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はじめに
 MAXHUB本体の説明

 YAMAHAスピーカーとの接続方法
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MAXHUB本体の説明 カメラ
マイクマイク

スピーカー スピーカー

磁石エリア
（タッチペン設置場所）

本機電源磁石エリア
（タッチペン設置場所）

リモコン信号受信部

USB Type-Cポート
（映像機器、カメラなど）

USB Type-Aポート：2つ
（USBメモリ、キーボード、
マウスなど）
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MAXHUB本体の説明（電源オン）

主電源
電源コード
接続端子

 電源オン

電源コードをコンセントに挿した状態で

主電源のスイッチをオン“－”にして、

本機電源を１回押してください。

本機電源

“－” はオン、

１

１

２

２
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MAXHUB本体の説明（電源オフ）

主電源

電源コード
接続端子

 電源オフ

本機電源を長押しして、「Please

shutdown・・・？」のメッセージが出た

ら、「OK」を押してください。

画面が暗くなったら主電源のスイッチ

をオフ“○”にしてください。

※電源がONの状態で主電源を切ると故障の原因とな

る可能性があるのでご注意ください。

本機電源

移動時には必ず主電源をOFFにしてください。
“○” はオフ

１

２

１

２
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MAXHUB本体の説明（画面操作方法）

タッチで操作ができる大きなパソコンです！

 ダブルタップ＝ダブルクリック
各アプリケーションはダブルタップで起動できます。

 長押し＝右クリック

 アイコンの場所替えるには…
長押ししたまま移動させ、放します。
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MAXHUB本体の説明（画面操作方法）

 キーボードマークをタップで画面上にキーボードが
出現します。スマホと同じ要領で文字入力ができま
す。

 大文字/小文字の変更はこちらから行ってください。

 日本語（全角）、アルファベット（半角）の変更は
こちらから行ってください。
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YAMAHAスピーカーとの接続方法

YAMAHAスピーカーの
電源ケーブル

USB接続

YAMAHAスピーカー

本体とマイク
を接続

本体（背面）
マイク

MAXHUB
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銀色のテープが巻かれているコー
ドは、銀色のマーク（OUT）の
差込口に差し込んでください。



ホーム画面と
Windows 10デスクトップ画面
 ログイン方法

 ホーム画面

 Windows 10デスクトップ画面
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ログイン画面

ロック画面を上にスライド

【会議用】をタップ

【パスワード】をタップ

【パスワード】を入力

ここまで１分程度で完了します。
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ホーム画面

一つ前に戻る

ホーム画面に戻る

タスク表示

ガジェット表示

書き込みモード

Windows10のデスクトップ画面に切り替える際は
「Windows切り替えボタン」を押してください。
※MAXHUBの操作はWindows10のデスクトップ画面から行います。

電源を入れログインが完了すると、ホーム画面になります。
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Windows10デスクトップ画面

 よく使用するアプリケーションはデスクトップ

のショートカットから起動できます。

各アプリケーションはダブルタップで起動して

ください。

ホーム画面で【Windows 切り替えボタン】を押すと、デスクトップ画面になります。
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ホワイトボード機能
 ホワイトボードの基本機能

 Web会議でのホワイトボードの共有
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デスクトップ画面にある
【Whiteboard】のショート

カットキーをダブルタップ
❶ペン/書く

❷消しゴム/消す

範囲指定/選択

戻る

進む

❸図/画像/表
自動図形判別機能終了する

背景変更/各種設定

❹保存先選択

ログイン

ホワイトボードの基本機能

ホワイトボード画面

 ホワイトボードの起動、画面の説明
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ホワイトボードの基本機能
❶ペン機能

太い

細い

❷消しゴム機能

太さ変更

色変更

消しゴム

全部消す

【ペン】をタップすると太さや色が変更できます。
タッチペンの他、指でもかけます。ペンの細い方
同士だと 同時で書けます。

手のひらや手の甲でも消すことができます。

小さな消しゴム

背景の変更

【設定】＞【背景】を
タップすると
ホワイトボードの背景
が変更できます。
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❸図、画像、表の挿入、自動図形判別機能

写真の挿入（JPEG）

表の挿入

図形の挿入

ファイルの挿入(PDF等)④

⑤ メディアの挿入(mp4,mov等)④ ⑤

スマートモードONで図形を自動補正します。

ファイルの挿入は、USBやPCからも可能です。

ホワイトボードの基本機能
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❹保存方法

1,本機に保存（形式：PDF・JPEG・MHB）

※次回続きから編集可能です。
（MAXHUBでファイルを開いた場合のみ）

2,USBメモリに保存（形式：PDF・JPEG）

MAXHUB全面のポートにUSBメモリを接続すると
‘’本機‘’の隣にアイコンが表示されます。

※

保存ボタンを押して、本機を選択します。
保存形式を選択してください。

ホワイトボードの基本機能
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3,クラウドに保存（形式：PDF・JPEG）

ログインをクリックして
クラウドにログインする

保存ボタンを押した後
保存先にアカウントが

表示されます。

4,メールで送信（形式：PDF・JPEG）

メール設定をクリック

送信したいアドレスを
入力して送信

ホワイトボードの基本機能
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【ホワイトボード】の
ショートカットキーを

ダブルタップ

ファイルを選択すると、前回の続きから
編集ができます。

5,保存したMHBファイルを続きから編集

ホワイトボードの基本機能
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Web会議でのホワイトボードの共有
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◎Zoom画面共有方法

【画面】を選択して、右下の【共有】ボタンを
タップ（MAXHUBの画面全体が共有されます。）

デスクトップ画面の
【Whiteboard】

ショートカットキーを

ダブルタップ

MAXHUBのWhiteboard画面

ホワイドボードの画面を共有！
共有画面は枠が緑色(Zoomの場合）、赤色

（Teamsの場合）になります



MAXHUBとPCの接続
 ワイヤレスドングルで接続

 HDMIケーブルで接続
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 PC画面をMAXHUBに投影～ワイヤレスドングル （Windows）～

PCにワイヤレスドングルを接続 CDドライブの中“MAXHUB.exe”を実行
※typeCドングルでは必要ありません

“Click to share”の画面になったら
ワイヤレスドングルのボタンをワンクリック

◎２回目以降
投影完了！

ワイヤレスドングルで接続

自動でこの画面が
立ち上がります。

※プログラムのインストールは必要ありません。

PCにワイヤレスドングルを
接続すると数秒点滅します。
点灯に変わったらボタンを
クリックしてください。

クリック！
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 ワイヤレスドングルの操作方法

ワイヤレスドングルで接続

 ワンクリック
クリックしたワイヤレスドングル
と接続しているPCの画面のみを
MAXHUBの画面に表示します。

ワン
クリック！

 MAXHUBへの投影を終了するときは、もう一度ワンクリックしてください。
画面投影が終了してからドングルをPCから抜いてください。
画面投影したままドングルだけを抜くと、MAXHUBの画面にPC画面が残ってしまいます。

 長押し
MAXHUBと接続している他の
PC画面と同時に表示します。
最大6画面同時表示できます。

長押し
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 ワイヤレスドングルでPCとMAXHUBを接続すると、双方から操作できます。

PCにワイヤレス
ドングルを接続 MAXHUB画面

例：PowerPointを投影

PCでの操作はもちろん、MAXHUBから
操作して書き込みができます！

ワイヤレスドングルで接続
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ホーム画面の右下にある【入力ソース】
を押し、【HDMI】を選択すると、
MAXHUBとPCを接続できます。

 HDMIの選択の仕方

HDMIケーブルで接続

MAXHUB本体の右側のHDMI端子と、
PCをHDMIケーブルでつなぎます。
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Web会議
 Zoom

 Microsoft Teams
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デスクトップ画面にある
【Zoom】のショートカッ

トキーをダブルタップ

Zoomの起動方法 ※招待する場合はZoomのアカウントが必要です。
（参加はアカウントがなくても可能です）

初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

参加する場合は【ミーティングに参加】を押したあと、ミーティングIDとパスコードを入力してください。
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WEB会議機能（Zoom） ※招待する場合はZoomのアカウントが必要です。
（参加はアカウントがなくても可能です）

初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

① スピーカービュー、ギャラリービューの切り替え
→喋っている人を表示→参加者を分割して表示

② 全画面表示
③ ミュート
④ ビデオの停止
⑤ 招待
⑥ 画面の共有

画面を選択するとMAXHUBの画面全体を共有できる
ペン機能・リモート操作を使用すれば
遠隔地から書き込みが可能

⑦ チャット
⑧ ブレイクアウトルーム
⑨ ミーティングの終了

◎Zoom画面

ZOOMについては、以下URL(外部)をご参照ください
https://zoom-japan.net/manual/
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WEB会議機能（Zoom）

◎Zoom画面共有方法

【画面】を選択して、右下の【共有】ボタンをタップ
（MAXHUBの画面全体が共有されます。）

画面共有後に、ワイヤレスドングルのボタンを押すと、
PCで投影した内容も遠隔地と共有可能になります。

初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

※招待する場合はZoomのアカウントが必要です。
（参加はアカウントがなくても可能です）
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WEB会議機能（Teams）

xxxxxxxx@maxhub.com

初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

Teamsのアカウントとパスワードを入力してください。

「組織がデバイスの…」の
チェックを外してください

◎Teamsログイン

デスクトップ画面にあ
る【Microsoft Teams】
のショートカットキー

をダブルタップ

※この手順はMAXHUB以外のパソコンからも実施いただけます。
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WEB会議機能（Teams）
初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

◎Teams会議の設定

Teamsの【カレンダー】から
会議を行いたい時間をタップしてください。

会議の内容や出席者、場所など
必要な情報を入力してください。

※この手順はMAXHUB以外のパソコンからも実施いただけます。
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WEB会議機能（Teams）
初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

◎Teams会議を行う

Teamsにサインインして、予定を選択し、
参加を開始をクリック

※この手順はMAXHUB以外のパソコンからも実施いただけます。
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WEB会議機能（Teams）
初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

◎Teams会議を行う

※この手順はMAXHUB以外のパソコンからも実施いただけます。
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今すぐ参加をクリックすると、Teams会議
がスタートできます。



WEB会議機能（Teams）
初期インストールとしてZoom、Teamsを搭載しています。
Zoom、TeamsともMAXHUBの固有の機能ではありません。

◎Teams画面共有方法

【画面】を選択
（MAXHUBの画面全体が共有されます。）

画面共有後に、ワイヤレスドングルのボタンを押すと、
PCで投影した内容も遠隔地と共有可能になります。

※この手順はMAXHUB以外のパソコンからも実施いただけます。
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その他
 お問い合わせについて

 本体の設定変更

 仕様書

 お手入れ方法
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お問い合わせ

MAXHUBの故障・修理・使用法等の問い合わせ

MAXHUBナビダイヤル：0570-029-482
平日9:00～17:30（12:00～13:00も受付）
電話口ではシリアル番号を伝えてください。

ヤマハスピーカーの故障・修理・使用法等のお問い合わせ

お客様相談センター：03-5651-1838
平日9:00～12:00 13:00～17:00

その他のお問い合わせについては
富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの担当営業へ
お問い合わせください。

37



MAXHUB 本体設定

TOPページ下部
MOREを選択

設定を選択

有線LANのOn/Off
ip自動取得、固定ipなど

◎有線LAN設定 ◎無線LAN設定

無線LANのOn/Off
無線LAN接続

◎ホットスポット設定

ホットスポットOn/Off
SSID（WifFi接続先名）、

パスワード設定

Onすれば
MAXHUB経由でインタネット
（社内LAN）接続制限できる
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MAXHUB 本体設定
◎デバイスマネージャー

USBシールドをOnするとMAXHUBの
USBポートが使えなくなる

◎機能管理

Zoom/Teams/Skypeであれば、
インストール→MAXHUB再起動→ここで選択すれば、

MAXHUBのホーム画面から直接起動できる

◎スリープ時間設定

◎自動電源ON/OFF設定

プラン追加すれば設定した
曜日に自動的に電源On/Off

◎メール設定

ホワイトボードメール送信
のためのメール設定

◎設定画面パスワード

特定の人しか設定変更が
できないように

パスワードをつけることができる
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お手入れ方法

 アルコール除菌などをする場合は、布等にアルコールを吹きかけ、水滴が残らないように
拭いてください。液体を直接本体にかけないでください。

 月に一回でクオリティアップデートを実施します。

やり方が分からない場合は、金曜日に電源をONにして退社してください。

自動でアップデートが実施されます。
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