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News Release 
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４K対応の大画面 84 インチモデルがラインアップに追加 

｢RICOH Interactive Whiteboard D8400｣を新発売 
 

 

株式会社リコー（社長執行役員：三浦善司）は、大規模会議室や企業の受付、公共施設・イベント会場

でのインフォメーションボードとして最適な４K 対応・84 インチの「RICOH Interactive Whiteboard D8400」

を発売します。 

昨今、フラットパネルディスプレイは、オフィスやイベント会場、教育現場での活用が進み市場が広がっ

ており、特に訴求力のある大型ディスプレイのニーズが高まっています。リコーは 2013 年 2 月から、「映

す」「書く」「共有する」をコンセプトとした「RICOH Interactive Whiteboard」シリーズを発売してまいりました。

このたび、55 インチ・65 インチモデルに加えて、４K 対応の大画面 84 インチモデルがラインアップに加わ

ります。 

新製品は、シンプルでスタイリッシュなデザインはそのままに、どの位置からも見やすいように、ディスプ

レイは 84 インチと大画面で、映り込み防止処理・ブルーライトカット機能が搭載されています。ホワイトボー

ド機能やインタラクティブ機能を制御するコントローラーを別売オプションとしており、お客様のご利用方法

に合わせて必要な機能を選択することができます。このほか、内蔵スピーカーを搭載し、豊富な種類の入

出力端子にも対応しております。 

リコーはこれからも、お客様のご要望にきめ細やかにお応えする製品・サービスを提供し、お客様のワ

ークスタイルの変革を支援いたします。 

 

製品名 RICOH Interactive Whiteboard D8400 

画面サイズ（液晶パネル） 84v型ワイド（４Ｋ対応、LEDバックライト搭載） 

標準価格 オープン価格 

受注開始日 2016年6月24日 

 

  
RICOH Interactive Whiteboard D8400                   利用シーン 

（オプションのコントローラー及び別売スタンド*を装着したもの） 

* 動作確認済みスタンド:ハヤミ工産株式会社「PH-818」、「PH-B818」 

http://www.ricoh.co.jp/iwb/d8400/
http://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=157
http://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index.php?id=406
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＜新製品 「RICOH Interactive Whiteboard D8400」の主な特徴＞ 

 

企業の受付や公共施設・イベント会場でのインフォメーションボードとして最適 

・ どの位置からも見やすい、大画面 84 インチ・４K対応のディスプレイを採用しました。 

・ 窓からの光や照明の映り込みを防ぐ処理とブルーライトカット機能が搭載され、目に優しく見やすい

工夫がされています。 

・ シンプルでスタイリッシュなデザインで、壁掛け設置に対応。 

・ コントローラーをオプションとしたことで、用途に合わせて機能を選択できます。 

・ 専用アプリケーションは不要で、VGAまたは HDMI®ケーブル

でパソコンやタブレット端末などと接続するだけで、すぐに表示

ができます。   

・ 多様な種類の入出力端子にも対応し、外部機器との連携もス

ムーズです。また内蔵スピーカーも搭載しております。 

・ 画面の中に小さな画面を別に表示できるピクチャーインピクチ

ャー機能で、様々な資料を閲覧するミーティングなどでも便利

に活用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜新製品 「RICOH Interactive Whiteboard D8400」のオプション＞ 

 

商品名 標準価格 

RICOH Interactive Whiteboard Controller Type 1 オープン価格 

RICOH Interactive Whiteboard Pen Sensor Kit Type 2 オープン価格 
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＜新製品 「RICOH Interactive Whiteboard D8400」の主な仕様＞ 

 

商品名 RICOH Interactive Whiteboard D8400 *1 

品種コード 799159 

JAN コード 4961311907265 

型番 D8400 

液晶パネ

ル 

画面サイズ 84v 型ワイド 

有効表示領域 水平 1860.48×垂直 1046.52mm 

表示方式 IPS型液晶方式 

バックライト LED方式 

最大解像度 3480x2160 ドット 

アスペクト比 16:09 

表示色 約 10.6 億色 

画素ピッチ 水平 0.4845×垂直 0.4845mm 

最大輝度 308cd/㎡ *2 

コントラスト比 1,400：1 

視野角 左右 178°/上下 178° 

応答速度 5ms 

タッチパネ

ル 

マルチタッチ 最大 10 点 *3 

保護ガラス 厚さ：約 4.0mm 

外部インタ

ーフェース 

映像入力コネクタ VGA 1 系統 

HDMI 1 系統 

DVI-D 2 系統 

DisplayPort 1 系統 

映像出力コネクタ DisplayPort 1 系統 

内蔵スピーカー出力   12W+12W（8Ω) 

音声入力コネクタ ステレオミニジャッ

ク（φ3.5mm) 

1 系統 

音声出力コネクタ スピーカーアウト 1 系統 

制御入力コネクタ RS-232C（センター

コントロール用） 

1 系統 

制御出力コネクタ RS-232C（センター

コントロール用） 

1 系統 

USB2.0 TypeB 1 系統 

使用電源 100Ｖ（±10%)、50Hz/60Hz 

消費電力 使用時消費電力 450W以下(本体のみ) 

スタンバイ時消費電力 1W以下(本体のみ) 

質量（本体のみ） 104kg未満(本体のみ) 

寸法 1,935mm(W)×131mm(D)×1,134mm(H)(本体の

み) 

使用環境 温度 0～32℃ 
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湿度 10～80％（結露なきこと） *4 

高度 0～3,018ｍ以下 

本体同梱品 ペン×1、ペントレイ×1、ペントレイネジ×４、リモ

コン×１、はじめにお読みください×1、VGA ケ

ーブル×1、電源ケーブル×１、ＵＳＢケーブル

×１、単四電池×2、保証書×1、お客様登録カ

ード×1、マイバンク QA 登録票×1、他書類一

式 

本体保証期間 １年間無償保証 

*1 受注生産品となります 

*2 輝度は、入力モードの映像調整の設定などにより変わります。また輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持

するものではありません。 

*3 コントローラー装着時は最大 1 点。 

*4 設置場所が高温環境の場合、低湿環境(60%以下)での動作をおすすめします。 

 

 

 

 

 

 

 

【リコーのビジュアルコミュニケーション】 

リコーは、テレビ会議・Web会議システム、インタラクティブホワイトボード（電子黒板）、プロジェクター、デ

ジタルサイネージといったビジュアルコミュニケーション機器の提供を通して、様々な業種での生産性向

上、新たなワークスタイルを提案します。 

 

 

※HDMIは、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

※その他記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 

 

 

| リコーグループについて | 

リコーグループは、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービス、プロダクションプリントソリューション、ビジュアル

コミュニケーションシステム、デジタルカメラ、産業用製品・サービスなどを世界約200の国と地域で提供するグロ

ーバル企業です（2016年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,090億円）。 

創業以来80年にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能社会の実現への積極的な取り

組みを行ってきました。 

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を

提供していきます。 

より詳しい情報は、こちらをご覧ください。 http://jp.ricoh.com/ 

 
 

 

 

http://www.ricoh.co.jp/solution/vc/

