Great
things
happen
when
people
click

クリックから始まる至高のコンファレンス

ClickShare CX シリーズは、リモート会議における新しいコラボレーションのスタイルを
提唱するワイヤレスコンファレンスソリューションです。ディスプレイと複数の PC 間の接続を無
線化するだけでなく、リモート会議に必要とされるカメラやマイクなどの様々な USB 周辺機器
を統合し、ワイヤレスでコントロールできるルームドック機能を備えました。

リモートコンファレンス向けに
大きく進化した ClickShare CX シリーズ

ClickShare の使い方

ト（本体）」をつないだディスプレイに無線で投影す

ClickShareベースユニットに統合してコントロールでき

にワンクリックで画面の投影や切り替えができる簡

会議環境でのコラボレーションも活発にしてくれます。

るワイヤレスプレゼンテーションシステムとして、特

単な操作性と、無線化によるケーブルレスのメリット
が好まれ、これまでに多くの企業の会議室に導入い
ただいています。

構成や利便性は継承しつつ、ワークスタイルの変化
により増え続けるリモート会議に対応して真のUC&C

（Uniﬁed Communication and Collaboration）を
実現するために、大幅に機能が強化されました。

た と え ば、Skype、WebEx、Microsoft Team、

Google Hangouts、Zoomなど、今お使いのウェブ

るため、1カ所でのミーティングだけでなく、リモート

新たに追加された第2ボタンには、コラボレーショ

ンを加速させる様々な機能が割り当てられています

（※3）。

また、ClickShareアプリをPCにインストールすれ

ば、USBのボタンをPCに挿すことなくClickShareの
機能を使うことも可能です。

※1: 全てのソフトウェアとの動作保証をするものではございませ
ん。※2: 全てのカメラ・マイクなどのデバイスとの互換性を保証す
るものではございません。※3: 機能はFirmwareのアップデートに
より追加されていく予定です。

ClickShare CX シリーズの特徴
PC に挿してから準備
完了までわずか約 7 秒
の高速認識

メインディスプレイを手元の
PC 画面に表示できるローカル
ビューも可能にする第 2 ボタン

どんなデバイスでも

USBにボタンを挿しボタン内のアプリを起動

ボタンをクリック

③シェア

進化したClickShare CXシリーズは、従 来の機 器

どといった 会 議で 使 用するUSB周辺機 器（※2）も

②クリック

、カメラやマイクな
会議ソフトウェアに依存せず（※1）

①接 続

従 来 のClickShare（CSEシリーズ）は、
「ClickShare

ボタン（USB接続）
」を挿したPCの画面を「ベースユニッ

画面が投影されます

お使いのウェブ会議
システムとも

ClickShare アプリ

USB 接続のカメラ、
マイク、スピーカーとも

導入前

ClickShare Conference 構成図

導入後

USB カメラ

USB カメラ

HDMI

UHD

FHD

USB ( タッチディスプレイ )
USB スピーカーホン

USB スピーカーホン

Win/Mac OS

タッチバック

発表者はタッチディスプレイから PC
をコントロールできます

ビデオコンファレンス
ソフトウェア

HDMI

ClickShare の機能紹介

モデレーション

ブラックボード

司会者は誰の PC 画面を表示させるか
選択できます

CX-20

製品名

型番

仕様表

R9861512EU

出力解像度

1

最大同時投影数

デバイスからのミラーリング接続

CX-30

ベースユニット 1 台、ボタン 2 つ

1

1

3,840 x 2,160（4K UHD）@30Hz

なし

2.4 GHz / 5 GHz（DFS）

IEEE 802.11a/g/n/ac および IEEE 802.15.1

無線伝送プロトコル

LAN & WiFi

ネットワーク接続

モデレーター（司会者）機能
タッチパネル連携
ルームドック機能

標準 5 年間

メーカー保証

ClickShare ボタン（USB-C）

〒104-0006
東京都大田区平和島 5-1-1
ヤマトインターナショナルビル 8F

TEL : 03-5762-8720

2020/2 ver.1.00

バルコ クリックシェア

高品位

標準 5 年間

オープン価格

※ 本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される場合があります。
あらかじめご了承ください。

R9861500T01
オープン価格

大阪支社

東京本社

バルコ株式会社

オープン価格

ボタントレイ

R9861600D01C
オープン価格

www.clickshare.jp

標準 5 年間

オープン価格

LAN & WiFi（dual）

3 x USB-A, 1 x USB-C

1 x USB-A, 1 x USB-C

USB 端子

1,920 x 1,080（HDMI）

HDMI 経由、USB、SPDIF、ジャック

HDMI 経由、USB

オーディオ

価格

2

ベースユニットとボタン間最大 30m

ビデオ入力

型番

R9861522EU

ベースユニット 1 台、ボタン 2 つ

AirPlay、Google Cast、Miracast

周波数帯域

製品名

CX-50

2

通信距離

価格

表示されたスライドにコメントを書き
込み、コメントごと PDF として保存・
共有できます

R9861513EU

1

接続スクリーン数（HDMI 接続）

アノテーション（注釈）

タッチディスプレイを黒板として使用
し、メモを PDF として保存・共有で
きます

ベースユニット 1 台、ボタン 1 つ

セット内容

Win/Mac OS

検索

〒540-0012
大阪府北区天満 1-5-2
トリシマオフィスワンビル 5F

TEL : 06-6356-7040

お問い合わせ先

