
LAN・USBメモリ対応コピーボード　プラン・テージ



会議の情報シェアをスピードアップ!!
ボタン1つで社内サーバーや共有プリンタへ
社内LANやオフィスの共有プリンタなどとリンク。 会議の準備から、終了後の情報シェアまで。
それぞれのシーンでスタッフの思考や議論をサポートし、会議のスピードと質を高めます。

FTPサーバー

共有プリンタ専用プリンタ

USBメモリ

本体メモリ

パソコン

※BMLinkS対応プリンタ
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● ワンタッチ直観操作性
 わかりやすいアイコンで直観的な操作性を重視しています。

● 連続スキャン
 1面・2面の書き込みを、1回のボタン操作でまとめて
 スキャン可能。PDF形式なら1ファイルにまとめて保存できます。

● 消し忘れ防止機能付き
 電源OFF時にはボード面をスクロールさせるので、裏側に隠れた
 書き込みも忘れずに確認できます。
 ※工場出荷時は無効に設定されています。

● 静音設計
 書き込み面スキャン時の音は43dBと静かです。議論や思考の
 妨げになりません。
 ※音の大きさの目安：50dB＝静かな事務所、40dB＝図書館

● スピードスキャン
 カラースキャン時の所要時間は約15秒（Ｗ1300タイプの場合）
 次の議論へ素早く移れます。

1 電源　ボタン

2 表示窓

3 連続　 ボタン

4 連続数インジケータ

5 サムネール　ボタン

6 印刷枚数　 ボタン／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 ネットプリンタ　 ボタン

10 本体プリンタ　 ボタン

11 送り／停止　　ボタン

12 印刷色切替　 ボタン

13 ステータス

［設定1］
スキャンからの経過時間を設定

●多彩な保存方法で情報をシェア

保存ファイル形式は
・JPEG
・PDF
・PNGの3種類。

JPEG PDF PNG

●必要に応じ、使い分けて出力
・オフィスの共用プリンタにダイレクト出力可能

ネットワーク機能

わかりやすいアイコンでシンプル操作

ボード本体メモリ 社内FTPサーバー

パソコン USBメモリ

社内ネットワーク環境やスタッフが使う機器に応じて多様な
方法で書き込み画像を保存・活用できます。

●ボード本体のメモリに保存したデータを、
　指定したタイミングで自動削除
専用ブラウザで削除時間を設定できます。ボード本体のメモ
リに保存した書き込みデータを、一定時間経過した後に自動
削除する設定が可能です。経過時間はネットワーク接続した
パソコンを通して専用ブラウザから設定できます。

オフィスにBMLinkS対応のプリンタや複合機があれば、LANでつないで直接出力が可能です。
専用プリンタとの併用もできます。
※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

・専用プリンタ
その場ですぐに配布したい内容は
専用プリンタで出力。

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。

［設定2］
ダウンロード直後の自動削除
ボード本体の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
ドの直後にデータを削除する設定
も可能です。
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壁面から
ボード面まで
わずか365ｍｍ
設置する場所を
選ばない薄型設計

議論を妨げない手送りシート
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LFW-202T
＊ワイドタイプ
＊専用プリンタ付

ワイドとスタンダード
板面サイズは2種類
ワイドタイプ（Ｗ1800ｍｍ）と
スタンダードタイプ（Ｗ1300ｍｍ）の
2種類をご用意。お使いいただく
スペースやミーティング内容によって、
お選びいただけます。

1800mm 1300mm

設置 365mm
壁面からボード面まで

675mm
壁面から脚先端まで

書く ボード面を片手で軽く両方向に動
かせます。余白がなくなった時や、
前の書き込みを確認する時も会議
が中断されず、議論が活発化します。

マグネット対応のボード面
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。

※マグネットで指示した資料はスキャ二ン
グできません。
※薄いマグネット・マグネットバーはお使
いにならないでください。シートに巻き込
まれ故障の原因になります。

3段階の高さ調整可能。座ったままの書き込み・操作も可能
1847ｍｍ、1747ｍｍ、1647ｍｍの3段階の高さ調整が可能です。
一番低い1647ｍｍは椅子に座ったままで書き込みができる高さです。
※高さ調整は取扱説明書を参照し、必ず2人で行ってください。

USBメモリ
差し込み口

PC専用
USBポート

PC専用
USBポート
（タイプB）へ

本体付属の
USBケーブル

パソコンの
USBポート（タイプA）へ

サムネール印刷
1面・2面の書き込みを、1枚の用紙に
並べて印刷することができます。

1面

1面 2面

2面

並べて
印刷



ボードタイプ（型名）

形態

形態

インター
フェース

設置方式
本体外形寸法

自立型（スタンド）※1または壁掛け
約 W1480×D146×H1014mm 約 W1980×D146×H1014mm

ボード面寸法 約 W1300×H910mm 約 W1800×H910mm
読取有効寸法 約 W1280×H900mm 約 W1780×H900mm

本体質量 約 20kg 約 25kg

読取時間 約 15秒 約 21秒

スタンド質量 約 10.5kg

面数 2面

ボード

ネット
ワーク

印刷

外部
メモリ

ファイル形式 JPEG、PNG、PDF

種類 USB フラッシュメモリ※3

インターフェース USB2.0
ファイルフォーマット FAT16,32

LAN ポート RJ-45（10Base-T/100Base-TX）

プリント解像度 300dpi 相当
プリント色数 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

対応ネットワーク
プリンタ

USB2.0 準拠/LANポート

BMLinkS 対応プリンタ

対応プロトコル TCP/IP（FTP、HTTP、DHCP、NetBIOS Name Service）

画像解像度

標　　準  864×1248ドット
高解像度  1728×2496ドット
標　　準  864×1728ドット
高解像度  1728×3456ドット

スタンダード ： 

ワイド：

ページ送り 両方向エンドレス（横スクロール）
駆動方式 シート移動式

主走査方向（シート面 縦）1.92dot/mm（50dpi 相当）
副走査方向（シート面 横）1.92dot/mm（50dpi 相当）

読取方式 CIS（Contact Image Sensor）
読取照明光源 RGB   LED

プリンタトレイ質量 約 3.0kg（ACアダプタボックス含む）

スタンド外形寸法
（本体含む）※1 約 W1480×D675×H1847mm※2

読取解像度

約 W1980×D675×H1847mm※2

スタンダード（LF） ワイド（LFW） ボードタイプ（型名）

付加機能

電源

使用条件

時計
PC接続

タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用
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）

消費電力 待機時：約3W、動作時：約12W※4

「プラン・テージ」のホームページから
ダウンロードしてください。

温度 10℃～35℃
湿度 30%～85%（ただし、無結露状態）

その他
罫線 50mm方眼
筆記具 ホワイトボード用マーカー（黒・赤・青）､イレーザー

動作環境 Webブラウザ

AC電源アダプタ 入力:AC100-240V / 47-63Hz 最大1.5A
出力:DC12V、3.0A

Windows  : Edge、Chrome
Macintosh  : Safari 9以上
※JavaScriptを有効にしてください。

付属品

取扱説明書
ネットワーク説明書

ホワイトボード用マーカー（黒・赤・青）、イレーザー、
AC電源アダプタ（電源コード2.5m付）、USBケーブル3m、
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）
※プリンタセットにはプリンタ、専用プリンタトレイ、
電源コード0.5m、プリンタ専用USBケーブル1.8m、3口電源タップ3m

スタンダード（LF） ワイド（LFW）

仕様一覧

LFW-102T   　￥328,400　　　　2面　　　　 　　－　　　　　W1800×Ｈ910ｍｍ　　　Ｗ1980×Ｄ675×Ｈ1847ｍｍ　　　35.5kg

品番 本体価格（税抜） 読取面 専用プリンタ ボード面サイズ 外径寸法 質量

LF-102T   　￥303,600　　　　2面　　　　 　　－　　　　　W1300×Ｈ910ｍｍ　　　Ｗ1480×Ｄ675×Ｈ1847ｍｍ　　　30.5kg

LFW-202T   　￥365,200　　　　2面　　　　 　　○　　　　　W1800×Ｈ910ｍｍ　　　Ｗ1980×Ｄ675×Ｈ1847ｍｍ　　　35.5kg

LF-202T   　￥340,400　　　　2面　　　　 　　○　　　　　W1300×Ｈ910ｍｍ　　　Ｗ1480×Ｄ675×Ｈ1847ｍｍ　　　30.5kg

※質量はプリンタセットを除く※壁掛けタイプについてはお問合せください。

LFW-202T LF-202TLFW-102T LF-102T

・ワイドタイプ ・スタンダードタイプ ・ワイドタイプ
・プリンタ付

・スタンダードタイプ
・プリンタ付

1800mm

910mm

1800mm

910mm

1300mm

910mm

1300mm

910mm

※1 :スタンドは1647、1747、1847mmの3段階に調節ができます。

※2 :H（高さ）は最大値の寸法を記載しています。

※3 :USBフラッシュメモリは付属しておりません。記憶容量が32GB以下に対応。
 全てのUSBフラッシュメモリの動作を保証するものではありません。
 仕様、形状によっては使用できない場合があります。

※4 :専用プリンタを除く。

※Windows  は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

※LANケーブルは付属しておりません。市販品をお求めください。

※専用プリンターのデザイン、仕様は予告なく変更することがあります。

※専用プリンターの消耗品の提供、修理・保証については、ご購入時の取扱説明書・保証書をご確認ください。

※運賃、設置料は含まれていません。別途申し受けます。
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