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電源コードの横に主電源がある。
ON 主電源→電源ボタン
OFF 電源ボタン（長押し）→主電源

Windows切り替えボタン

一つ前に戻る

TOP画面に戻る

タスク表示

ガジェット表示

書き込みモード

Windows画面のアプリが集約
MAXHUBの設定ページもここにアイコンあり

TOP画面

入力切り替えボタン
（HDMI×2、VGA×1）



Ⅰ,設定
Ⅱ,スクリーンシェア
Ⅲ,ファイルスピード転送

ワイヤレス画面共有設定画面を表示
Ⅳ,カメラ機能
Ⅴ,スクリーンショット機能
⇒Webのスクリーンショット画面等を
ホワイトボードに張り付けられる

Ⅵ,投票機能
Ⅶ,スクリーンショット機能(音声・動画)
⇒会議を録音して議事録、
外部講師の方の講義を各拠点に配信等

Ⅷ,タイマー機能
Ⅸ,音量調節
Ⅹ,画面明るさ設定

① ② ③
Ⅰ

Ⅱ Ⅲ

Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

Ⅷ

Ⅸ

Ⅹ

TOP画面

◎アノテーションモード

◎ガジェット

画面に映し出したWEBサイト画面や
分割表示の際にデバイスを超えて書き込みが可能
保存も可能（形式：PDF・JPEG）



TOPページ

TOPページから
左にスライド

スクリーンシェア画面

Androidの場合は、画面投影をする場合専用アプリが必要。（無料）
MAXHUBのWi-Fiに接続されている端末のアプリ内で
上記QRコードを読み取って画面の指示に従って操作して投影。
PCもアプリで投影可能。MAXHUBのWi-Fiに繋いでアプリ内で上記パスワードを入力して投影。

スクリーンシェア



サイネージ画面

サイネージ

TOPページから右にスライド

TOPページ

挿入

テンプレート
音楽背景画像を変更可能

背景の上に画像を追加可能

好きなテキストを追加可能 背景とテキストの
テンプレートあり

ローカルファイル
に入っている音楽
を流すことが可能

設定が完了したら
展示開始ボタンを
クリック！

ドキュメントを追加可能

背景の上に動画を追加可能



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

ページ追加

ページ戻る

ページ進む

終了する

背景変更/各種設定

❻保存先選択

開く

一覧

❺ページ操作

ログイン

❹ツール/メモ/タイマー/
投票/ファイルスピード
転送

①ホワイトボード機能

端末をMAXHUBと同じネットワークor
MAXHUBのWifiに接続してください。



①ホワイトボード機能
❶ペン機能

太い

細い

1本で2色使いが可能！

❷消しゴム機能

太さ変更

色変更

太い細い

消しゴム

全部消す

・指でもかける
・ペンの細い方同士だと
同時で書ける

手のひらや手の甲でも消すことができる

小さな消しゴム



①ホワイトボード機能

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
スマートモードONで
図形を自動補正

❹ツール

メモ
メモの挿入ができます
QRコードでスマホ等から挿入も可能です

タイマー
設定した時間でカウント
します

ファイルの挿入(PDF等)④

⑤ メディアの挿入
(mp4,mov等)

④ ⑤

投票
QRコードでスマホ等からも投票できます

ホワイトボードへの挿
入が可能



①ホワイトボード機能

スマホ等で
QRコードを
スキャン

スマートモードONで
図形を自動補正

❺ページ操作

❶ページ追加

ページ戻る

ページ進む

❷一覧

ページ追加
20ページまで追加可能

書いたページを一覧で表示

ゴミ箱ボタンで
いらないページを削除

⑤

ファイルスピード転送

転送するファ
イルを選択

転送されたファイル
はホワイトボードへ
の挿入も可能



①ホワイトボード機能

❻保存・共有方法

⑴QRコード（形式：PDF・JPEG）

端末でQRコードをスキャン

※MAXHUBのWi-FiもしくはMAXHUBと同じネットワークに端末を繋いでからQRコードをスキャン

ダウンロードを選択

保存先を端末側で選択する

⑵本機に保存（形式：PDF・JPEG・MHB）

※次回続きから編集可能
（MAXHUBでファイルを開いた場合のみ）

⑶USB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‘’の隣に表示される

※



①ホワイトボード機能

⑷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⇒保存先にアカウントが表
示される

⑸メールで送信（形式：PDF・JPEG）

メール設定をクリック アドレス情報入力

⑹印刷

プリンターのドライバーをインストールする
⇒MAXHUBファイルボタンにアイコンが追加さ
れる

※白地に黒文字で印刷される
写真をいれるとカラー印刷になる送信したい

アドレスを
入力して送信



②プレゼン機能

❶MAXHUB本体のファイル・クラウド上のデータを表示

プレゼンテーションのアイコンをクリック

ローカルの開きたいファイルを選択 クラウドにログインしてファイル選択

❷PC画面を投影～ワイヤレスドングル ペアリング～

ワイヤレスドングルをMAXHUBに接続

“ペアリング成功”
の表示が出たら
ワイヤレスドングルを
MAXHUBから外す

ペアリング完了！



②プレゼン機能

❷PC画面を投影～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回目以降は下記方法にて投影可能

PCにワイヤレスドングルを接続

数秒点滅→点灯に変わる
点灯に変わったら、
ボタンをクリック

※ワンクリックで割り込み表示
長押しで分割表示

投影完了！



②プレゼン機能

❷PC画面を投影～ワイヤレスドングル （Mac）～

PCにワイヤレスドングルを接続
デスクトップの
MAXHUBドライブをクリック 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

「セキュリティとプライバシー」→「アクセシビリティ」
にて、「MAXHUB」にチェックを入れる。
※チェックを入れたら、本機からMACを操作できるようになる。

２回目以降の投影方法
はWindowsと同じ



②プレゼン機能

❷PC画面を投影～アプリケーション～

TOPページから左にスライド

https://www.maxhub.vip/share/
上記URLからMAXHUB Shareのアプリを
インストールする

PCをMAXHUBのWi-Fiに接続させる

デスクトップのアプリをクリックして、
パスワードを入力する

https://www.maxhub.vip/share/


②プレゼン機能

❸スマートフォン・タブレットの投影～iPhone・iPad～

MAXHUBのWi-Fiに接続
画面ミラーリングを選択 MAXHUBを選択

投影完了！

❸スマートフォン・タブレットの投影～Android～

上記からアプリインストール
（MAXHUB screenshare検索でも可能）

Android端末で
MAXHUBのWi-Fiに

接続する

アプリ内で上記のQRコードを読み取る

投影ボタンを選択

投影完了！



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

初期インストールとしてZOOM、Teamsを搭載している
別アプリを使用したい場合は、Windowsからソフトウェアをインストールする

TOPページアイコンに任意のWEB会議アプリを設定できる（方法は別ページ参照）

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

③WEB会議機能

ZOOM



③WEB会議機能

◎画面共有方法（ZOOM）

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る

ワイヤレスドングルでPC投影した内容も
遠隔地と共有可能になる



③WEB会議機能

◎画面共有方法（Teams）

画面を選択
⇒MAXHUBの画面全体が共有される

ワイヤレスドングルでPC投影した内容も
遠隔地と共有可能になる



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



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








