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Step1 起動

Step2 ホワイトボードに描き込む

1. 本体背面から出ている電源プラグをコンセントに差し込みます。

2. 主電源スイッチをオンにします。

1. ホーム画面で White Board を選択します。

2.描く/消す操作は画面両端のツールバーから行うことができます。

3. ホーム画面が表示されたら、時計の設定を行います。

3-1. 本体前面下部のメニューボタン　　を 1 回クリックし、
  OSD ポップアップメニューを表示します。

お手持ちのパソコン
の画面を表示します。

ホワイトボードモード
に移行します。

本体メモリー／外部
メモリーのフォルダを
表示します。

3-3. Dateでは年月日を、Timeでは時刻を合わせます。日時を設定
後、設定ウィンドウの外をタッチすると閉じることができます。

3-2. Settings　　を選択 → System → Time Settings と進めます。

電源プラグ

このマークの裏側（本体下面）
に主電源スイッチがあります。

前面

背面

ホーム画面

Time SettingsSystem
OSD ポップアップ

メニュー

前面

メニューボタン

設定画面の外をタッチ

設定画面を閉じるには…

※リモコンの[OK] ボタンでも
　閉じることができます。

描く / 消す

移動・選択・拡縮・回転

メニューボタンの機能一覧TD-E654TS

簡単操作ガイド

ホーム画面のアイコン一覧

モードの切替えについて 消しゴムについて

OSD ポップアップメニュー表示／
電源スタンバイ状態からの起動

電源スタンバイ状態に移行詳細は web 掲載の取付 / 取扱説明書をご確認ください。

ワンクリック：

長押し：

手の平などの面でタッチするとペン
から消しゴム機能に変わります。

キャプチャーモード

表示モード

戻る：1 つ前の操作に戻ります。

進む：戻した操作を 1 つ取り消します。

囲んだ範囲を消去します。

描き込んだ内容を全て消去します。

線の太さを変更します。（3 種類）

線の色を変更します。（6 色＋フリー選択）

面積が広い：
大きい消しゴム

面積がせまい：
小さい消しゴム

キャプチャーモード／
表示モードを切り替えます。

タップで開く

タップで閉じる

画面下部の　　をタップしてボタンツールバーを表示、End 
Meeting で Save を選択することで作業内容を保存できます。

3. ホワイトボードの画面を保存します。

保存した画像は File Explorer より
確認・取り出しができます。

ボタンツールバー End Meeting をタップすると
Save か Clear の選択肢が出
ます。
描き込みを保存する場合は
Save を、保存しない場合は
Clear を選択してください。

End Meeting で Clear を選択すると
それまでのデータは全て消えます。

作業中は主電源をオフにしない
でください。作業中のデータが
消える場合があります。

※設定が済んでいる場合は不要です。
※長期間主電源を切る場合、時計がリセットされることがあり

ますので、時計の再設定を行ってください。



2-1.  画面両端のツールバーにあるキャプチャーボタン　　をタップ
すると、表示されている画面がそのまま保存されます。

2-2.  画面下部の　　をタップしてボタンツールバーを表示、End 
Meeting で Save を選択することで作業内容を保存できます。

描く / 消す操作は『Step2 ホワイトボードに描き込む』を参照
してください。

保存した画像は File Explorer より
確認・取り出しができます。

　　は一時保存です。End Meeting
をする時に Save を選択することで
保存が完了します。

保 存 し た 画 像 は
File Explorer より
確認・取り出しが
できます。

操作は『Step3-2 パソコンの画面に描き込む』と同様です。

HDMI 入力端子
※本体側面にもあります。

準備していただくもの

パソコンの画面を映す

Step4 File Explorer の操作

1. 本体とパソコンを HDMI® ケーブルで接続すると、画面が自動で
切替わります。

パソコンの画面に描き込む
1. 映し出したパソコンの画面に直接描き込むことができます。

Step
3-3

Step
3-2

Step
3-1

1. 本体とパソコンを HDMI® ケーブルと USB ケーブルで接続する
ことで、本体画面からタッチで直接操作をできます。

2. 自動で切替わらない場合、ホーム画面で Screen display を選択
し、Source の一覧から入力ソースを選択してください。

（本体前面の入力端子は HDMI 1 です）

ボタンツールバー

描く / 消す

表示モードで
タッチ操作

モードの切替えについて

キャプチャーモード

Screen Displayではモードの切替えに
よって描き込みが全て消えます。

表示モード

2. 画面を保存します。（スクリーンショット）

HDMI®ケーブル

HDMI 入力端子・ タッチ用USB出力
※本体側面にもあります。

HDMI®ケーブル

タッチで直接操作する

End Meeting で Clear を選択すると
それまでのデータは全て消えます。

USBケーブル
HDMI®ケーブル

USBケーブルType-B

Type-A

形状 AB

※HDMI® ケーブル：市販品
　付属の取付ガイド参照

※USB ケーブル：市販品
　USB2.0 Type B のもの

×1本

×1本

パソコン画面の操作

ホワイトボードに移動

ホームに戻る

前面

前面

1.End Meeting で作業を終了し、ホーム画面で File Explorer を
選択します。

※USB メモリーは付属していません。
※[Cut] を選択した場合、元のデータは
　本体メモリーから無くなります。

ＵＳＢポート
※本体側面にもあります。

前面

3. フォルダを開き、ウィンドウ右上の　　をタップするとアクティ
ブモードになります。アクティブモードにすると、コピーや削除
などの編集が可能になります。

2. 開きたいフォルダをダブルタップし、一覧を表示します。

青色のとき
アクティブモード

2-201911

20190901memo01.png 20190901memo01.png

フォルダ・動画・静止画を開く／閉じる

データの取り出し

フォルダや、スクリーンショット、USB
メモリー内のデータはダブルタップで
表示できます。

動画・静止画を閉じるときはメニュー
ボタン　　をクリックして、OSDポップ
アップメニューの [BACK] をタップして
ください。

USB メモリーを USB ポートに差し込むと、ウィンドウの左列に　　が
増えます。取り出したいデータを選択後に [Copy] または [Cut] をして、
USB メモリーのフォルダ　　の中に [Paste] で貼り付けてください。

開く

20190901memo01.png

閉じる

キャプチャーボタン
（一時保存）

End Meeting をタップするとSaveか Clear
の選択肢が出ます。
描き込みを保存する場合は Save を、保存
しない場合は Clear を選択してください。

トントン

選択

AB

※HDMI は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
※その他の本書に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

アクティブモードにするとコピー等
の編集ができるようになります。

描画全て消える

File Explorer

Local storage

本体メモリー

USBメモリー


