リコー イーホワイトボード

RICOH
eWhiteboard
4200
大型電子ペーパー

現 場 の 業 務 を デ ジタル化 しませんか？
［ 現場のDX＊1 を前進 さ せ る 大 型 電 子 ペ ー パ ー ］

42インチ

電子ペーパー

＊1 DX：Digital Transformation

世界最薄＊2
最軽量＊2

防塵・防水
（IP65）

＊2 42インチ電子ペーパーにおいて
（2021年7月現在。
リコー調べ）

フィールド を 選 ば ない 、
全 天 候 型ツール。
画面

42
インチ

最軽量 ＊

5.9
kg

軽いから、
持ち運びやすい。
42インチサイズなのに、重量約5.9㎏。
抱えて運べます。専用キャリーケースを
使えば、
アクセサリーもまとめて運ぶこと
ができます。

消費電力が小さく、
バッテリー内蔵。
書き込みや通信などの動作時以外は電力
を使いません。電源をオフにしても資料を
表示したままにできます。
また、バッテリー
内蔵なので、電源がない場所でも使えます。

日ざしの下でも
読みやすい。
細かい文 字や線も明 瞭に表 示 。自発 光
せずブルーライトレスなので、目に優し
く、日光がまぶしい屋外でも画面がくっ
きり見えます。

防水

＊

最薄 ＊

14.5
mm

防塵

＊

バッテリー
内蔵

タフな現場に最適な、
防塵・防水仕様。
IP65規格の防塵・防水性能を実現。土
ぼこりや水濡れを気にすることなく使用
できます。

業務に合わせて、
スタイル自在。
平置き以外にも、壁掛け、立て掛けなど、
様々なスタイルで使えます。また、横置き
にも、縦置きにも使えます。現場の業務
に合わせたレイアウトが可能です。
＊ 42インチ電子ペーパーにおいて
（2021年7月現在。
リコー調べ）

現場のDX をアシストする、
スムーズな手書き操作。
＊

標準機能

＊ DX：D i g i t a l Tr a n s f o r m a t i o n

デジタルならではの
扱いやすさ。
書いたものに横線を引くと、拡大、
縮小、回転、移動などが直感的に
操作できます。また、汎
用的なスタンプが搭載
されています。

手書き認識技術による
テキスト変換／予測変換。
書いたらすぐに、自動でテキスト変
換。予測変換もできます。大きく書
くと大きく、小さく書く
と小さく変換されます。

本体へ直接、
かんたんワイヤレス接続。
本体にワイヤレスアクセスポイントを
内蔵。最大10台まで、パソコン、スマー
トフォン、タブレットからWi-Fi接続
が可能です。また、本体から別のアク
セスポイントへWi-Fi 接続できます。

拡張機能

現場と現場 、
現場とオフィスをつなぐ。
※別 途 、R I C O H e W h i t e b o a r d A d d - o n S e r v i c eの契 約が 必 要です。

他端末から確認できる
ビューアー機能。
eWhiteboardで書いた内容を、
パ
ソコンやスマートデバイスのブラウ
ザから閲覧できます。

ホワイトボードのような
スムーズな書き心地。
さらさらと書き込んで、ペンでさ
さっと消すことができます。
ホワイト
ボードのようにマジック
で手が汚れません。

カラーにも対応した
多彩なペン機能。
ペンの色は黒、赤、青、緑。
３段階の太
さが選べます。蛍光マー
カーはイエロー、
シアン、
マゼンタが選べます。
※表示はモノクロですが、

ダウンロードしたPDFデータは指定の色となります。

よく入力するワードを
登録できるカスタム辞書。
使う頻度の高いワードを辞書登録
できます。専門用語などを登録して
おけるので、入力や変
換にかかる手間暇を大
きく削減できます。

さまざまな資料に
書き込める。
図面や画像をアップロードして、
自由
に書き込めます。書き込んだ内容は
PDF形式でダウンロード可能です。
※表示可能なファイル形式は、pdf、jpg、pngです。

はなれた拠点につながる
遠隔共有。
eWhiteboard同士で最大6台ま
で遠隔共有が可能です。離れた場
所から画面を共有し、
リアルタイムに相互書
き込みが行えます。

入力スピードを加速する
時短PDFフォーム。
定型フォームをデジタル化。入力規則を
定義すると手書き時の変換がスピーディ
に。個人情報などをマスキ
ングすることも可能です。
※P DFフォームの作成には、別途、

Adobe Acrobat Pro DCが必要です。

現場で活躍する
業種スタンプ。
標準搭載スタンプに加えて、業種
用スタンプを利用できます。例え
ば、工事現場の図面に配置する作
業車両や資機材、救急車両などが
搭載されています。

さまざまなクラウド
ストレージに連携。

BOX、Dropbox、OneDrive® for
Business、
GoogleDrive™に接続
し、文 書のアップロード／ダウン
ロードが可能です。

■製品構成
本体 ｜ RICOH eWhiteboard 4200

品種コード：755285

寸法

標準価格：オープン

画面表示
【前面】

❶ 手書き領域

【側面】

891.3mm

14.5mm

❺ ページ数表示

❷ Add-on Serviceエリア

❶

バッテリー状況や、
遠隔共有状態が表示されます。

❷

❼

666.6
mm

❻
❸

❹ ❺

現在のページ数と、
前後へのページめくりを行います。

❻ ページナビ表示

文書としおりの一覧が
表示されます。

❸ メニューボタン

手書き領域へ書き込み、
書き込み内容に対する
操作を選択します。

❼ 情報表示エリア

❹ ズームパンウィンドウ表示
拡大率の変更や、
表示領域の指定が行えます。

日時、
ソフトウェアバージョン、
IPアドレス、
SSID、
パスコード等が
表示されます。

※本体には、専用ペン（白）・ペンホルダー・交換用ペン先（４個）・ACアダプター・ACケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。

■主な仕様
商品名

RICOH eWhiteboard 420 0

規格

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

品種コード/安心 3年モデル

755285/755296

JANコード/安心 3年モデル

4961311957321/4961311959967

AP 機能＊9

あり

型番/安心 3年モデル

420 0/420 0M3Y

設置

平置き/壁掛け/スタンド置き

セキュリティスロット

7か所

重量

寸法

約5.9kg

タッチセンサー

外部インターフェイス

容量

666.6 ｍｍ

幅

891.3 ｍｍ

接続方式

厚さ

14.5 mm

駆動時間

ベゼル幅＊1

12.5〜23.0 mm

バッテリー

IP65（本体のみ）
画面サイズ

42 inch

アスペクト比

4:3

解像 度 (H×V )

2160 × 2880pixel

諧調＊3

16 諧調

コントラスト

12:1

ガラス表面処 理

AG/AF

フロントライト

なし

方式

EMR

検知レート＊4

240Hz

位置ズレ＊5

±0.5〜±1.0 mm

分解能

0.01mm (2540 ppi)

ペン本数＊6

専用パッシブペン ×１本

ペン電源

充電不要

ペン防水

対応

ペン収納

ペンホルダー付属

AC
アダプター

指入力

なし
1個 (防水)

電源LED

1個 (防水)

データ交換 用USBポート＊7

1個 (防水)

電源ポート＊8

1個 (防水)

14,80 0mAh
本体内蔵
遠隔共有＊11

6時間

本体動作充電

可

バッテリー単体充電

なし

定格入力

10 0〜240VAC 50/60Hz

定格出力

12VDC/3A

本体部寸法 ( W×H×D)

66×28×66 mm

DCコードプラグ形 状

USB Type - C

使用環境
湿度

本体

0〜50℃

ACアダプター

0〜40℃

バッテリー充電

10〜40℃

本体

０〜10 0％RH

ACアダプター

20〜80%RH

標高

保管環境

10時間

充電時間

温度

電源ボタン

あり
Open/WEP/WPA-PSK TKIP/
【AP機能】
WPA-PSK AES/WPA2-PSK TKIP/WPA2-PSK AES
【STA機能】
WPA/WPA2-PSK/WPA2-EAP-PEAP/
WPA2-EAP-TLS

認証・暗号化方式

高さ

防塵/防水＊2

電子ペーパー (EPD)

Wi - Fi

STA機能＊10

2,0 0 0m 未満

温度

-20～60℃

湿度

15～80％RH

標高

2,0 0 0m 未満

販売対象国

日本

本体同梱品

・専用ペン
（白）・ペンホルダー ・交換用ペン先
（４個）
・ACアダプター ・ACケーブル・使用説明書 ・保証書

本体保証期間

1年間無償保証

＊1 画面短手一辺のみ広く、
他の三辺は狭い ＊2 ACアダプターは非防水 ＊3 グレースケールのみ ＊4 デフォルト値、
コマンドにより異なる ＊5 画面中央部〜周辺部 ＊6 ２本同時使用はオプション ＊7 Micro USB2.0 Type-B ＊8 USB Type-Cコネクター
＊9 デュアルSSIDアクセスポイント機能を搭載しています。＊10 ステーション機能を搭載しておりますので、
アクセスポイントからネットワークに接続できます。＊11 25℃
（使用条件による）

●Adobe PDFは、
Adobe Systems Incorporated
（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。●BOXは、
Box Inc.の商標または登録商標です。●Dropboxは、
Dropbox, Inc.の商標です。●OneDrive® for Business

は、
米国 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。●Google Drive™はGoogle LLC.の商標です。●その他の会社名及び製品名は、
それぞれ各社の商号、
商標または、
登録商標です。

●ご使用の前に
「使用説明書」
をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●本製品は防塵防水性能を有して
いますが、完全水没、洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

https://www.ricoh.co.jp/service/e-whiteboard
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター

イチ イチ イチ

0120-892-111

●受付時間：平日
（月〜金）
９時〜17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※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。

https://www.ricoh.co.jp/contact/
当社ホームページでご確認いただけます。
■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、

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、2022年10月現在のものです。

<

>
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RICOH eWhiteboard 4200 価格表
商品構成（標準価格）

（消費税別）
商品名

本体＊1

オプション

品種コード

説明

RICOH eWhiteboard 4200

755285

RICOH eWhiteboard 4200 本体です。
（１年間無償保証）

RICOH eWhiteboard 4200 安心 3 年モデル

755296

RICOH eWhiteboard 4200 本体です。
１年間の無償保証期間後、
２年間のメーカーサポート付きのモデルです。
（センドバック方式）

RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 1

755290

RICOH eWhiteboard 専用ペン。本体同梱品と同じ白いペンです。

RICOH eWhiteboard Stylus Pen Type 2

755291

RICOH eWhiteboard Pen Holder Type 1

755292

本体同梱品と同じペンホルダーです。交換用ペン先（5 個）が付属しています。

RICOH eWhiteboard Protective Case Type 1

755295

本体を保護する専用ケースになります。

RICOH eWhiteboard Carrying Case Type 1

755293

eWhiteboard が格納でき、持ち運びしやすい専用キャリーバッグです。

RICOH eWhiteboard Power Supply Adapter Type 1

755294

RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 2

アドオンサービス

価格

RICOH eWhiteboard 専用ペン。本体同梱品とは異なる黒いペンです。
白いペンと合わせて使用すると、
２本同時に書き込みが可能です。

オープン

充電用の AC アダプターです。電源ケーブルは付属していません。

801129

１年間の無償保証期間後、
１年間のメーカーサポートを受けるためのパッケージです。
（センドバック方式）

30,000 円

RICOH クラウドアプリケーション スタートパック

-

5,000 円 /1 契約

RICOH eWhiteboard Add-on Service 月額契約

-

10,000 円 /1 デバイス

RICOH eWhiteboard Add-on Service 年額契約

-

120,000 円 /1 デバイス

RICOH eWhiteboard から、RICOH のクラウド基盤
（EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES プラットフォーム）を通じて利用できる、
アドオン型のクラウドサービスです。

＊1 本体には、専用ペン
（白）・ペンホルダー・交換用ペン先（４個）・ACアダプター・AC ケーブル・使用説明書・保証書が同梱されています。

オプション

専用ペン（白）

専用ペン（黒）

Stylus Pen Type 1

ペンホルダー

強化ケース

Pen Holder Type 1 ＊

Stylus Pen Type 2

Protective Case Type 1

＊交換用ペン先
（５個）
を含みます。

キャリーバッグ

AC アダプター

Carrying Case Type 1

Power Supply Adapter Type 1

19.7mm

951.3mm

強化ケース
Protective Case Type 1
寸法
728.6
mm

【前面】

【側面】

搬入料（標準料金）

（消費税別）
メニュー名

価格

RICOH eWhiteboard 4200

5,000 円

代行サービス
（標準料金）

（消費税別）
メニュー名

基本料金

RICOH eWhiteboard 4200 本体設置料金＊1 ＊2
RICOH eWhiteboard 4200

技術料金
3,900 円

基本ユーザー指導料金＊3

6,300 円

RICOH eWhiteboard Add-on Service 導入代行

7,800 円

利用者追加代行（10 名）

4,700 円

1,600 円

利用者追加代行（25 名）

3,100 円

利用者追加代行（50 名）

4,700 円

遠隔会議アドレス帳登録代行

130 円 / 宛先

＊1 本体設置料金には、設置作業、および基本ユーザー指導が含まれます。 ＊2 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。 ＊3 製品納入時の基本ユーザー指導とは別の日程で、操作指導を希望されるお客様向けのサービスメニューです。

修理サービス
（標準料金）
商品名

保証期間

RICOH eWhiteboard 4200
RICOH eWhiteboard 4200

納品後 12 ヶ月
安心３年モデル

納品後 36 ヶ月

保守方式

保証期間内

保証期間終了後

センドバック対応＊1

無償＊2

有償＊3

＊ 1 センドバック対応とは、お使いの製品をお送りいただき、修理または良品交換を実施することを指します。 ＊ 2 保証期間内の修理お申込時には、保証書と購入年月日が証明できる証憑が必要です。 ＊ 3 本製品に「年間保守契約」および「随時保守」はございません。
本体ご購入時に、オプションの「RICOH eWhiteboard 年間交換パック Type 1」をご購入下さい。

RICOH eWhiteboard 4200 価格表
使用済製品
区分

回収料金・処理料金
本体重量

（消費税別）
代表的な商品

回収料金

処理料金

I

〜 20kg 未満

パーソナル複写機・小型ファクシミリ・小型プリンター・パソコン・
プロジェクター・テレビ会議システム専用端末等

7,000 円 / 台

3,000 円 / 台

II

20kg 以上 40kg 未満

レーザーファクシミリ・レーザープリンター・大型プロジェクター等

11,000 円 / 台

4,000 円 / 台

III

40kg 以上 100kg 未満

17,000 円 / 台

8,000 円 / 台

中型複写機・カラーレーザープリンター・デジタル印刷機・
湿式ジアゾ機・電子黒板等

IV

100kg 以上 140kg 未満

22,000 円 / 台

11,000 円 / 台

V

140kg 以上 300kg 未満

36,000 円 / 台

21,000 円 / 台

VI

300kg 以上 500kg 未満

84,000 円 / 台

35,000 円 / 台

VII

500kg 以上

140,000 円 / 台

65,000 円 / 台

大型複写機（高速機 / 広幅機 /カラー機）・大型プリンター等

※ 対象となる使用済製品は、
リコーブランド製品です。詳細は販売担当者にご確認ください。 ※ 回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。 ※ 処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ ディスプレイ、
プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

使用上の留意事項

●本製品のUSB ポートはMicro USB2.0 Type-Bです。
バージョンアップ等を行う場合にはご留意ください。 ●納品後初回起動時は、電源をつないで起動してください。 ●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、平置き利用

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Adobe PDFは、Adobe Systems製品不良ではありません。
Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における
時は平らな面に設置してください。
●本体の上にモノを置かないでください。 ●本機を移動させる場合は、
必ず機器をシャットダウンしてください。 ●寒冷地では起動、動作が若干遅くなる場合がありますが、
●本製品は防塵防水性能を有していますが、完

商標または登録商標です。
※PCLは、米国 Hewlett-Packard社の登録商標です。
※その他、本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。※詳しい性能
・仕様・制約条件等については、
販売担当者にご確認ください。
全水没、
洗剤、海水、飲料等の液体には対応していません。
又 ACアダプターは防水対応していません。
●本体パネル上に黒点等が存在する場合があります。製品の動作に影響を与える故障ではございませんので予めご了承ください。
●本製品は、暗所では見えづらい場合があります。

●遠隔地とのリアルタイ
ム共有機能、
パソコンやタブレッ
トでの画面共有閲覧を使用する際は、
別途「RICOH eWhiteboard
Add-on Service」
の契約が必要です。
①国内外で流通する紙幣
・貨幣、未使用の郵便切手
・官製ハガキ、政府発行の印紙
・証券類などをコピーすることは、
法律で禁止されています。

ご注意

②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、
これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

修理時の留意事項

安全にお使いいただくために…

●ご使用の前に
「使用説明書」
をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、
ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●本製品の無償保証期間は購入後 1 年間（消耗品除く）となります。修理対応はセンドバック方式となります。 ●本製品に年間保守契約および随時保守はありません。2 年目以降、
あるいは4 年目以降で修理を希望される場合は、本体ご購入時にオプションの「RICOH eWhiteboard
年間交換パック Type 1」
をご購入ください。 ●本製品の修理対応期間は、本体納品後、最長 5 年 ( 初年度保証含む)です。 ●お送りいただいた製品が故障と認められた場合は、本体一式を修理（または良品交換）
させていただきます。 ●保証期間内の修理のお申し込み時には、保証書

と購入年月日が証明できる証憑が必要です。保証書が無い場合や購入時期が不明の場合は、修理受付を致しかねます。 ●保証期間中または保証期間終了後に関わらず、
センドバック修理の際に製品をお客様費用負担にて発送いただくことをご了承ください。 ●本体修理もしくは良品交

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。
換により、保証期間が延長されることはありません。
ご購入日より1 年間になります。 ●良品交換の場合、交換した製品のシリアルナンバーは交換前とは変更になります。
●修理対応が必要な場合は、
お問合せ窓口までご連絡ください。
お問合せ先：https://www.ricoh.co.jp/support
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

リコーテクニカルコールセンター

東京都大田区中馬込1-3 - 6 〒143 - 8555

イチ イチ イチ

0120-892-111

●受付時間：平日
（月〜金）
９時〜17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※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。

https://www.ricoh.co.jp/contact/
当社ホームページでご確認いただけます。
■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、
このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。

