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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

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

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

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］

電源スイッチ

USB micro-B
コネクター

LEDインジケーター
LEDの色や点滅・点灯により
接続状態が確認できます。

電源ボックス
単3形乾電池×2本

■耐久性の高いキートップ印刷
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）印刷を採用。樹脂にインクを浸透させる方式のた
め、長期間の使用でも刻印が剥げることがありません。

■傾き角度調整
キーボードの傾きは、3段階に切り替えが可能。好みの角
度に手軽に調整できます。タイピングのための細かな使
いやすさにも配慮しています。

■制御キーのカスタマイズ
キーボード底面のDIPスイッチの切り替えにより、制御
キーの割当変更が可能。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。

上質と使いやすさへ
惜しみないクオリティを

HHKB Professionalシリーズの極上のキータッチを継承しながら、ワイヤレス
化（Bluetooth3.0対応）を実現しました。PCのみならず、タブレット・スマート
フォン・ノートPCなど最大4台の機器との利用が可能。Bluetooth HIDに
対応した機器とはレシーバーなしで、すばやくペアリングできます。（※1）
電源は、どこでも入手可能な乾電池式を採用。万一の電池切れの場合に
給電用のUSBコネクターも装備（※2）。
いつでも、どこでも、どんな機器とでも、極上のタイピングをお楽しみください。

ワイヤレス化で、
いつでもどこでも究極タイピング

キー押下時の静電容量値の変化を検出してキー入力
を行う静電容量無接点方式を採用。キーを底まで押切
る必要がないため、軽くなめらかなキータッチを実現しま
す。また、スイッチの接点がなく磨耗しないため3,000万
回以上の打鍵が可能で優れた耐久性を誇ります。

初代モデルから変わらぬ合理的なキー配列は、コンビネーション打鍵により
必要最小限のキーだけに抑え、キーピッチはフルサイズ19.05mmのまま、
わずかA4ハーフサイズ強の機能
的なコンパクトボディを実現。ワイヤ
レスユニットや電池収納部の追加に
よるサイズや重量の増加も極力抑
え、優れた携帯性を維持しています。
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※1 ： 他の機器に接続する場合は、現在接続している機器の切断が必要です。
※2 ： USBコネクターから電池への充電及び、USBの通信はできません。給電のみで使用可。

最上級のキータッチを実現する
静電容量無接点方式

ただ小さいだけ、ただ美しいだけではない
機能的コンパクトボディ

静電容量無接点方式

円錐スプリング

本当に必要とする人達が選び、愛され続けるHHKBシリーズに、
待望のワイヤレスモデル「HHKB Professional BT」が登場。
最上位モデルProfessionalシリーズをベースに、
深いキーストロークと滑らかな荷重がもたらす、
しなやかで心地よいキータッチはそのままに、ワイヤレス化を実現。
ケーブルの束縛から解き放たれた、新しいこだわりの証を、
すべてのプロフェッショナルに贈ります。

ワイヤレスへと昇華した
唯一無二のパフォーマンス
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■主な仕様

※Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。※Mac、Mac OSは、Apple Inc.の商標です。※Windows Vista
は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。※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。

PD-KB600B

英語配列  モデル

PD-KB600BN

無刻印  モデル

PD-KB620B

かな無刻印

日本語配列  モデル

タイピングの新たなシーンを創造する
ワイヤレスHHKB

プロフェッショナルのための最上級バージョン

エキスパートに捧げるスペシャルモデル

プロフェッショナルに贈る日本語配列バージョン

PD-KB620BPD-KB600B

Happy Hacking Keyboard  Professional BT

PD-KB600BN

墨

Bluetooth Ver3.0 Class2、Bluetooth HID 1.0 profile

最大10m

カスタマイズ機能

キーストローク4mm、 押下圧45g

294（W）× 120（D）× 40（H） キートップ上面まで

単3形乾電池×２本、 USB口からの給電（ケーブルは付属しません）

アルカリ乾電池使用時の目安：約3ヵ月（当社環境でのテスト値であり、保証値ではありません）

● Windows Vista SP1 以降
● Android 4.0 以降

● Mac OS X v10.5 以降
● iOS 7.1 以降

モデル

型名

色

インターフェース

無線操作距離

機能

キー数

キー仕様

サイズ（mm）

質量

電源

動作時間

サポートOS

　

項目

日本語配列モデル英語配列モデル 無刻印モデル

JIS配列69キー

540g（電池含まず） 

US配列60キー

530g（電池含まず）

http : //www.pfu.fujitsu.com/direct/
PFUダイレクト

PFUが運営する
Webオンラインショップ

品　名

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。 

アクリル製パームレスト
※株式会社バード電子製

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。

キーボードスタンド 
　  KeeperDELTA
※株式会社バード電子製

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。

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

HHKB Professionalシリーズ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。

キートップセット
※PFUダイレクト限定販売

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。

カラーキートップセット
※PFUダイレクト限定販売

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、HHKB 
Professionalシリーズ専用のアクリル製カバーです。

キーボードルーフPro
※株式会社バード電子製

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小物類が収納できます。

※詳しくは、PFUダイレクトのホームページを参照願います。

ハードケースDX

説　明
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■オプション

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

0120-14-4541電 話

●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。

安全に関する
ご注意！

050-3786-0811 E-mail hhkb@pfu.fujitsu.com
■お問い合わせ

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。

電 話

HHKBの頂点に位置するProfessionalシリーズを
継承したワイヤレスモデル。
HHKB伝統の英語配列、極上の使い心地はそのままに、
新しいこだわりの証をすべてのプロフェッショナルへ。

HHKB Professional BT 英語配列モデルの
キートップ面をすべて無刻印にしたスペシャルモデル。
選ばれし者のみが使いこなせる、
エキスパートの証です。

HHKB Professional BTシリーズで
カーソルキーも配する日本語配列モデル。
極上の使い心地に使いやすさをプラス。
プロフェッショナルの幅広いニーズに応えます。


