


パソコンに、思いを書きとめよう。
Windows VistaTMの新しい操作性と表現力を使いこなす、
BambooTM（バンブー）。

キーボードやマウスにしばられない自由な操作性。

そして紙に鉛筆で書くように、フリーハンド感覚で

コメントや図が書き込める表現力。

新たにペン一本で操作できるようになった

Microsoft Windows Vista＊で、

これからのパソコンをあなたの思いのままに

使いこなしてみませんか。

Bambooはあなたのパソコン環境をより快適に、

より直感的なものにします。

パソコン操作をより快適に

ポインティングやクリック、ドラッグなどマウスでできる

パソコン操作は、すべてBambooにおまかせください。

フリーハンド感覚のコードレスペンで直感的なパソコン

操作が可能になります。タブレット本体には、画面の拡

大縮小やスクロールが可能なタッチホイールとファンク

ションキーを装備。パソコン操作は、もっと簡単に、もっ

と自然に。

W indows  V i s t aを
最大限に活用する

Windows Vista（Home Basicを除く）は、手書きメ

モや手書き文字認識、スニッピング・ツール（画面切り

取り）などさまざまな新機能を備え、Bambooを使えば

それらを最大限に活用できます。さらにBambooは、

Windows V istaとOffice 2007の組み合わせで大

活躍。デジタルインク機能が、効果的な書類作成、プレ

ゼンテーション、コミュニケーションを可能にします。

オリジナリティのある書類作成を

あなたが作成する書類にオリジナリティはありますか？ 

Bambooを使えば、思いのままに手書きのコメントや

図を書き込め、書類はあなたらしい、相手に伝わりやす

いものに生まれ変わります。＊ Home Basicを除きます。OSがWindows Vista Home BasicやWindows XP/2000、Mac OS X
の場合も、例えばMicrosoft PowerPoint 2003やAdobe Acrobat Standard/Professionalで
手書きのコメントや図が書き込めます。



これからのパソコンは、BambooTMで操作し、書きとめる。

ワンタッチ操作の
ファンクションキー

手書き入力にも画面操作にも
適した入力エリア
A6ワイドサイズ（対角174mm）

省スペースを追求した
薄型マウスパッドサイズ

持ち運びにも収納にも便利な
キャリングバッグ付き
ペンやUSB接続ケーブルもスッキ
リ収納できます。

着脱可能な
USB接続ケーブル

快適に使えるコードレス＆電池レス
消しゴム付き筆圧ペン＊2

ワコムならではのコードレス＆電池レス。フ
リーハンド感覚で使え、メンテナンスの必
要もありません。 かんたん

消しゴム機能＊2

ペンをひっくり返せば、す
ぐに消しゴムツールとして
使えます。

指先で操作性アップの
2サイドスイッチ
ペンには、あらかじめ「スクロール/移動モード」
や「マウスの右ボタンクリック」に設定してある2
つのサイドスイッチを装備。「ダブルクリック」や
お好みの「ショートカットキー」にも設定可能です。

フリーハンド感覚でマウスを超える操作性

パソコンを操作する メールに書きとめる

もうマウスにしばられることはありません。Bambooなら、フリーハンド感覚で操作でき、ペンで
ポインティング、クリック、ドラッグが軽快。

ペンで画面のスクロール/移動
ペンのサイドスイッチを押すだけで、「スクロール/移動モード」に切り替わります。ペン先で
タッチしたポイントをつかんで画面のスクロールや移動が可能です。

キーボードいらずの
手書き文字認識機能
キーボードに不慣れな方や、キー
ボードを使いにくい場面には、ペン入
力。ペンを使ってTablet PC入力パネ
ルに書き込むことにより、スムーズに
文字入力ができます。クセ字を学習す
る高性能な手書き文字認識エンジン
により、使うほどに認識率が高まりま
す。

ペンの動きでパソコン操作が可能な
ジェスチャー機能
タブレット上でペンを動かすだけでパ
ソコンの操作を可能にするペンフリッ
ク機能。上下左右斜めの8方向への
ペンの動きで、「上へドラッグ」「下へ
ドラッグ」「戻る」「進む」などの操作
や、「貼り付け」「コピー」「削除」「元に
戻す」などのショートカットキーが実
行できます。カスタマイズも可能です。

Windows Vista ＊

Outlook 2007で使える
デジタルインク機能
Outlook 2007では、パソコンに
Bambooを接続すると、手書きのコ
メントや図を書き込めるデジタルイ
ンク機能が使用できます。コメント
や図だけでなく、貼り付けた画像へ
の書き込みや手書きサイン入力な
ど、これまでにないコミュニケーショ
ンが可能です。

Outlook 2007Windows Vista ＊
Windows Vista ＊

Office 2007Windows Vista ＊

Windows Vista ＊

簡単に画像を添付できる
スニッピング・ツール
Windows Vistaのスニッピング・
ツールをBambooで操作すれば、
雑誌の切り抜きをスクラップするよ
うに、画面上の任意の領域を手軽
に切り取って保存できます。手書き
文字を書き加えることもできますか
ら、ホームページの地図を切り取っ
て、待ち合わせ場所や道順などを書
き添えてメールするといったことも
自由自在です。

メモに書きとめる

いつでもどこでもメモ書きできる
Windows Journal　
タブレット上のファンクションキー
「FN1」をワンタッチするだけで
Windows Journalが起動。思いつ
いたことを、文字でも図でもそのと
きに書きとめておけます。あとで認
識エンジンを使ってテキストや図形
に変換したり、検索したりすること
もできます。 

Windows Vista ＊
Mac OS Xでメモ書きできる
Inkwell　
「Inkwell」とBambooを使えば、
手書きのメモや図を書類に挿入で
きます。

Mac OS X

書類に書きとめる

2007 Microsoft Office systemで
使えるデジタルインク機能

PowerPoint 2003Acrobat

Office 2007のWord、Excel、
PowerPoint、Outlookでは、パソ
コンにBambooを接続すると、手書
きのコメントや図を書き込めるデジ
タルインク機能が使用できます。手
書きの図の挿入やデジカメ写真を
貼り付けた上からの書き込み、書類
の修正指示からプレゼンテーショ
ンまで、幅広く活躍します。

Windows XPやMac OS Xでも使える
Acrobatの鉛筆ツール
Adobe Acrobat Standard/
Professionalでは、鉛筆ツールで
PDFファイルに手書きのコメントや
図が書き込めます。

Windows XPやMac OS Xでも使えるPowerPoint 2003
スライドショーのペンツール
PowerPoint 2003では、スライド
ショーのペンツールで手書きのコ
メントや図が書き込めますから、効
果的なプレゼンテーションが可能
です。

簡単に画面の一部分を切り取れる
スニッピング・ツール
Windows V is taのスニッピン
グ・ツールをBambooで操作すれ
ば、雑誌の切り抜きをスクラップす
るように、画面上の任意の領域を手
軽に切り取って保存できます。簡単
な操作でデジカメ写真や閲覧中の
ホームページ上の一部分など、なん
でも切り取れますので、画像入りの
書類作成が自由自在です。

ペンスタンド付き

あらかじめインターネットブラウザの「戻る」
「進む」および「Windows Journal」「ウィ
ンドウ切り替え」などに設定してある4つの
ファンクションキーを装備。もちろんカスタマ
イズも可能です。

Outlook 2007Windows Vista ＊

Windows Vista ＊

＊ Windows Vista Home Basicを除きます。Home Basic以外のすべてのエディションがペン入力機能をサポートしています。

画面の拡大縮小やスクロールが可能な
タッチホイール＊1

画面の拡大縮小もスクロールも行えるタッ
チホイール。指を右回りに滑らせると拡大、
左回りに滑らせると縮小、上下の▲▼をタッ
チするとスクロールができます。
＊1 Windows VistaとOffice 2007で動作します。その

ほかのソフトでは、動作が異なることがあります。

＊2 筆圧機能および消しゴム機能は、これに対応
したアプリケーションソフトでのみ有効です。



■製品構成
品名

Bamboo

型番 パッケージ構成

MTE-450/K0

EP-150E-0K

FUZ-A141

STJ-A251

標準価格（税別）

オープン価格

¥3,000

¥1,000

¥1,500

タブレット本体、消しゴム付き筆圧ペン、ペンス
タンド、USB接続ケーブル、キャリングバッグ、
ドライバCD-ROM、マニュアル

■オプション

〒164-0012  東京都中野区本町1-32-2  ハーモニータワー21F

電話でのお問い合わせ／資料請求は0120-056-814
受付時間：9：00～12:00／13:00～18:00（土日祝日を除く）

品名
ペン

型番 概要 標準価格（税別）
2サイドスイッチ、消しゴム付き筆圧ペン

替え芯 Bambooペン先用/5本入り/芯抜き付属

USB  Aタイプ-ミニBタイプ/約1.5m/1本入りUSB接続ケーブル

株式会社ワコム http://tablet.wacom.co.jp/bamboo

※Wacomは株式会社ワコムの登録商標です。Bambooは株式会社ワコムの商標です。
※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。
※本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なる場合があります。
※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。
※本カタログ表記の商品の価格には消費税は含まれていません。
※本カタログの記載は2008年11月現在のものです。

お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付けください。

©2007-2008 Wacom Co., Ltd. All rights reserved.

■ISO14001登録範囲
電子製品（タブレット、液晶タブレッ
ト、電子ペン、電子カーソル、電子印
鑑及び付属品で構成される製品）の
設計・開発、製造、及びサービス（リペ
アサービス、ダウンロードサービス）

JIS Q 14001 ： 2004
登録番号 JSAE1201

200811NA200BMTE0401

■仕様

■対応システム

型番
読取方式
読取可能範囲
読取分解能
読取精度
読取速度
読取可能高さ
筆圧レベル
使用環境
電源電圧/消費電流
表面仕上げ 

質量
ケーブル長
インタフェース準拠規格

＊1  パソコンに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。
＊2  タブレット機能を内蔵したPCでは動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
＊3  64ビット版を含みます。

MTE-450/K0
電磁誘導方式（電磁授受作用方式）

0.01mm

最高133ポイント/秒
5mm
512レベル
温度：5～40℃  湿度：20～80％（結露なきこと）
5V/50mA以下
オーバーレイシート

約370g（USB接続ケーブル含む）
約1.5m
USB

Windows：
・USBポート標準装備＊1のDOS/V機・NEC PC98-NX＊2

・日本語Windows Vista＊3/XP＊3/2000
Macintosh：
・USBポートを標準装備＊1しPowerPCあるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh
・Mac OS X 10.3.9以降


