製品範囲

スマートで、
エルゴノミックなハードウェアとパワフルで使いやす
いソフトウェアのシームレスな組み合わせにより、CAD での作業
が、迅速で、快適で、楽しいものになります。

SpaceMouse

®

製品ライン

SpaceMouse Enterprise
®

トップエンジニアリングパフォーマンス

2 番めで妥協するという選択肢は、
トップレベルにはありません。世界の一流企業は、

自社のエンジニアリングチームに最高レベルのパフォーマンスを要求します。
チャンス
を逃したということに対して弁解はできません。結果がすべてです。

カラー

CAD ユーザーのためのプロフェッショナル３Dナビゲーション – 特許
技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、
デジタルモデルやビューを直感
的操作で正確にナビゲート。

LCD – アプリケーションのツールバーにある実際のアイコン
を表示することで、
インテリジェントファンクションキーをサポートし
ます。

QuickView キー – 32 の標準ビューと 3 つのカスタムビューにワンタ
ッチでアクセスできます (SpaceMouse Enterprise のみの機能)。

オンスクリーンディスプレイ – コンピュータ画面上でファンクション
キーの割り当てを視覚的に確認できます。

8 つのキーボードモディファイア – マウス上に Enter, Delete, Ctrl,
Shift, Alt, Esc, Space, および Tab を含む、必要なすべてのキーボードモ

エルゴノミック設計 – フルサイズのハンドレストと、
キーボードで使わ
れるような大型ボタンを備えています。

ディファイアが並んでいます。

のインテリジェントファンクションキー – お好みのコマンドをすば
やく実行できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。

12

1

1

延長サポート – 3 年間の保証と、追加の
自動優先技術サポート。

サポートされているアプリケーションの詳細については、Web サイトで確認するか、
または弊社にお問い合わせください。

1

年間 (製品登録が必要)、

SpaceMouse

®

製品ライン

SpaceMouse Pro
®

エンジニアリングのスタンダード

SpaceMouse Pro は高度な快適性とプロ向けの機能への簡単なアクセス

を実現し、
ワークフローをシンプルかつ生産的にします。

CAD ユーザーのためのプロフェッショナル３Dナビゲーション – 特許技術の6自
由度 (6DoF) センサーにより、
デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビ
ゲート。
QuickView

キー – ワンタッチで

12

つのキーボードモディファイア –
置に配置されています。

4

のビューにアクセスできます。

Ctrl, Shift, Alt, および Esc キーが使いやすい位

4 つのインテリジェントファンクションキー – お好みのコマンドをすばやく実行で
きます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
オンスクリーンディスプレイ – コンピュータ画面上でファンクションキーの割り当
てを視覚的に確認できます。
 ルゴノミック設計 – フルサイズのハンドレストと、
エ
キーボードで使われるような大
型ボタンを備えています。

ワイヤレスバージョンも購入できます:

SpaceMouse® Pro Wireless

SpaceMouse

®

製品ライン

SpaceMouse Wireless
®

場所を選ばず高度な 3D ナビゲーション

会議室で 3D 設計図を確認したり、協力会社のオフィスで３Dモデルのアイデ
アをプレゼンテーションしたり、SpaceMouse Wireless は、
あなたが何処にいよう
と、
CAD アプリケーション上で効果的にモデルを移動させる最高のツールです。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル３Dナビゲーション – 特許技
術の6自由度 (6DoF) センサーにより、
デジタルモデルやビューを直感的操
作で正確にナビゲート。
 イヤレス接続 – 3Dconnexion® 2.4 GHz ワイヤレステクノロジーによる 3D
ワ
コンテンツへの安定したリアルタイム接続を保証します。

1 か月のバッテリ寿命 –
なしで使用できます。

SpaceMouse Wireless は、最長で 1 か月間、充電

素朴で機能的なデザイン– 省スペース設計、
エレガントなつや消しスチー
ルベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。

専用キャリーケース付き – 保護のための、頑丈
な、
ハードタイプケースです。

SpaceMouse Compact
®

高度な 3D ナビゲーション用に設計

象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compact
CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高
精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエン
ジニアのために開発されました。
CAD ユーザーのためのプロフェッショナル３Dナビゲーション – 特許
技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、
デジタルモデルやビューを直感
的操作で正確にナビゲート。
素朴で機能的なデザイン – 省スペース設計、
エレガントなつや消しス
チールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えてい
ます。

CadMouse 製品ライン

CadMouse

CAD プロフェッショナル向けのマウス

8.200 の解像度と CAD 固有の機能を備える、高精度レ

ーザーセンサー付き、
フルサイズ有線マウスで、快適で
効率的なワークフローを実現します。

専用の中央マウスボタン – CadMouse のインテリジェントエルゴノミック
設計により、
マウスホイールをクリックする操作は不要になります。
目的のジオ
クイックズーム1 – 親指ボタンをシングルクリックするだけで、
メトリをズームインまたはズームアウトすることができます。
ズームレベル
を微調整するには、
ボタンを押したままにしてください。
スマートスクロール – CAD アプリケーションでは、1 クリックごとの自動
ズーム操作、
ドキュメントやブラウザではスピーディなスクロールが可能
です。
お気に入りのコマンドに簡単にアク
ジェスチャーボタン – 最大 8 つの、
セスできます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
最適化されたタッチ感によるフィードバック – 支持部が最適な形状を
マウスの
備え PTFE 製であるため、反力が安定し振動が抑制されるので、
スムーズな動きが保証されます。
1

サポートされているアプリケーションの詳細については、
Web サイトで確認するか、または弊社にお問い合わせく

ださい。

CadMouse Pad
®

精度と便利さの完璧なバランス
オプションの CadMouse Pad は、高品位のマイクロテクスチャー
コーティングにより、
マウスの動きをさらにスムーズで正確なも
のにします。
2 つのサイズを用意 – CadMouse Pad (350 x 250 mm) と
CadMouse Pad Compact (250 x 250 mm)

CadMouse 製品ライン

CadMouse Wireless
CAD プロフェッショナル向けワイヤレスマ

省エネタイプの高精度光学センサー付きコンパクトワイヤレスマウ
ス。解像度は 7.200 dpi、
バッテリ寿命は最長 2 か月です。

専用の中央マウスボタン – CadMouse のインテリジェントエルゴノミック設計
により、
マウスホイールをクリックする操作は不要になります。

3 種類の接続方式 – 3Dconnexion ユニバーサルレシーバー、Bluetooth, USB ケ

2 か月のバッテリ寿命は、1 日 8 時間、週 5 日間の使用を想定して計算したものです。

サポートされているアプリケーションの詳細については、
Web サイトで確認するか、または弊社にお問い合わせください。

1

2

ーブルのいずれかで接続できます。

2 か月1です。また、
充電が可能なリチウムイオンバッテリ – バッテリ寿命は、
作業中に、USB ケーブルを介して充電できます。
目的のジオメト
クイックズーム2 – 親指ボタンをシングルクリックするだけで、
リをズームインまたはズームアウトすることができます。
ズームレベルを微調整
するには、
ボタンを押したままにしてください。
スマートスクロール – CAD アプリケーションでは、1 クリックごとの自動ズー
ム操作、
ドキュメントやブラウザではスピーディなスクロールが可能です。
お気に入りのコマンドに簡単にアクセス
ジェスチャーボタン – 最大 8 つの、
できます (アプリケーションや環境の変更時に自動更新)。
最適化されたタッチ感によるフィードバック – 支持部が最適な形状を備え

PTFE 製であるため、反力が安定し振動が抑制されるので、マウスのスムーズな
CadMouse Pad Compact

動きが保証されます。

専用キャリーケース付き – 保護のための、頑丈
な、
ハードタイプケースです。

SpaceMouse Kits
®

SpaceMouse Enterprise Kit
®

究極の CAD ソリューション

SpaceMouse Enterprise キットは、エンジニアリングプロフェッ

ショナルに、
エルゴノミックで、効率的なツーハンドワーク
フローのためのツールをすべて揃えて提供します。

キットの内容:

SpaceMouse Enterprise
CadMouse
CadMouse Pad
ツインポート USB ハブ
Micro-USB ケーブル

SpaceMouse Wireless Kit
®

モバイル CAD ソリューション

堅牢で、柔軟な作業用の備品を必要とする、
モ
バイルワーカーの要求を満たす、
ワイヤレスエ
ンジニアリングソリューションです。
キットの内容:

SpaceMouse Wireless、ケース付き
CadMouse Wireless、ケース付き
CadMouse Pad Compact
3Dconnexion Universal Receiver
Micro-USB ケーブル

詳細については、

3dconnexion.jp

をご参照ください
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