妥協なき
「S」
へのこだわりが
またリアル・プロフェッショナルの
理想に近づいた
※HHKB Professional2 Type-S ／ PD-KB400WS

プロフェッショナルが選び、プロフェッショナルに磨かれて、
進化を遂げてきたHHKBシリーズ。

「HHKB Professional Type- S」は、最上位モデルの
Professionalシリーズをベースに高速タイピング性（Speedy）
と静粛性（Silent）を向上しました。
長時間の使用にも疲れにくい最高水準のキータッチは
そのままに、
より軽快なタイピング感を実現。
タイピングへのこだわりが 生み出したスペシャルモデル
として、
リアル・プロフェッショナルに贈ります。

高速タイピング性を追求した新設 計
３.８ｍｍ ストロークモデル

最上級のキータッチを実現する
静電容量無接点方式

キー内部構造の新規設計により、タイピングの安定性と軽快さを高め、高

理想的なキータッチと高耐久性を実現する静電容量無

速タイピング性能を向上。キー押下時のブレを抑える為、駆動部のかみ合

接点方式を採用。キー押下時の静電容量値を捉えるス

わせをよりタイトに設計。高速タイピング時でも離れたキーなどの打ち損じ

イッチ方 式で、底まで押 切る必 要 がない為、
しなやかな

が減り、
より安定感のあるタイピングを実現。また、押下圧とのバランスを考

タッチと良好なフィードバック感を得ながら打鍵できます。

えキーストロークを従来モデルの4mmから3.8mmに最適化。しなやかで

また、接点が磨耗しないため耐久性に優れ、3,000万回

心地よいキータッチはそのままに、
より軽快なタイピングを実現しました。

以上のキー寿命を実現します。

環 境にもやさしく、優れたエネルギー吸 収 性
（ 衝 撃 、振 動 ）
と高 耐 久 性の

デザインではない。コンビネーション打鍵を前提にした必要最小限のキー

静粛性を追求し、従来モデルよりもキー打鍵音を３０％低減しました（当社

だけを、使いやすさを追 求した合 理 的な配 列にレイアウト。フルキーボー

規定の測定方法による）
。

ドと同じ1 9 . 0 5 m mのキーピッチを維 持しながらも、わずかA 4ハーフサイ
ズの 超コンパクトボディを実 現 。

使えるインタフェースであることを忘れてはいけない。［東京大学 名誉教授 和田英一］

http://www.pfu.fujitsu.com/hhkeyboard/

かみ合わせを
タイトに
緩衝材

キーストローク
3.8mm

110 mm

また本 体の根 元から取り外 せる

新規設計
キー内部構造

インタフェースだからだ。いまやパソコンは消耗品であり、キーボードは大切な、生涯

ただ小さいだけのコンパクト設 計ではない。ただ美しいだけのシンプル・

緩 衝 材を新 規 採 用し、押下されたキーが 戻る際に発 生する音を改 善 。

Type - S

を歩こうとも、鞍は自分で担いで往く。馬は消耗品であり、鞍は自分の体に馴染んだ

円錐スプリング

必要最小限まで研ぎ澄まされた
機能的コンパクトボディ

静粛 性を追 求し
キー打鍵音を３０％低 減

アメリカ西部のカウボーイたちは、馬が死ぬと馬はそこに残していくが、どんなに砂漠

静電容量無接点方式

U S Bケーブルはモバイルでの使
用にも最適です。
294 mm

■ 主な仕 様
Happy Hacking Keyboard
Professional2 Type-S

項目
モデル
型名

無刻印モデル

英語配列モデル

PD-KB400WNS

PD-KB400WS

こだ わりが 生み だした 極 上 のパフォーマンス

Happy Hacking Keyboard
Professional JP Type-S
日本語配列モデル かな無刻印
PD-KB420WS
白

色

USB

インターフェース
機能

カスタマイズ機能、
USB
（2.0/1.1）HUB×2

カスタマイズ機能

US配列60キー

JIS配列69キー

キー数

エキスパートに捧げるスペシャルモデル
最上級バージョンHHKB Professional2の

キーストローク3.8mm、押下圧45g

キー仕様

キートップ面をすべて無刻印にしたエキスパートモデルです。

着脱式（ケーブル長1.8m）
、キーボードに添付

接続ケーブル

選ばれし者のみが使いこなせる、

294
（W）
× 110（D）
× 40（H）キートップ上面まで

サイズ（mm）

530g
（ケーブル除く）

質量

無刻印

520g（ケーブル除く）

【カスタマイズ機能】

モデル

エキスパートの証です。

PD-KB400WNS
PC

背面スイッチ（DIPスイッチ）の切り替えにより、制御キーの割当等の変更が可能です。

安全に関する

ご注 意

Color

白

HUB×2
USB2.0 対応

※1

それぞれの使い方やお好みに合わせて、手軽にカスタマイズができます。

！

Mac

●ご使用の際は、
「 安全上のご注意」
をよくお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの
原因となることがあります。

※Mac、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。 ※その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または
登録商標です。 ※本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
※印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

■ オプ ション

プロフェッショナルのための最上級バージョン

品 名

キートップセット
※PFU ダイレクト限定販売

カラーキートップセット
※PFU ダイレクト限定販売

ウッドパームレスト／
レザーパームレスト
※株式会社バード電子製

アクリル製パームレスト
※株式会社バード電子製

キーボードスタンド
KeeperDELTA
※株式会社バード電子製

キーボードルーフ Pro
※株式会社バード電子製

ハードケース DX

説

明

HHKBシリーズの頂点に位置するProfessional2。

HHKB Professionalシリーズ専用の交換用キートップセットです。破損し
たり、長年のご使用で汚れたりしたキートップの交換にご利用ください。

上質を極め、風格さえ漂うその存在感。
初代モデルから変らないHHKB伝統の英語配列は、こだわりの証。

英語配列

HHKB Professionalシリーズ専用のカラーキートップセットです。青いEsc
キー、赤いControlキーへカスタマイズができます。

モデル

極上の使い心地をすべてのプロフェッショナルへ。

PD-KB400WS

タイピングをさらに快適にするHHKBジャストサイズの天然素材パームレス
トです。くるみ材を使った「ウッド」
と本革張りの「レザー」の2タイプ。

PC

Mac

Color

白

HUB×2
USB2.0 対応

サブリメーション
印刷

※3

※1

分厚いアクリルをカットし、
すべての面が曇りなく透明な仕上がりのHHKB
ジャストサイズのパームレストです。滑り止めのシリコンゴム足
（4個）
付属。
ステンレス製でシンプルなデザインのキーボードスタンドです。キーボードを
使用しないときに立てかけることで、
デスクの上もすっきり整理できます。
使 用していない時 のキーボードのほこり対 策と誤 操 作を防ぐ、H H K B
Professionalシリーズ専用のアクリル製カバーです。

プロフェッショナルに贈る日本語配列バージョン

HHKB用キャリングケース。丈夫なナイロン素材で、キーボードをしっかり
保護します。外側のポケットにはケーブル等が収納できます。

Professional2の使い心地をそのまま継承し、

※詳しくは、PFUダイレクトのホームページを参照願います。

日本語配列（かな無刻印）を採用したProfessional JP。
カーソルキーも付加し使いやすさをプラス。

PFUが運営する
Webオンラインショップ

http : //www.pfu.fujitsu.com/direct/

PFUダイレクト

電 話

日本語配列

モデル

プロフェッショナルの幅広いニーズに応えます。

かな無刻印

0120-14- 4541

PD-KB420WS

PC

Mac
※2

Color

白

サブリメーション
印刷

※3

http://www.pfu.fujitsu.com/hhkeyboard/
■お問い合わせ
電 話

050 - 3786 - 0811

E-mail hhkb@pfu.fujitsu.com

上記の電話番号は、NTTコミュニケーションズ株式会社の050ビジネスダイヤルを利用しております。ご利用いただけない
場合は、NTT東日本またはNTT西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995にお問い合わせください。
●電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。
●トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、
そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。
※お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
2016年3月 PH-HHK-S03

※1：Mac OSでご利用の場合、一部機能の使用には別途ドライバ
（無償）
をインストールする必要があります。
※3：キートップの刻印は、鮮明で耐久性の高いサブリメーション
（昇華）印刷方式を採用。

※2：Mac OSでご利用の場合、別途ドライバ
（無償）
をインストールする必要があります。

