード D5500は、パソコンなどのデータを映し出すだけでなく、ディスプレイへのなめらかな
書き込みや遠隔地とのコミュニケーションも実現。あなたを創造性に満ちた新しいワークスタイルへご案内します。
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シンプルなデザインと操 作 性で、
毎日にイノベーションを 起こそう。

Simple

だれでも、カンタン。
前面の電源スイッチを押せば、

電源オンで、すぐ書ける

すぐに起動し、利用できます。

D5500なら、スイッチをオンするだけで画面が表示され、ただちに書
▶

き込み可能。また、スタンバイ時に画面をタッチすると、わずか5秒

どんな環境でも使える

専用ソフト不要

▶

で復帰。待機時間のストレスからあなたやメンバーを解放します。

保存や共有もらくらく
■ 1 ボタンで保存

映像出力ケーブル

■多様な手段で保存・共有

PC（Windows®/Macintosh）

専用ソフト不要

リコー インタラクティブ ホワイトボード
D5500

USB メモリ

メール送信

印刷＊ など

タブレット
（iPadなど）

D5500なら、専用ソフトのインストールは不要。また特定のOSに依
存しないため、ビジネスシーンで多く利用されているWindows ® 環

保存もボタン一つでらくらく。表示した画面と書き込み結果を合体

境はもちろん、Macintosh環境、さらにはiPadをはじめとするタブ

PDFファイルは特定のメールアドレスに直接送信したり、USBメモリ

レット端末でも利用可能です。

させて、複数ページを1ファイルにしてPDFを生成します。生成した
に保存してファイルを共有できます。
＊リコーimagioシリーズの
「Mail to Print」
機能にて対応しています。
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Quality

はじめての、書き心 地。

小さな字でも、
なめらかに書ける

書きやすく、
消しやすい専用ペン

細かな図面や写真も
きれいに表示

フルHD液晶パネル

保護ガラスとディスプレイとの距離を狭め

どのような持ち方でも書きやすく、直感的な

D5500は、LEDバックライト採用のフルHD

ることで視差を低減するとともに、高速で

操作を追求したスタイリッシュなペンをご用意

液晶パネルを搭載。高いコントラスト比と

きれいな線を描くリコー独自の画像処理技

しました。ひっくり返せば消しゴムに早変わり。

解像度により、プレゼン資料や報告書はも

術を搭載。書き込む人のイメージに忠実な、

一筆分ごとにサッと快適に消せます。

ちろん、設計図面や写真など高い精度が要

なめらかな書き心地を実現しています。

Share

求されるデータの投影に真価を発揮します。

遠隔地とも、リアルタイム共 有。
テレビ会議システムと連携させて、
より“伝わる”コミュニケーションを実現

国内はもちろん、海外とも共有可能

イントラネットを経由することで、本社と支社、設計事務所と現場な

D5500は、テレビ会議システムなどのビジュアルコミュニケーショ

ど、離れた拠点間でも、ディスプレイに映し出したコンテンツならび

ンのディスプレイとしても利用可能です。フルHD液晶ならではの高

に書き込み内容を、最大4台までリアルタイムに共有可能

＊1

。国内は

もちろん、海外との共有も行なえます。また、無償のビューワーソフ

精細な画面にミーティング資料と相手先の映像を同時に表示。より
“伝わる”コミュニケーションを実現します。

＊2

ト

をインストールしたパソコンで書き込み内容を閲覧できます。

＊1 オプションの
「リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ１」
が別途必要です。
＊2 リコー ホームページよりダウンロード可能です。

& Secure セキュリティにも配慮。
データを自動消去して、情報漏洩を未然に防止

社内機密や個人情報など、重要性の高い情報を取り扱うオフィスや教
育現場でも安心してご利用いただくために、セキュリティにも配慮し
たD5500。電源をオフにすれば、表示した資料や書き込んだ内容を
自動的に消去。データの消し忘れによる情報漏洩を未然に防止します。
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さまざまな業 種で、さまざまな場 面で。
新しいワークスタイルを。
例えば、設計図面やWebデザインのレビューに

D5500なら、映し出した写真やデザイ
ン案、設計図の上に直接書き込み、内容
をメール送信して簡単に共有可能。事前
に印刷したり、紙やホワイトボードに書
いた内容をメンバーが後で整理し直した
りするよりも、
「早く、正確で、効率的な
ワークスタイル」を実現します。
製 造

建築設計

Webデザイン

印 刷

例えば、ディスカッションに

メンバーがそれぞれ持っているプレゼ
ン資料や教材などを表示してミーティ
ングしながら、アイデアをその場ですぐ
に書き込めるため、ディスカッションが
さらに有意義に。もちろん結果もすぐに
共有可能。一般オフィスから大学/専門
学 校などの教 育 現 場まで、幅 広くご活
用いただけます。
一般会議

教育産業

例えば、遠隔地とのミーティングに

例えば、本社と支社、設計事務所と現場
といった、遠隔地間でも正確でリアルな
ディスカッションが可能です。移動に伴
うコストやメンバー間のスケジュール調
整の手間などを大幅に軽減し、生産性を
向上します。
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一般会議

製 造

印 刷

教育産業

建築設計

Webデザイン

製品構成

■本体

リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500（品種コード：799242）

標準価格：オープン価格

［画面表示］

① ツールエリア
各ツールのアイコンが表示されます。

② ページエリア
アイコンを操作してホワイトボード画面に表示されたペー
ジを切り替えます。

③ ツールエリア移動アイコン
アイコンにタッチしてツールエリアを移動します。
通常、
この
アイコンは画面の左下にあります。
ツールエリアを左側に移
動したとき、
このアイコンは右下に移動します。

③

［インターフェース端子］

①

［寸法］
❶ DVI入力

〈前面〉

❸

❷ VGA入力2

❹

❸ USBポート
（USB3.0 Type A）

❺
❻
❼

❶

②

〈側面〉

1,356mm

❹ イーサネットインターフェース
（10/100/1000Mbps LANポート）
❺ USBポート
（USB2.0 Type A）

❷

164mm

❽

❻ DVI出力

❾

❼ USBポート
（USB2.0 Type A）

827mm

❽ VGA入力1
❾ DisplayPort入力

■オプション

リコー インタラクティブ ホワイトボード
ペン タイプ１（品種コード：799243）

リコー インタラクティブ ホワイトボード スタンド タイプ１（品種コード：799245） 標準価格：オープン価格
［寸法］
〈前面〉

〈側面〉
563mm

67mm
60mm

1,660mm

標準価格：16,800円（消費税別）

578mm

リコー インタラクティブ ホワイトボード
リモートライセンス タイプ１（品種コード：799244）

1,155mm

330mm

971mm

標準価格：100,000円（消費税別）

■推奨品

サンワサプライ
（株）製

サンワサプライ
（株）製

サンワサプライ
（株）製

サンワサプライ
（株）製

エルゴトロン
（株）
製

RGBケーブル（3m）

RGBケーブル（10m）

DisplayPortケーブル（3m）

DisplayPortケーブル（5m）

壁掛け用ハンガー

KC-VEN3

KB-CHD1510K

KC-DP3

KC-DP5

60-603-003

標準価格：3,800円（消費税別）
D-Sub15ピン
（オス-メス）/延長タイプ

標準価格：5,800円（消費税別）
D-Sub15ピン
（オス-オス）

標準価格：4,750円（消費税別）
DisplayPortオス-DisplayPortオス

［お問い合わせ］ サンワサプライ株式会社

東京サプライセンター

標準価格：5,950円（消費税別）
DisplayPortオス-DisplayPortオス

03-5763-0011

標準価格：オープン価格
704mm（W） 89mm（D） 471mm（H）/7.9kg

／ エルゴトロン株式会社 日本国内コンタクト 03-4360-5693
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RICOH Interactive Whiteboard D5500
■主な仕様

■年間保守契約

商品名

リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500

品種コード

799242

JANコード

4961311882791

型番

IWBD5500

液晶パネル

タッチパネル

画面サイズ

55v型ワイド
（対角1,387mm）

有効表示領域
（縦 横）

1,209.6 680.4mm

表示方式

VA型液晶方式

バックライト

LED方式

最大解像度

1,920 1,080ドット

アスペクト比

16：9

表示色

約1,677万色

画素ピッチ

水平0.63 垂直0.63mm

最大輝度

300cd/m2 ＊1

コントラスト比

2,670：1

視野角

左右160 /上下160（コントラスト比 㱢10）

応答速度

6.5ms
（Gray to Gray,Ave.）

電子ペン検出方式

光遮断方式

保護ガラス
入力コネクタ
（ディスプレイ部）

入力コネクタ
外部インター （コントローラー部）
フェース
出力コネクタ
＊2

厚さ:約2.0mm
（ARコートあり）
アナログミニD-Sub15ピン 1
（２画面表示用）
デジタルDVI-D24ピン 1
（コントローラー部接続用）
アナログミニD-Sub15ピン 1
DisplayPort 1
デジタルDVI-D24ピン 1
（ディスプレイ部接続用）

USB

USB2.0 TypeA 4、
USB3.0 TypeA x 2

通信コネクタ

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

ファイル保存形式

PDF Version 1.4

使用電源

100Ｖ
（ 10%)、
50Hz/60Hz

消費電力

最大消費電力

198W

定格消費電力

152W

スタンバイ時消費電力

45W

質量（本体のみ）

約47kg

寸法
使用環境

（消費税別）
商品名

リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500

メニュー

年間保守契約

年間保守契約

39,000円

※お客様のご使用環境、
ご使用方法、
あるいは使用量
（ご使用時間）
によっては、保守契約をお受けできない
場合がございます。詳しくは販売担当者またはサービス実施店へお問い合わせください。
※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、
交通費、
出張費、宿泊費等が別途必要となります。
※保守受付時間は、
月〜土曜日９：００〜１７：００です。
ただし、
祝祭日および年末年始は除きます。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、
本製品の製造中止後７年間です。
※壁掛け設置の場合、
ディスプレイの取り外し・取り付けに脚立等が必要な場合は別途個別のお見積りとなります。
詳しくは販売担当者またはサービス実施店へお問い合わせください。

■搬入料（標準料金）

（消費税別）
商品名

リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500

品種コード

搬入料
40,000円＊1

799252

＊１「リコー インタラクティブ ホワイトボード スタンド タイプ1」
と同時搬入の場合は、
開梱、
スタンドの組立、
D5500本体のスタンドへの取付、梱包材回収作業＊２を含みます。
＊２ 梱包材の回収は納品時の開梱、
組立作業実施時に限ります。

■設置指導料（標準料金）
商品名
リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500

（消費税別）
品種コード

基本料金

799254

作業料金

4,700円

9,400円

※
「リコー インタラクティブ ホワイトボード スタンド タイプ１」
への取り付け、
または壁掛け設置が完了した
状態が前提となります。
※
「リコー インタラクティブ ホワイトボード スタンド タイプ１」
への取り付けが必要な場合は、
基本料金：9,400円、
作業料金：9,400円
（本体）/3,900円
（スタンド）
となります。
※壁掛け設置料金は含まれておりません。
ご要望の場合は販売担当者へお問い合わせください。
①基本料金は１訪問当りの料金です。複数台設置する場合も、訪問件数分の請求となります。
②本体の設置料金には、
下記のように、
設定作業、及び基本ユーザー指導が含まれています。
●各種設定作業 ●動作確認 ●設置後の安全性・品質確認
（チェックリストに基づき実施）
●基本ユーザー指導
（内容：機器の操作説明/遠隔共有の方法/機器管理設定の説明）

1,360mm
（W） 170mm
（D） 830mm
（H）
温度

10〜32℃

湿度

＊3
15〜80%
（結露なきこと）

高度

0〜2,000m

本体同梱品

電子ペン 1、
電子ペントレイ 1、
ペントレイ取付け用ねじ 2、
取扱い説明書
（はじめにお読みください） 1、単四型乾電池 1、
電子ペン交換用ペン先 1、
電源コード
（約3.0m） １、
Mini D-Sub15ピンケーブル
（約5.0m） 1、
デジタルDVI-D24ピンケーブル
（約0.2m） 1、保証書 １

本体保証期間

１年間無償保証

＊１ 輝度は、入力モードの映像調整の設定などにより変わります。
また、輝度は経年により劣化します。
一定の輝度を維持するものではありません。
＊２ 暗号化ソフトやセキュリティ対策プログラム等がインストールされたUSBメモリは動作しません。
＊3 設置場所が高温環境の場合、
低湿環境
（60％以下）
での動作をおすすめします。

■使用上の留意点
●液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する
画素が存在する場合がございます。
インタラクティブ ホワイトボードの動作に影響を与える故障ではありません
ので、
あらかじめご了承ください。●製品の設置場所は、床面または壁面が不安定な場所や振動のあるところは
避けてください。
また、製品を15 以上傾けてのご使用はお控えください。●壁掛け設置は、壁面が本体重量に
耐えうることをご確認の上、必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。●本体の上にモノを置かないでく
ださい。●スタンド設置時には、幅：1,500mm以上、高さ：2,000mm以上、奥行き：1,000mm以上のスペー
スが確保できる場所に設置してください。●壁掛け設置時には、設置後に正面から見て左：100mm以上、右：
150mm以上、上：200mm以上、下：200mm以上のスペースが確保できる場所に設置してください。●本体
には通風孔がございます。定期的に埃を取り除くなどの清掃をお勧めします。●通風孔などから異物を入れな
いでください。
また、通風孔をふさがないでください。●通気の悪い状態や、油煙やたばこの煙が多い場所では
使用しないでください。本体の寿命を縮める原因となります。●電源プラグのアース端子は、必ずアースに接続
して使用してください。●遠隔地とのリアルタイム共有機能を使用する際は、別途「リコー インタラクティブ ホ
ワイトボード リモートライセンス タイプ１」
が必要です。
また、本機能の使用はイントラネット内での接続に限り
ます。
端末間に必要な帯域は上り/下り最低200kbps、
推奨512kbps以上が必要です。

●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
また、
商品の色調は印刷のため実物と異なる
場合もありますので、
あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ合成です。
実際の表示とは異なります。
●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
●AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。 ●iPad、Macintosh、iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
●Adobe、Acrobat、Adobe PDF Readerはアドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または
登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

本カタログは、
リコーが提供する新しいクラウドサービスである
Clickable Paper™ サービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™アプリケーション
『RICOH TAMAGO Clicker』(無料)をダウンロードし、
カタログ
の表紙を撮影（クリック）
すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。
この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を
別途申し受けますので、ご了承願います。

●お問い合わせ・ご用命は・・
・

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒104-8222

http://www.ricoh.co.jp/iwb/
リコー製品に関するお問い合わせは
「お客様相談センター」
で承っております。

お客 様相談センター

050-3786-3999

●受付時間：平日
（月〜金）
９時〜12時、13時〜17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊050ビジネスダイヤルは、
一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368を
ご利用ください。＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。
トーン信号が出せない電
話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対
応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス
http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/
内容は予告無く変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、
当社ホームページでご確認いただけます。

地球環境保護のために、
このカタログには植物油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は、2013年1月現在のものです。
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