ClickShare CSE-200

中⼩会議室向けワイヤレスプレゼンテーションシステム

b 中央スクリーンへのワイヤ
レス接続
b 最⼤2⼈のユーザーをスク
リーンに表⽰

b ノートパソコン、タブレッ
トまたはスマートフォンか
ら共有
b 強化されたセキュリティ機
能
b タッチバック機能をサポー
ト
b ⼀元管理

b 2つのボタンが付属

創造性は、お客様の組織で中核となる資産の1つです。ClickShareを
利⽤すると、アイデアはそれにふさわしい注⽬を集められるように
なります。このワイヤレスプレゼンテーションシステムにより、ユ
ーザーは、それぞれのノートパソコンやモバイルデバイス上にある
コンテンツを簡単にプレゼンテーションスクリーンで共有できます
。ケーブルやセットアップも不要で、参加の待ち時間もありません
。
ClickShareの最新アップデートに含まれる新機能についてはこちら
をご覧ください
プラグインして注⽬を集める

CSE200は、中⼩規模の会議室にClickShareの利便性をもたらします。ゲストを含む
どなたでも、ワンクリックで接続してすぐに共有できます。トレーニングは必
要ありません。ユーザーは、USB対応デバイスであるClickShareボタンをお使い
のPCまたはMacに差し込んでボタンをクリックするだけで、プレゼンテーショ
ンコンテンツをノートパソコンから会議室の⼤型スクリーンに映し出すことが
できます。また、ClickShareアプリを使⽤すれば、ユーザーはノートパソコン、
携帯電話、タブレットからもコンテンツを共有できます。デスクトップ⽤アプ
リで最適な利⽤環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファー
ムウェアをインストールするようにしてください。

コラボレーションを促進

CSE200は企業向けに設計されており、強化されたセキュリティ機能、幅広い接続オ
プション（⾮HDCPコンテンツに対するAirPlayとGoogle
Castサポートを含む）、タッチバック機能、⼀元管理を可能にします。最⼤2⼈
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まで同時にコンテンツを共有できるCSE200は、中央スクリーンへのダイレクトな接続性を確保し、コラボレーションを
促進します。ユーザーの利便性を考慮し、CSE200のセキュリティ機能は会社のポリシーとニーズに応じて、あらかじめ設定さ
れた3つのレベルのいずれかに設定できます。また、重要なのは、デバイスのAP
Iも簡単に社内ネットワークに統合することができることです。ClickShareは会
議室でのタッチバック機能も実現します。アプリケーションはノートパソコン
で実⾏し、スクリーン側でそれを制御します。画⾯を数回タッチするだけで、
プレゼンテーションを開いたり、メールを共有したり、ビデオを開始したりす
ることができます。プレゼンテーションツールに気を取られずに、聴衆やコン
テンツに集中できます。
CSE-200は、ISO
27001認証取得済みのフローとプロセスにより開発された製品です。

ClickShare CSE-200を備え付けの会議室のセットアップ（Microsoft
TeamsやZoomルームなど）に追加すると、Microsoft
TeamsとZoomの会議での⽣産性とコラボレーションが強化されます。これによ
り、会議から真のコラボレーションに焦点が戻ります。
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技術仕様

CLICKSHARE CSE-200

オペレーティング・システム

Windows 10 32 & 64ビット
macOS 10.14/10.15（Catalina）
Android 9 & 10（ClickShareアプリ）
iOS 11、12 & 13（ClickShare アプリ）

⼀般仕様

ビデオ出⼒
出⼒解像度
オーディオ

AirPlay のサポート

Google Cast ⾮対応
フレームレイト

画⾯上の同時ソース数

HDMI x 1

1920x1080 @60Hz

HDMI 経由、アナログはオーディオ・ジャック 3.5mm 経由、S/PDIF
iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 12 まで / Mac OS 10.14
Android 8.1 Oreo
最⼤ 30 fps

同時接続数
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拡張型デスクトップ

利⽤可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張パックを必要とする場合があります。

iPad、iPhone、Android との互換性
認証プロトコル

無線伝送プロトコル

ClickShare アプリまたは AirPlay / Google Cast を使⽤して経由で Android と iOS デバイスの両⽅に対してドキュメント、
ブラウザー、カメラを共有
スタンドアロン・モードで WPA2-PSK
ネットワーク統合モードで WPA2-PSK または IEEE 802.1X

接続距離

信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最⼤ 30m (100 ft)

接続

1x イーサネット LAN 100Mbit
2x (後⾯) + 1x (前⾯) USB
オーディオ・アナログ・ライン出⼒ミニ・ジャック・ソケット (3.5mm)、デジタル S/PDIF

周波数帯域

ノイズレベル
適⽤温度範囲
湿度
盗難防⽌システム
証明書
保証

* 注記

ClickShare Base Unit ⼨法
⼨法 (HxWxD)
電源

消費電⼒
重量

2.4 GHz および 5 GHz (DFS チャンネルは⾮対応)

ファンレス

操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F)
最⼤: 35°C (95°F) ただし 3000m
保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
保管:0 〜 90% 相対湿度、結露なきこと
操作:0 〜 85% 相対湿度、結露なきこと
ケンジントン・ロック
3 年 (標準)
5 年まで延⻑可能

*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network
Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

205mm x 115mm x 45mm (アンテナを除く) / 8.1 インチ x 4.5 インチ x 1.8 インチ
205mm x 150mm x 135mm (アンテナを含む) / 8.1 インチ x 5.9 インチ x 5.3 インチ"
標準 110/220 V AC プラグまたはイーサネットによる給電 (PoE Plus)
操作: 6W (通常) / 18W (最⼤)
スタンバイ: 2.6W (ECOスタンバイ) / 0.4W (ディープスタンバイ)

⽣成⽇:07 May 2021

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。
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