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私たちに必要なのは、
有能なハブだ。

これからのハイブリッドワークの時代に、コラボレーション、チームワーク、
そして私たちのワークスペースをどのように集合的に再形成するか？

ThinkHubは、チームが協力してアイディアを出し合い、
イマジネーション豊かに仕事を行う上で最高のパフォーマンスを発揮します。
チームが同じ部屋にいる場合でも、さまざまな場所に分散している場合でも、

ThinkHubは、チームがどこで働いているかに関わらず、
チームを�つにまとめるためにデザインされた
ハイブリッドコラボレーションソフトウェアです。

みんなを繋ぎ、集まる場所をつくる。
そして何より、最高のチームプレーを促進する。

それが
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WORK AS A TEAM
チームをまとめ、共同作業の可能性を高めていく

BYODに最適化されたソフトウェア。
さらに、ビデオ会議との統合も可能。
ニーズにあわせたソリューションへ。

BYOD-optimized software. In addition,can be integrated with video conferencing 
that creates a solution to meet your needs.

ThinkHubはソフトウェアベースのソリューションであり、
チームワークに必要なすべての要素を統合します。「T�V app
(ティー・ワン・ブイ アップ）」をダウンロードすればBYODや、
どのデバイスからでも利用可能です。リモートチームも会議
室にいる人と同様のアクセス権で、同一の作業が可能です。
更に、オプション機能を組み合わせることでニーズに合わせ
たソリューションを提供することが可能です。

LARGE DIGITAL 
WORKSPACE
自由を呼び覚ます、大規模なデジタルワークスペース

最大��面のタッチディスプレイ。
空間にあわせて自由に作り上げる
インタラクティブボード。

Have up to 16 touch screen displays. 
An interactive board that you can create freely within your space.

ディスプレイ構成の拡張性が高いところが、ThinkHubの大きな
魅力のひとつです。インタラクティブなデジタルワークスペー
スは、�面～最大��面までのタッチディスプレイ構成に対応し
ています。お部屋のサイズや利用目的に合わせて、縦横比（�×�
面や縦�面など）を自由に設定可能です。また、主要なタッチ
ディスプレイブランドとの互換性があるため、特定のディスプ
レイを必要としないところもメリットです。あたかも一枚の壮
大なキャンバスのようにして、かつてないほど自由度の高いコ
ラボレーションをThinkHubは実現します。

ThinkHubの画面は、マルチユーザーやマルチタッチ
コントロール用に装備されており、物理的なタッチス
クリーンの表面積の��倍に拡張できます。

会議室の規模や議題に関係なく、全員がマルチタッチ
コントロールを介し、コンテンツをその場で共有し、
画面上のファイルを積極的に操作できます。

ThinkHubには、画面に共有されているコンテンツを
描画・消去・スナップショット・メール送信・印刷する
ことができるツールセットが付属しています。

ThinkHubスケッチツールを使用すると、フリーハン
ドでスケッチできます。文字だけではなく、色や形で、
イマジネーションを膨らませてください。

マルチタッチソフトウェアを使用すると、タップする
だけで簡単にアイデアやコメントを入力できます。
色分けやコンテンツ情報を分類することもできます。

タップするだけで任意のWebコンテンツにアクセス
できます。複数のブラウザウィンドウを同時に開くこ
とができるため、効率的な会議進行が可能です。

最大��倍まで拡張できる
デジタルキャンバス

コンテンツの量とデバイスの数に
制限はありません

あらゆるコンテンツに書き込める
ツールセット

フリーハンドのスケッチで
視覚的なコラボレーション アイデアを書き留めるノート機能 マルチタッチWebブラウザ

CREATIVE COLLABORATION
創造的なビジュアルコラボレーション体験がチームの議論を活性化し、アイデアを呼び起こす ThinkHubの�つの基本機能

T�V app
サイトはこちら
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����pディスプレイサポート
ビデオウォールプロセッサー搭載モデル
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OPTIONAL FEATURES
よりThinkHubをご活用いただくための、さまざまなオプション機能のご紹介

東京～大阪間など離れた拠点を接続し（同時に最大��拠点まで対応）、離れた部
屋や場所の画面を完全にシンクロさせます。統合されたオーディオやカメラに
より、リアルタイムなコラボレーションを実現します。

ThinkHubにPoly/Ciscoなどのビデオ会議システムや、Microsoft Teams、Webex、
BlueJeans、ZoomなどのクラウドベースのWeb会議サービスを統合し、リモート
からの参加者をサポートします。

ディスプレイを超え、部屋全体の巨大キャンバスへ拡張
デザインやアジャイル開発を行う組織のために設計されたツールセットです。
デジタル付箋のグループ化や記録システムとの統合により、短期的に効率よく
結果を出すサポートをします。

没入感を高めるために、お部屋全体を覆うキャンバスを作成します。最大��台の
����pディスプレイ、または最大�台の�Kディスプレイをサポート。タッチやモ
バイルデバイスを使用して、どこでもコンテンツの操作が可能です。

ビデオ会議システムやWeb会議サービスを統合

※ThinkHub DockはHDMI出力が�つ以上のモデルにオプション機能として使用できます。

閲覧用ディスプレイとして、メインキャンバス上のお好きなコンテンツを独立
して表示します。常時表示しておきたいカメラ映像などを出しておくのに便利
です。

閲覧用ディスプレイとしてコンテンツを独立表示

ThinkHub Dock™
※

PRODUCTS LINEUP
さまざまなお部屋に対応する豊富なラインナップをご用意しております
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ThinkHub PROⅡ

CX-��-THPⅡ

ThinkHub PRO Ⅲ

CX-��-THP Ⅲ

※� ディスプレイ構成は、ご要望に応じてご相談ください。
※� オプション機能としてHDMI入力を追加すれば、専用アプリをインストールしなくても参加できます。さらに、CiscoやPolyなどのテレビ会議システムとの統合が可能です。
※� ThinkHub Dockはオプション機能になります。

ThinkHub PROⅠPLUS

CX-��-THPⅠ

ThinkHub PROⅠ

CX-��-THPⅠ

製品名

型番

ディスプレイ
対応数 構成例※�

アプリ同時接続数

HDMI入力※�

HDMI出力

製品名

型番

アプリ同時接続数

HDMI入力※�

HDMI出力

��
�（����p）/ �（�K）

�（����p）/ �（�K）�（����p）

Dock※�対応数 �（����p）/ �（�K）�（����p）

����

�
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ThinkHub PRO

CX-��-THP-�K

�
�（����p）/ �（�K）

ThinkHub PRO PLUS

CX-��-THP-�K

ThinkHub �K Plus

CX-��-TH-�K-PLUS

�（����p）

Dock※�対応数 �（����p） �（����p）/�（�K）

デジタル付箋でチームをリアルタイムにまとめる

ThinkHub xCanvas™ThinkHub Agile™

離れた場所や部屋のキャンバスを完全にシンクロ

ThinkHub VC™ (Video Conference)ThinkHub MultiSite™

�(�K)

［シンクハブ  マルチサイト］

［シンクハブ  アジャイル］

［シンクハブ  ドック］

［シンクハブ  ブイシー］ マルチパネル用ラインナップ

シングルパネル用ラインナップ

［シンクハブ  エックスキャンバス］

横 �×�縦 �×�

�（�K）
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ThinkHub PRO Ⅳ

CX-��-THP Ⅳ
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製品名

型番

アプリ同時接続数

HDMI入力※�

HDMI出力

��
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ThinkHub Triple �K

CX-��-THP-T�K

Dock※�対応数 �（����p）/�（�K）�（����p）/�（�K）

��（����p）/ �（�K）

ThinkHub Extended

CX-���-THP-�K

ThinkHub Dual �K

CX-��-THP-D�K

�（����p）/ �（�K）

TOKYOOSAKA

Poly/Cisco
Teams
Webex
BlueJeans
Zoom

AFTER

GROUP CGROUP B

BEFORE

GROUP CGROUP BGROUP A

GROUP A
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MULTI PANEL

SINGLE PANEL

製品名

型番

アプリ同時接続数

HDMI入力※�

�（����p）/ �（�K）Dock※�対応数

HDMI出力

（����p）

ディスプレイ
対応数 構成例※�

（����p）

ディスプレイ
対応数 構成例※�

ディスプレイ
対応数 構成例※�

�（�K） カスタマイズ

�Kディスプレイサポート
ビデオウォールプロセッサー搭載なしモデル

各機能の詳細
動画はこちら




