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便利なユーティリティー添付

ラトックシステム株式会社

●販売代理店

このカタログは2012年7月現在のものです。

●資料のご請求、お問い合わせは

　　注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずマニュアルをよくお読みください。
●本製品は国内仕様となっており、海外での保守およびサポートについては行っておりません。●記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。ただし、本文中には“R”および“TM”マークは明記しておりません。●予告なく
外観または仕様の一部を変更することがあります。●表示価格には消費税は含まれておりません。●“REX”は株式会社リコーが商標権を所有していますが、弊社は使用許諾契約により商標の使用を認められています。

■東京支店� 〒101-0025
� 東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル6F 
� TEL.03-5207-5010（代）  FAX.03-5207-6510
■本社� 〒556-0012
� 大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル

ディスプレイアダプターガイド
Vol.1

■USBで簡単マルチディスプレイ
USBディスプレイアダプター

■USBで2台のディスプレイを増設
USBデュアルヘッド・ディスプレイアダプター

■ノートPCの画面をテレビやDVIモニタに出力
VGA to HDMI変換アダプター

■タブレットPCの画面をプロジェクターで映す！
HDMI to VGA変換アダプター

ラトックシステム株式会社

ＨDMI VGA

●HDMI信号をVGA信号に変換
●ドライバーのインストール不要
●USBバスパワー給電対応でACアダプター不要
●フルHD対応
※本製品はHDCPには対応していません。

HDMI to VGA変換アダプター
REX-HDMI2VGA
標準価格 ¥10,400-(税別)
JAN:4949090400382

タブレットPCの画面をプロジェクターで映す!

HDMIポート
へ接続

USBポート
へ接続

VGAポート
へ接続VGA

USB
バスパワー
給電用HDMI

対応解像度/リフレッシュレート（垂直周波数）

� 対応解像度� リフレッシュレート（Hz)
�1920 x 1080� 50/60
�1280 x 720  � 50/60
�1680 x 1050� 60
�1440 x 900  � 60
�1280 x 800  � 60
�1400 x 1050� 60/75/85
�1280 x 1024� 60/75
�1024 x 768  � 60/70/75/85
� 800 x 600� 56/60/72/75/85
� 640 x 480� 60

■サブディスプレイに拡張タスクバーを表示（Windowsのみ）

メインディスプレイ サブディスプレイ

ラトックオリジナルのマルチディスプレイユーティリティを添付。マルチディ
スプレイ環境を、より快適に使用できる機能を提供します。インストール後
はタスクバーに常駐。使いたいときスピーディにアクセスできます。

■ディスプレイごとに
　異なる壁紙を設定可能

拡張タスクバー

■ホットキーで指定のディスプレイへ移動
ホットキーを押すことで、選択されたウィンドウを指定のモニタへ移動す
ることができます。また、マウスポインタを指定のモニタへ瞬時に移動す
ることも可能です。

簡単接続

選べる
接続方法

＜REX-USBDVI2、REX-USB3HDMI、REX-USB3HDMI-DHに標準添付＞

プロジェクター

音声出力対応

対応 Windows PC
Androidタブレット

WindowsタブレットPC

■USBで簡単マルチディスプレイ
USBディスプレイアダプター

■USBで2台のディスプレイを増設
USBデュアルヘッド・ディスプレイアダプター

■ノートPCの画面をテレビやDVIモニタに出力
VGA to HDMI変換アダプター

■タブレットPCの画面をプロジェクターで映す！
HDMI to VGA変換アダプター

マルチディスプレイユーティリティ（ダウンロード版）

標準価格　￥1,980
JANコード　4949090210332

SDL-DU1W
マルチディスプレイユーティリティ（CD-ROM版）

標準価格　￥2,500
JANコード　4949090210349

SCD-DU1W

便利なユーティリティーを単体で提供　詳しくはWebで！

マルチディスプレイ環境でも、サブディスプレイに専用のタスクバーを
表示可能。それぞれの
ディスプレイ上で、タ
スクの切り替えやウィ
ンドウの最小化がおこ
なえます。



※イメージです。接続例 ※イメージです。接続例

対応OS Win7 Vista XP

USBで簡単マルチディスプレイ USBに2台のディスプレイを増設 ノートPCの画面をテレビやDVIモニタに出力

ディスプレイを追加して広々! ノートPCをもっと便利に! PCの映像を会議室のテレビに映す! リビングのテレビでネット動画を見る!

USBポート
へ接続

HDMポート
へ接続
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VGAポート
へ接続

HDMIまたは

DVIポート
へ接続

USB3.0/2.0 ディスプレイアダプター
REX-USB3HDMI
標準価格 ¥10,000-(税別)

JAN:4949090400368

●パソコンの映像と音声をHDMIに出力
●USB3.0高速表示で動画をなめらかに再生
●フルHD、QWXGA対応
●1台のPCに本製品を最大6台まで接続可能

●2台のディスプレイとUSB機器を増設
●USB3.0高速表示で動画をなめらかに再生
●フルHD、QWXGA対応
●USB3.0対応。USBポートを3ポート搭載
●1台のPCに本製品を最大3台まで接続可能

USBポート
へ接続

フルサイズ キーボード・マウスUSBデバイス

参考資料を画面に表示し、印刷物の配布を削減

プレゼンに動画やデモを挿入し、訴求力アップ

　HDMI
 ケーブル付

1.5m
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VGAポート
へ接続

ステレオミニ
ポートへ接続

HDMIポート
へ接続

　HDMI
 ケーブル付

3m

ＨDMI
ＨDMI

DVI

USB3.0

対応OS Win7 Vista XP

USB3.0/2.0 デュアルヘッド・ディスプレイアダプター
（USBハブ搭載）
REX-USB3HDMI-DH
標準価格 ¥16,000-(税別)
JAN:4949090400375

ＨDMIUSB3.0

対応 Windows PC

VGA to DVI/HDMI変換アダプター
REX-VGA2DVI
標準価格 ¥13,500-(税別)
JAN:4949090400245

USB2.0 ディスプレイアダプター
REX-USBDVI2
標準価格 ¥7,800-(税別)
JAN:4949090400252

USB2.0

VGA

●パソコンのVGAポートにDVIモニタ/テレビを接続
●フルHD、WUXGA対応
●ドライバーのインストール不要
●CPUに負荷をかけない変換回路搭載

USBバスパワー給電

対応 Windows PC

VGA to HDMI変換アダプター
REX-VGA2HDMI
標準価格 ¥13,500-(税別)
JAN:4949090751033

VGA

対応 Windows PC

VGA to HDMI変換アダプター
（AC給電モデル）
REX-VGA2HDMI-AC
標準価格 ¥14,600-(税別)
JAN:4949090400337

●パソコンの映像と音声をHDMIに出力
●フルHD、WUXGA対応
●画面アジャスト機能搭載
●ドライバーのインストール不要

対応 Windows PC

VGA to DVI/HDMI変換アダプター
（USB給電モデル）
REX-VGA2DVI-PW
標準価格 ¥11,000-(税別)
JAN:4949090400276

HDMIポート
へ接続

MacOS 10.4.11以降
対応OS Win7 Vista XP

ACアダプター

USBケーブルで
つなぐだけ

外出先で
便利な
ノートPCが...

会社や自宅で
デスクトップPCのように使える！

USB機器も
一気につながる！

2画面増設で
広々見やすい！

USB機器も
一気につながる！

2画面増設で
広々見やすい！

音声出力対応

音声出力対応
音声出力対応

ＨDMI

ACアダプター給電

VGA

音声出力対応

ACアダプター給電

VGA

USBバスパワー給電

ネットにつながっていないテレビでもネット動画が楽しめる

デジカメで撮った写真や動画を大画面で見られる

DVI
ＨDMI

※HDMI接続時は、添付のHDMI変換コネクタを使用。

DVI
ＨDMI

※HDMI接続時は、添付のHDMI変換コネクタを使用。

※XPの64ビット版には対応していません。

※XPの64ビット版には対応していません。

※XPの64ビット版には対応していません。

ACアダプター

※REX-USBDVI2の場合DVIポートへ接続
※REX-USBDVI2は音声出力に対応していません。

※本製品に2台のディスプレイを接続した場合、両方のディスプレイから音声が出力されます。

便利なユーティリティー添付 詳細は、
裏面へ

便利なユーティリティー添付 詳細は、
裏面へ

便利なユーティリティー添付 詳細は、
裏面へ
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