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製品ポートフォリオ

コードレス&バッテリーレス

ショートカット割付可
能なサイドボタン

筆圧対応のペン先

インタラクティブな液晶ペンタブレットは黒板のように使用でき、画面に説明や図を手書きしながら授業
を進められます。教材に注釈を加え、参考資料を共有するのに使えるほか、生徒からの提出物にきめ細か
いコメントを書き込む添削ツールとなります。ですから、デジタルペンは教師のワークフローを効率化する
だけではなく、生徒の学習効果を高めます。

せっかくデジタル授業を導入しても、マウスとキーボードだけでは効果は半減で
す。そこでデジタルペンを使えば、今まで通りの直感的な操作で授業を自由に展開
できます。

より充実した授業のために
学習効果の向上

•	直感的な操作	
シンプルな操作のデジタルペンなら、教師もす
ぐに使いこなせます。また、使い慣れたソフトウ
ェアでペンを使用できます。

•	高い汎用性	
ワコムのデジタルペンは特定のソフトウェアに
縛られないので、現在お使いの授業プラットフ
ォームやOSとシームレスに連携します。 

•	教材の有効利用	
デジタルペンで説明、図、解答例などを書き込
めば、教材の魅力がアップします。それも生徒
を飽きさせない工夫です。 
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製品ポートフォリオ

ワコムを選ぶ理由  
ペン対応デバイスとは？ 
ワコムのペン対応デバイスは、生徒の学習意欲を高めるデジタル授業を実現しま
す。教室での授業でもオンライン授業でも使用でき、費用効果の高いツールです。 

•	優れた経済性	
ワコムのデバイスはインストールや管理の手も
がかからないので、導入やメンテナンスの費用
が抑えられます。 

•	紙に書くような自然な書き味	
ワコムのデジタルペンは紙に書くような自然
な書き味で、すぐに使いこなせるようになりま
す。

•	教師と生徒にやさしいデバイス	
従来の黒板での板書とは異なり、教師は生徒
の方を向いたまま、無理なく説明や図を手書
きできます。

•	多様なニーズに応える品揃え	
ワコムでは各種の液晶ペンタブレット、ペンタ
ブレット、スマートパッドを取り揃えています。
用途に合わせてお選びいただけます。

•	ホットスワップ対応で自由な使い方	
ワコムのペン対応デバイスは、スイッチを入れ
たまま接続先を切り替えることができます。デ
バイスの停止、シャットダウン、再起動の必要
はありません。 

•	特定のソフトに依存しない	
ワコムのデバイスはどのデジタルインク対応ソ
フトともシームレスに連動するので、専用のソフ
トを新しく購入する必要はありません。

•	メンテナンスが簡単	
ワコムのデバイスにはOSや更新プログラムは
不要。一度、最新のドライバをダウンロードす
れば、そのまま使い続けることができます。

•	実績のある信頼性	
ワコムのデバイスは引っ掻き傷に強い画面で、
長時間の使用にも耐える堅牢性をそなえてい
ます。使用開始後の再校正は必要ありません。 
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製品ポートフォリオ

デジタル授業 
ユースケース

教室における従来の授業方法から、より柔軟なハイブリッド型授業への移行が進
んでいます。そのなかでワコムのデバイスとデジタルペンは、あらゆる教育現場に
役立つツールです。

教室でのコラボレーション	

デジタルホワイトボードアプリや授業プラットフォームを使用して、
教師と生徒は対話的に授業を進めます。生徒はペンタブレットで
解答案や質問を書き入れます。生徒が聞いて自習するだけの一
方通行の授業を双方向の授業に変えます。

ハイブリッド型授業

オンライン授業と対面授業を組み合わせて実施することで、複数
の場所での授業を可能にします。在宅学習者は教師が共有する
画面を見ながら、教室で学ぶ生徒はOHPで映し出される同じ画
面を見ながら授業を受けます。

オンライン授業

ライブ配信のオンライン授業でもデジタルインクが活躍します。テ
レビ会議アプリで生徒の端末とオンラインで接続し、教材を共有
します。生徒が表示された教材に書き込んだり、チャット領域で先
生に質問を送ったりすることで、インタラクティブな授業が実現し
ます。

教室でのデジタル授業

教壇に立っている教師は、液晶ペンタブレットをパソコンやOHP
に接続して使用し、常に生徒と向き合いながら授業を進められま
す。生徒に見せているスライドにデジタルペンで指示や図を書き
込めば、生徒も授業に集中しやすくなります。 
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製品ポートフォリオ

液晶ペンタブレット 
紙にペンで書くように画面に直接書き込むことができ、ホ
ワイトボードとして使用できます。さらに、従来の黒板とは
異なり、生徒の方を向きながら板書できます。ワコム特許
技術の電磁誘導方式（EMR）の液晶ディスプレイであれば、
手元を見ながら正確なタッチで文字や図を書くことがで
きます。

ペンタブレット 
初期投資を抑えてデジタル授業を導入するなら、液晶のな
いペンタブレットがおすすめです。教師と生徒は別のデバ
イスの端末の表示を見ながらペンタブレットでペンを動か
し、スライドショー、PDF、デジタルホワイトボードに書き込
みます。また、ペンタブレットはデジタルインク対応のアプ
リの操作にも使用できます。 

スマートパッド 
スマートパッドを使えば紙に手書きしたメモを簡単にデジ
タル化できるので、紙とペンがプレゼンテーションツールに
早変わりします。教室内で持ち歩いてメモを取ることがで
き、書いたメモをパソコンやモバイルデバイスにリアルタイ
ムで表示させることができます。ここでも、ワコムの誇る高
精度の感知技術が活かされています。

教育向けワコム製品 
製品ポートフォリオ

非液晶モデル 紙からデシタル化液晶モデル



7

製品ポートフォリオ

ワコム
液晶ペンタブレット

教師は液晶ペンタブレットを外付けモニタとして使用し、それに書き込めます。液晶
の内容は教室のOHPで映し出したり、リモートの画面共有で配信したりすることも
可能です。正確なタッチで説明や図を書き込めるデジタルホワイトボードとしてお使
いいただけます。教室にある黒板とは異なり、生徒と向き合いながら板書できるの
がメリットです。  

DTU-1141B

ACアダプタの不要なHD対
応10型液晶ペンタブレット
で、ケーブル1本でUSBポート
に接続できます。手軽にイン
ストールでき、収納にも便利
なデザインです。バッテリーレ
スペン付属。

DTH-1152

縦置き・横置きの両方のモー
ドに対応する、コンパクトな
10型液晶ペンタブレット。マ
ルチタッチで拡大縮小やスク
ロールができるほか、アプリケ
ーションの操作にも使用でき
ます。バッテリーレスペンと便
利なペンテザーが付属。

WACOM ONE

お手軽価格のフルHD対応
13.3型液晶ペンタブレット。
十分な描画エリアをもちなが
ら持ち運びやすいサイズで、
授業中に外付けモニタとして
活躍します。紙のような摩擦
のあるディスプレイにバッテリ
ーレスペンで書くのは自然な
感覚です。 

CINTIQ 16

上位モデルの15.6型液晶ペン
タブレット。対面授業やオンラ
イン授業で忙しい教師の方々
におすすめのモデルです。アン
チグレア加工のフルHD液晶、
デジタルペン、VESAマウント
がセットになっています。また、
オプションでチルト角度調整
スタンドもあります。

CINTIQ 22

業界トップモデルのフルHD
対応液晶ペンタブレットはメ
インモニタの代わりに使用す
ることができます。高精度な
バッテリーレスペンとチルト角
度調整スタンドを同梱。  

DTK-2451 / DTH-2452

フルHD対応の24型液晶ペンタ
ブレットなら、最大の描画エリ
アを使って快適にデジタル授業
を進めることができます。ビデオ
出力有り。バッテリーレスペンが
付属しています。マルチタッチ
機能でアプリを直感的に操作し
たいなら、DTH-2452がおすす
めです。
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製品ポートフォリオ

最適な使用シナリオ

複数の場所で授業 
DTU-1141BはUSB接続のプラグインデバイ
スなので、教師は学校でも在宅勤務でも手
軽に使用できます。コンパクトな軽量モデル
で、収納にも場所を取りません。

フルHD対応の10型液晶に直接、説明や図を
書き込み、メモ書きできます。スライドショー
の教材にも細かい書き込みが可能になりま
す。デジタルインクを使った双方向のやり取り
で、授業に活気が生まれます。さらに、教師は
生徒の方を見ながら板書できます。

主な機能と特長

•	持ち運びに便利	
軽量な液晶ペンタブレットは校内での持ち運
びに便利で、収納も簡単です。

•	シンプルな使い方	
ケーブル1本で接続でき、インストールも簡
単。ACアダプタも不要です。

•	精緻なデジタルインク	
高精度の書き味でお使いいただけるコンパ
クトな液晶。再校正は不要です。

フルHD対応のコンパクトな10型液晶ペンタブレット。USBポートに接続するだ
けで使用できます。ACアダプタの要らないバッテリーレスペンなので、教室から
教室への持ち運びにも適しています。 

DTU-1141B

   mico USB給電、ポートスト
ッパー付き 

   特許考案のデジタルペ
ン、コードレス＆バッテ
リーレス  

   フルHD（1920x1080）解像度
の10.1型カラー液晶タッチパネ
ル

   タッチ操作の 
ExpressKeys

   ペンホルダー

   50cm  
ペンテザー
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製品ポートフォリオ

フルHD対応の10型液晶ペンタブレット。マルチタッチ対応の外付けモニタとし
て活用でき、教材に説明や図を書き込んだり、宿題を添削したりするツールとな
ります。 

DTH-1152

   ３分岐ケーブル（電源、HDMI、USB）

   フルHD（1920x1080）解像度の
10.1型カラー液晶パネル

   50cm  
ペンテザー

   ペンホルダー、 
内蔵型ペンコンパートメント

最適な使用シナリオ

作業空間の拡大 
教師はお使いのデバイスにDTH-1152を接
続して使用します。フルHD対応の10型液晶
ペンタブレットに直接、注釈を書き込めます。
活気のある対話的な授業にお役立ていただ
けます。

ペン入力とマルチタッチ機能に対応するコン
パクトな軽量モデルで、バッテリーレスペンが
付属しています。また、ペンを本体につなげる
テザーが付いているのも便利です。  
直感的に操作できる外付けモニタとして使用
できるので、教師の作業空間が広がります。マ
ルチタッチ対応でパソコン操作にも使用でき
ます。 

主な機能と特長

•	タッチパネル機能	
マルチタッチによる拡大縮小やスクロールに
より、直感的な操作が可能です。

•	縦横の使い分け	
縦置き・横置きの両方に対応し、ソフトウェア
や教壇のスペースに応じて柔軟な使い方が
可能です。

•	優れた耐久性	
傷のつきにくい強化ガラスを採用した堅牢な
デバイスです。日常的に使うのに適しており、
収納にも気をつかいません。    特許考案のデジタルペ

ン、コードレス＆バッテ
リーレス  
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製品ポートフォリオ

最適な使用シナリオ

オンライン授業と対面授業 
フルHD対応の13型液晶ペンタブレット
Wacom Oneは教室の授業でも活躍します。
教師は余裕のある画面を使用して、教材に図
や説明を正確なタッチで書き込めます。在宅
学習者は録画配信型の動画を視聴するか、テ
レビ会議ソフトでライブ配信型のオンライン
授業を受けることになります。

Wacom Oneはデスクトップ、ノートブック、対
応端末に接続するだけで使えるプラグインデ
バイスで、教師は場所を選ばずに授業できま
す。

主な機能と特長

•	大型の画面	
フルHD対応の13型液晶ペンタブレットは、
説明や図を書き込むのに十分な描画エリア
をもちます。

•	自然な書き味	
ディスプレイは紙のような自然な書き味で、教
師もすぐ使いこなせます。

•	デジタルインク	
デジタルインクで説明を正確に書き込むこと
で、教材やプレゼンの内容がさらに充実しま
す。

お手頃価格で、デジタル授業に紙に書くような自然な手書きを取り入れるのに
ぴったりな液晶ペンタブレット。フルHD対応の13.3型液晶ペンタブレットで、バ
ッテリーレスペンが同梱されています。

Wacom One

   フルHD（1920x1080）解像度
の13.3型カラー液晶パネル

   見た目も使い心地もペンそのも
の、自然な書き味のバッテリーレ
スペン

   紙のような自然な書き味の 
ディスプレイ

   対応Andoroid端末に簡単に 
  接続
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製品ポートフォリオ

最適な使用シナリオ

教室での少人数授業	
少人数のクラス構成にはCintiq 16。描画エリ
アの限られた小型でもなく、かといって大きす
ぎもしない、ほどよい中間サイズです。  
 
15.6型フルHD液晶は、授業スライドや教材に
書き込んだり、宿題を添削したりするのに便利
です。共同プロジェクトでは生徒はホワイトボ
ードを共有し、それに正確なタッチのデジタル
インクで書き込み合うことができます。

主な機能と特長

•	表示サイズ	
アンチグレア加工の15.6型画面は、教師に余
裕をもって書き込める描画エリアを提供しま
す。

•	縦横の使い分け	
縦置きで・横置きのいずれでも、画面に文書
を全体表示させて快適に作業できます。

•	自然な書き味	
バッテリーレスペンは紙に書いているような
自然な書き味です。

Cintiq 16はアンチグレア加工の15.6型フルHD液晶とバッテリーレスペンを備
えた上位モデルの液晶ペンタブレット。折りたたみスタンドを内蔵。

Cintiq 16
   フルHD（1920x1080）解像度
の15.6型カラー液晶パネル

   使いやすい内蔵
スタンド 

   左右どちらにも取り付け
られるペンホルダー

   手に馴染むパーム
レスト領域 

   誤作動を防ぐ位置の電源
ボタン 
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最適な使用シナリオ

ハイブリッド型授業 
教師がそばで見ていなくても、生徒はデジ
タルインクで書き込まれた説明を読み、自
主的に教材に取り組むことができます。対
面・オンライン授業のいずれにも活用できま
す。 
 
フルHD対応22型液晶は、反転授業やブレ
ンド型授業用の動画の作成にも役立ちま
す。大型画面で教材に説明を書き込めば、
動画の内容がさらに充実します。 

主な機能と特長

•	余裕のある画面	
広 と々した画面サイズで、授業に使いやすい
作業空間を提供します。

•	自由な使い方	
チルト角度調整スタンドを内蔵しているほ
か、サードパーティ製アームを取り付けたり、
教卓に組み込んだりすることもできます。

•	デジタルインク	
筆圧対応のバッテリーレスペンにより、正確
なタッチで文字や図を書き込めます。

業界トップモデルのフルHD対応22型液晶ペンタブレット。広 し々た画面で快適
かつ正確に書き込める作業空間を教師に提供します。チルト角度調整スタンド
が付属。 

Cintiq 22

   フルHD（1920x1080）解像度
の21.5型カラー液晶パネル    左右どちらにも取り付け

られるペンホルダー

   チルト角度調整スタ
ンド（16～82°） 

   誤作動を防ぐ位置の電源
ボタン 

   手に馴染むパーム
レスト領域 
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DTK-2451 / DTH-2452

最適な使用シナリオ

大きな講堂 
DTK-2451とDTK-2452は、講堂や大教室で
の使用に適しています。付属のスタンドを使
用するだけでなく、サードパーティ製アームを
取り付けたり、教卓に組み込んだりすることも
できます。 

HDCP対応コネクタとビデオ出力端子を備え
ているので、デジタルインクで書き込んだプ
レゼンを教室のOHPに映し出すことも可能
です。タッチジェスチャで直感的に操作したい
なら、マルチタッチ機能対応のDTK-2452が
おすすめです。

主な機能と特長

•	表示サイズ	
広 と々した読取可能範囲で、授業にも使いや
すい作業空間となります。

•	選べるビデオ出力	
DVIビデオ入出力端子でアナログ・デジタル
接続の両方に対応しています。

•	マルチタッチ機能	
対応マルチタッチ機能で直感的に操作する
にはDTK-2452がおすすめです。

大型の画面にはA4サイズのファイルを横並びで表示できます。チルト角度調整
スタンドとバッテリーレスペンが付属しています。ビデオ出力有り。

   DVIビデオ入出力端子、アナ
ログ・デジタルの両方に対応

   フルHD（1920 x 1080）解像
度の24型カラー液晶パネル

   左右どちらにも取り付け
られるペンホルダー

   特許考案のデジタルペ
ン、コードレス＆バッテ
リーレス  
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ワコム 
ペンタブレット
お手頃価格で、教室にデジタルインクを導入するには、ペンタブレットがぴったりです。特定のソフトウェアに縛られな
いので、お使いの学習プラットフォーム、テレビ会議アプリ、その他一般的なプログラムともスムーズに連動します。デ
ジタル教育に手書き機能を取り入れるには、最も経済的なソリューションです。

ONE BY WACOM S

バッテリーレスペン付きの6インチ
のコンパクトペンタブレットは、机
の上で場所を取らず便利です。生
徒は各自の端末からオンラインの
共有スペースで共同作業できるの
で、活気あるインタラクティブな授
業が実現します。

ONE BY WACOM M

8インチのコンパクトペンタブレッ
トは軽量で持ち運びに便利です。
書き込んだ内容をパソコンの大き
い画面に表示させて使用します。
バッテリーレスペン付属。教材に説
明を書き込んだり、宿題を採点した
りするのに欠かせないデジタルツ
ールです。

WACOM INTUOS S 
BLUETOOTH

軽量な6インチのコンパクトぺン
タブレット。Bluetooth内蔵なの
で、ケーブなしに簡単に接続でき
ます。ACアダプタ不要。オンライン
授業や教室でのデジタル授業で
のやり取りに最適なペンタブレッ
トです。

WACOM INTUOS M

軽量な8インチのコンパクトぺン
タブレット。デジタルインクによ
り、マウスやスタイラスペンよりも
正確なタッチで書き込めます。ス
イッチを入れたまま別の端末に差
し替えられるホットスワップ対応
で、どこでも手軽に生徒とやり取
りできます。

WACOM INTUOS M 
BLUETOOTH

軽量な8インチのコンパクトぺ
ンタブレットのワイヤレスモデ
ル。Bluetooth内蔵で、ACアダプ
タも不要です。  また、軽量で持ち
運びやすいので、教室内での持ち
歩きにも適しています。生徒を見
回るときも、教師の使える作業空
間が増えます。
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One by Wacom S / M

最適な使用シナリオ

生徒との対話的な授業 
授業中に、生徒と教師はOne by Wacomを
各人の端末にUSB接続して使用します。  
 
生徒はデジタルインクでノートを取ったり、質
問を書き込んだりします。それによって、イン
タラクティブな授業が実現します。受け身に
授業を聞くだけではないので、生徒の学習意
欲も高まります。

主な機能と特長

•	持ち運びに便利	
スリムな軽量デザインながら耐久性に優れて
おり、自宅と学校の間を手軽に持ち歩けます

•	優れた耐久性	
コンパクトで丈夫なOne by Wacomは、生
徒用の機材としても適しています。

•	アクティブラーニング・ツール	
このペンタブレットは、生徒の積極的な授業
参加と能動的な学びのためにお手頃価格で
導入できるツールです。

One by Wacomは、ワコムのペンタブレットなかでも最もお手軽な価格でお求め
いただけるモデルです。6インチと8インチの2サイズから選べ、教師と生徒双方の
使用に適しています。軽量で持ち運びやすいので狭い場所でも扱いやすく、校内
でも手軽持ち歩くことができます。 

  紙にペンで書くよ       
         うな自然な書き味

 右利き・左利き設定が可能

   micro USB給電 
   特許考案のデジタルペ
ン、コードレス＆バッテリ
ーレス  
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Wacom Intuos S Bluetooth / 
M / M Bluetooth

最適な使用シナリオ

教材への書き込み 
Wacom Intuosをメインの端末にUSB接続
またはBluetooth接続し、教材の作成や編集
に使用できます。授業の下準備や授業中に、
スライドショー、PDF、デジタルホワイトボード
スペース等のなじみのソフトウェアで教材に
説明や図を書き込み、メモを取ることができ
ます。 

宿題には直接書き込んで採点できます。教師
の添削を見て、生徒はどこを直すべきなのか
が具体的に分かります。宿題の提出や保存も
デジタル。教師からデジタルインクで添削さ
れた宿題が戻ってきたら、生徒は電子ファイ
ルとして保存します。

主な機能と特長

•	ワイヤレスモデル	
シンプルなUSB接続のほかに、ケーブル不要
のBluetoothモデル（Intuos S Bluetooth/ 
M Bluetooth）もあります。

•	モバイル・ティーチング	
Bluetooth接続モデルなら、教室内で持ち歩
きながら使用できます。生徒を見回りながら、
タブレットで個人指導することができます。

•	持ち運びに便利	
耐久性に優れた軽量ペンタブレットは校内で
自由に持ち歩くことができ、収納も簡単です。

Wacom Intuosはフルフラットスクリーンで隈なく書けるタブレット。6インチと
8インチの2サイズから選べます。USB接続のほかにBluetooth搭載モデルもあ
ります。

   USB給電 
   特許考案のデジタルペ
ン、コードレス＆バッテリ
ーレス  

   ケーブル不要の
Bluetoothモデル  

 右利き・左利き設定が可能
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Bamboo
SmartPads

BAMBOO SLATE L (A4) 

大きめのA4サイズのバインダー型スマートパッドです。教室内で持
ち歩き、Wacom Bluepoint Penで書き込めます。Bluetooth内で
パッドに書き込んだ内容をリアルタイムで画面に表示できます。 

BAMBOO FOLIO L	（A4ノート型）

A4サイズのスマートパッドにカバーが付いたノート型モデル
で、Wacom Ballpoint Penが付属しています。手書きのメモやス
ケッチをデジタルファイルに変換し、リンクされた端末の画面にリ
アルタイムで表示できます。

スマートパッドなら好きな紙に書き込むことができ、教室で生徒を見回りながらメモするのにも
便利です。Bluetooth接続でデバイスと同期すれば、メモの内容がデジタル化されます。授業中
に、デジタル化したメモをパソコンやモバイルデバイスに映し出すこともできます。
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Bamboo Slate L

最適な使用シナリオ

アイデアメモや授業計画に 
まずは手書きで授業計画を練りたい
ときや、説明図をスケッチしたいとき
に、Bamboo Slateが活躍します。また、ブ
レインストーミングにも最適。スマートパ
ッドには軽くてコンパクトなA5サイズと、
より広い描画エリアをもつA4サイズがあ
ります。  
 
Bluetooth接続により手書きメモがデバ
イスに同期され、デジタルインクに高精度
に変換されます。独自のタグ機能によりメ
モを分類できます。リンクされた画面に同
期し、メモが共有されます。

主な機能と特長

•	選べる2サイズ	
教師の好みに応じて、Bamboo SlateはA5
とA4の2サイズからお選びいただけます。

•	デジタルインク	
一瞬にして手書きのメモをデジタルインクに
変換できます。タイプする手間が省けます。

•	高精度な筆圧感知	
ワコムのスマートパッドは、80枚綴りのノー
トの上から書いても筆圧を高精度に感知し
ます。

Bamboo Slateのスマートパッドなら、教師は好きな紙にWacom Ballpoint 
Penで手書きできます。ボタンをワンタッチするだけで、手書きのメモやスケッチ
を瞬く間にデジタルインクに変換できます。

   ケーブル不要の
Bluetoothモデル  

   バッテリーレス

   ボタン一押しでページをデバイ
スに同期   ペンで書いた文字 
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Bamboo Folio L

最適な使用シナリオ

その場で生徒を指導 
 
ケーブル不要のBamboo Folioは、教室内で
持ち歩くのに便利です。生徒を見て回るなか
で、頻繁なミスに気が付いたら、スマートパッ
ドですかさずメモできます。また、各人の学習
の進捗や指導の要点を書き留められます。メ
モした内容をクラス全体と共有することもで
きますが、  
 
それには手書きメモをデジタル化します。メ
モはデジタルインクに正確に変換され、教室
のパソコンにリアルタイムで表示され、編集
や共有が可能になります。 

主な機能と特長

•	好きな紙に書ける	
Bambooスマートパッドはどんな紙も使用で
き、手書きした内容を高精度に認識します。

•	自由な使い方	
教室内で持ち歩いてメモを取ることができ、
書いたメモはリンクされている端末にリアル
タイムで表示されます。

•	保護カバー	
カバー付きのノート型パッドなのでメモを安
全に保管でき、使用しないときも簡単に片付
けられます。

カバー付きノート型スマートパッドBamboo FolioにはA5とA4のサイズがあ
り、Wacom Bamboo Penが付属しています。Bluetooth接続でデバイスに転
送すれば、手書きのメモがデジタルインクに変換されます。

   ケーブル不要の
Bluetoothモデル     好きな紙に書ける  

   対応デバイスにリンク   Wacom Ballpoint Pen 
（芯交換も可能）
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