4.5型液晶サインタブレット

STU-430

4.5-inch
Signature Pad

STU-430

The versatile
eSignature solution

製品概要

主な特長

スリムなデザインのSTU-430は、
さまざまな用途に利用できるシンプルな

• 電子サインを容易に取り込める実用的な4.5インチモノクロ液

モノクロ液晶サインタブレットであり、
あらゆる電子サイン環境に最適です。
手書き電子サインを取り込むのに十分なサイズの4.5インチ液晶画面を備え
ています。画面は、
さまざまな照明環境下で容易に読み取ることができます。
また、
セキュアな電子サインを保証できるよう、暗号化機能とユニークハード
ウェアIDも搭載されています。

• PCへの接続は、一体型デジタルペンホルダーとUSBケーブル

晶ディスプレイを備え、手書きの電子サインやソフトボタンも表

ロックを組み合わせて行うため、ペンを使用しない場合は

示可能なスペースを提供

専用エリアに収納したり、USBロックによりUSBケーブルの

• 1024段階の筆圧を感知するデジタルペンの使用により、
生体
情報に基づく正確な電子サインを取得することも可能
• 特許を取得したワコムの電磁誘導方式
（EMR）
テクノロジーと
バッテリーフリーのデジタルペンの採用により、
メンテナンスの手
間とコストを削減
• 優れた耐久性を誇る傷のつきにくい強化カバーガラス
• 最先端のAES256 / RSA2048暗号化によりセキュアな取引が
可能

思いがけない断線を防止したりすることが可能
• 電子サインごとに液晶サインタブレットユニットの識別用
UID（ユニークハードウェアID）を利用することにより、
電子サインのトレーサビリティが向上
• 一体型Kensington®セキュリティスロットにより、
デバイスセキュリティが向上

仕様

その他

本体製品型番:STU-430/G0

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)

161 x 174 x 11 mm

ペンホルダー

ペントレイ

重さ(スタンドを含む)

280 g

接続セキュリティ

USBケーブルロックシステム

メインボディの色

グレー

データセキュリティ

内部メモリを使用しない
リアルタイム署名キャプチャ

電源

USBバスパワー(ACアダプタ不要)
セキュリティロックスロット

消費電力

最大1.0 W

通信インタフェース

USB

有り、
ケンジントン

	+5° C～+40° C、
（湿度30%～80%、結露なきこと）
	-20° C～+60° C、
（湿度30%～90%、結露なきこと）

液晶ディスプレイ

電子サインソフトウェアの互換性	

ディスプレイタイプ

モノクロFSTN液晶

保護パネル面

強化ガラス

最大解像度

320 x 200ピクセル

タブレットおよびペン
読取方式

電磁誘導方式(EMR)

読取可能範囲

96 x 60 mm

読取分解能

0.01 mm

読取精度

±0.5 mm（中央）

読取速度

200PPS

筆圧レベル

1024

暗号化

AES256 / RSA2048

Wacom sign pro PDF :開発者はC++、.NetおよびJava開発
ライブラリを使用し開発可能
(その他の開発言語やプラットフォームでのライブラリおよび
ソフトウェアの使用可否については、 当社にお問い合わせください)

無償保証期間 	1年間
パッケージ内容

STU-430、スタイラスペン、USBケーブル（3 m）、
クイックスタートガイド、ペン紛失防止ケーブル

アクセサリ
（オプション）

スタイラスペン
（UP-610-89A）
、
替え芯（ACK-21201）

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更する事があります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。
03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強
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住友不動産新宿グランドタワー31階
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力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

5型液晶サインタブレット

STU-540

5-inch color
Signature Pad

STU-540

The premium
eSignature solution

製品概要

主な特長

STU-540液晶サインタブレットは、ワコムの先進的かつ堅牢な高性能電子サ

• 特許を取得したコードレスデジタルペンは、
バッテリー不要で

インデバイスです。対面による手書きの電子サインによる手続きが必要な場面
に最適であり、
銀行や自治体などの窓口業務、
店舗でのクレジットカード決済な
どで使用できます。強化ガラスを使用した5インチ高解像度カラー液晶画面は、
優れた書き心地によりまるで紙に書いているような印象をユーザーに与え、店
頭でのスマートな電子サインが可能です。
さらに、
耐久性も抜群です。
また、
電子
サインモード以外のときには、広告、販促、
またはブランディング用コンテンツの
表示にも使用できます。
さらに、幅広い接続オプションにより、仮想デスクトップ
環境も含めたさまざまな接続方法が可能であり、設置も柔軟に行うことができ
ます。高度な暗号化機能も内蔵されており、取引の安全性を確保することがで
きます。

メンテナンスも容易
耐久性にも優れているため、
• 1024段階の筆圧を感知する
デジタルペンの使用により、生体情報に基づく正確な
電子サインを実現
• アンチグレアスクリーン処理を施した強化ガラスにより、高い
耐久性とまるで紙に書いているかのような自然な感触を実現
• 最先端のAES256 / RSA2048暗号化によりセキュアな
取引が可能
• Virtual Com Port
（VCP）
により仮想化環境に対応
し、
Citrix XenDesktopおよびXenAppv 6.5以降との
互換性を実現
• キーパッドおよびPINパッドにより、
グラフィック画像や数字を
使用した表示も可能

• 手書きの電子サインを限りなく忠実に再現するWILL™

（Wacom Ink Layer Language）
テクノロジーの使用に
より、美しい電子サインを表示可能
• 電子サインや入力ごとに液晶サインタブレットユニットの
識別用UID
（ユニークハードウェアID）
を利用することにより、
電子サインのトレーサビリティが向上
• WILL™ SDK
（ソフトウェア開発キット）for Signatureに
より、液晶サインタブレットをサポートするアプリケーションを
作成可能
• 販促コンテンツ表示機能向けのUSBプロトコルと画像用内蔵
ストレージのアップグレードにより、広告をスムーズに表示する
ことが可能

仕様

その他

本体製品型番：STU-540/K0

外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)

163 x 157 x 10 mm

ペンホルダー

ペンコンパートメント

重さ(スタンドを含む)

275 g

接続セキュリティ

USBケーブルロックシステム

メインボディの色

ブラック

データセキュリティ

電源

データストレージを使用しないリアルタイム画像キャプチャ
画像専用の内蔵メモリ

USBバスパワー/シリアル接続時にはACアダプタが必要です

消費電力

最大2.5 W

セキュリティロックスロット

有り、
ケンジントン

通信インタフェース

USB/VCP/シリアル接続

使用温度/湿度

+5°C～+40°C、
（湿度30%～80%、結露なきこと）

保管温度/湿度

-20°C～+60°C、
（湿度30%～90%、結露なきこと）

電子サインソフトウェアの互換性

Wacom sign pro PDF :開発者はC++、.NetおよびJava開発
ライブラリを使用し開発可能
(その他の開発言語やプラットフォームでのライブラリおよび
ソフトウェアの使用可否については、 当社にお問い合わせ
ください)

液晶ディスプレイ
ディスプレイタイプ

カラーTFT液晶

保護パネル面

AGエッチングガラス

最大解像度

800 x 480ピクセル

タブレットおよびペン
読取方式

電磁誘導方式(EMR)

読取可能範囲

108 x 65 mm

読取分解能

0.01 mm

読取精度

±0.5 mm
（中央）

読取速度

200PPS

筆圧レベル

1024

暗号化

AES256 / RSA2048

無償保証期間

1年間

パッケージ内容

STU-540、スタイラスペン、USBケーブル(3m)、
クイックスタートガイド、
ペン紛失防止ケーブル

アクセサリ（オプション）

シリアル接続キット (シリアルケーブル・ACアダプタ)
(ACK-422-01）、USBケーブル(ACK-422-06-01)、
スタイラスペン(UP-6710-03A-1)、
ペン紛失防止ケーブル(ACK-412-07)

※本カタログの記載は2019年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。

More human

More digital
詳しくは、ワコムビジネスソリューション営業担当者にお問い合わせください。
03-5337-6704 /// forbusiness@wacom.co.jp

ワコムビジネスソリューションチームは、数十年にわたって業界をリードしてきたデジタルペンテクノロジーに基づき、
対面でのやり取りが必要なワークフローのデジタル化をサポートいたします。正確なデジタルインクを保存および表示する当社のソフトウェアを使用すると、
ワコムのハードウェアの機能を最大限に利用することができます。当社のパートナーネットワークを活用すれば、ワークフローに手書きの電子サインや注釈を
シームレスに統合することが可能です。これにより、使い慣れたペンと紙の感覚を残したままで業務のデジタル化とペーパーレス化を実現することができます。
さらに、WILL ™ 3.0（Wacom Ink Layer Language）規格を使用すると、あらゆる用途にデジタルインクで対応するための新しいアプリケーションを強
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力にサポートすることができます。これにより、よりデジタルかつ人間に寄り添った体験を次世代のお客様に提供できるようになります。

