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【ニュースリリース】

ワコム、フラグシップモデルの Cintiq®を発表
～広いワークスペースと色再現力に優れた「Cintiq 27QHD」と
「Cintiq 27QHD touch」～
株式会社ワコムは、プロクリエイターのニーズに応え、フラグシップモデルの液晶ペンタブレット
「Cintiq 27QHD」と「Cintiq 27QHD touch」を、2 月上旬より販売を開始します。微細なペン入力を
実現するこの Cintiq は、全面ガラスのディスプレイを採用することにより、クリエイターやデザイ
ナーに満足いただける広いワークスペースを確保し、色彩とエルゴノミクスデザインにもこだわりま
した。27 型高解像度ディスプレイは、描画エリアが広がり、クリエイターが作品全体を俯瞰しなが
ら確認することや細部を拡大し、よりリアリティ溢れる作品を仕上げることができます。また、お好
みのショートカットを割り当て可能な「ExpressKey® Remote」を、画面やデスクの上、または手に
持ちながら自由に使用したり、画面の角度も 2 ポジションから選ぶこともできるので、長時間にわ
たる作品づくりにおいても個人のワークスタイルに合わせ、快適な作業環境を整えることができま
す。

【Cintiq 27 QHD touch】
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自然色を再現 ～ 優れた色再現性とカラーマネージメント
「Cintiq 27QHD」は、最大 10 億 7,374 万色の表示色と Adobe ® RGB カバー率 97 ％の広色
域による確かな色再現性で、繊細な色彩表現が必要な作品づくりにおいてその実力を大いに発
揮します。また、オプションで提供する X-rite 社製キャリブレーター（測色機）「Wacom Color
Manager」（2015 年春発売予定）をご利用いただくと、モニタや出力デバイスさらに、同じコン
ピュータに接続された複数のモニタなどの色彩表現を測定でき、利用環境の中で統一した色彩を
管理・表現することができます。またワークグループで利用する複数のコンピュータに同一のプロ
ファイル設定をすることもできるので、効率的に設定を行うことも可能です。特にグループで効率
的に作品を仕上げる必要のあるイラスト、デザイン、画像編集、3D アニメーションなどのクリエイ
ティブ分野に最適です。

全面ガラスの大型画面 ～ 高解像度で広いワークスペースを確保
一切の凹凸を排除した全面ガラスの 27 型 WQHD（Wide Quad High Definition）（2,560 x 1,440
ピクセル）液晶搭載の「Cintiq 27QHD」 および「Cintiq 27QHD touch」は、広いワークスペースへ
自由に描画することができるため、キャンバスの大きさを気にせず、クリエイティブに集中すること
ができます。アメリカのアニメーション制作会社、ライカ社の CG モデラーであるクリス・トラン氏も
「Cintiq 27QHD」が作品づくりに理想的な製品であると語られており、見る位置や角度による色や
コントラストの 変化が少ない広視野角の液晶採用で、デザイン、ゲーム、フィルムなどの細部にこ
だわった大規模な作品も画面に自然かつ直感的に描くことができます。さらに、ガラス製の画面を
採用することで、より紙にペンで描くような感覚を再現するために作られたハードフェルト芯をはじ
め、「Cintiq」向けに提供される様々な種類の替え芯も利用することができます。

筆圧機能搭載のペン、マルチタッチ、オンスクリーンコントロール、ラジアルメニューで
作業を効率化
「Cintiq 27QHD」は ペン入力、マルチタッチ（「Cintiq 27 QHD touch」のみ対応）、オンスクリーン
コントロール、およびラジアルメニューを組み合わせて操作することで、作品作りを効率的に行うこ
とができます。また、2048 レベルの筆圧感知機能で、紙に筆やペンで描く感覚で、描画、ペイント、
デザインなどを行うことができます。ライカ社の CG アーティスト、ホーリー・ウェブスター氏も
「Cintiq 27QHD」のコントロール力と正確さは他に追随する製品がないと語っています。

さらに、タッチ対応ソフトウェアと本製品に搭載された最新のタッチ機能を利用すると、画面に直接
触れて、3D モデルを操作することはもちろん、また画像を回転したり、オブジェクトの拡大縮小や
移動を片手で行いながら、もう一方の手でスカルプトやスケッチをするなど、両手を使って作品作
りをより自然で直感的に行うことができます。
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個人のスタイルに合わせた快適な作業環境を提供 ～ ExpressKey Remote と選
べるスタンド
作業効率をさらに向上させるため、「Cintiq 27QHD」には新たに「ExpressKey Remote」を付属し
ています。このコンパクトなリモコン型の「ExpressKey Remote」は、画面上やキーボードの横に
置いたり、手に持ったりと、お好みの位置でショートカットキーやタッチホイールの操作ができ、作
品作りに集中することができます。最大 5 台の「ExpressKey Remote」を接続することが可能で、
タスクやアプリケーションによって、それぞれカスタマイズしたショートカットキーを割り付けることが
できます。ライカ社のイラストレーター、イアン・マクナマラ氏も「Cintiq 27QHD」を利用してみて、
自分好みのワークスペースの確保ができ、快適に作業ができたとコメントしています。

現在販売中の Cintiq 製品と同様に、「Cintiq 27QHD」は長時間にわたって細かい作業を続けるグ
ラフィックデザイナーやイラストレーターでも疲れにくいエルゴノミクスデザインを採用しています。
「Cintiq 27QHD」は 5 度の傾斜がついた平置きスタイルと折りたたみ式のスタンドを出して 20 度
の角度で利用することができます。また、オプションで提供する「Cintiq Ergo stand」や他メーカー
のアームを取り付けることができ（VESA マウント）、自由に角度を変えて、ワークスタイルに合っ
たポジションで作品づくりを行うことができます。

ワークスタイルに合わせて選べる Cintiq
ワコムは「Cintiq 13HD」、「Cintiq 22HD」、「Cintiq 24HD」、「Cintiq 27QHD」の４ つの異なるサ
イズから OS 搭載の「Cintiq Companion」まで、描き味にこだわった豊富なラインアップで製品提
供をしています。

新製品体験会
「Cintiq 27QHD」は、以下の場所で体験していただけます。
1 月 10 日(土)

ワコム東京支社 受付エリア

10:00～17:00

東京都新宿区西新宿 8 丁目 17 番 1 号
住友不動産新宿グランドタワー31 階

1 月 10 日(土)

ワコム大阪営業所 会議室

10:00～17:00

大阪府大阪市北区豊崎 5-4-9 商業第 2 ビル 6 階

1 月 11 日(日)

Comic City 大阪
インテックス大阪 4 号館内

2 月 8 日（日）

ワンダーフェスティバル 2015[冬]
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幕張メッセ
2 月 12 日（木）～15 日（日）

CP+ 2015
パシフィコ横浜

発売日と価格
「Cintiq 27QHD」と「Cintiq 27QHD touch」は 2 月上旬より全国の量販店およびワコムストア
（store.wacom.jp）にて販売します。

≪ワコムストア参考価格≫
「Cintiq 27QHD」

268,000 円（税抜き）

「Cintiq 27QHD touch」

318,000 円（税抜き）

※「Cintiq 27QHD」の詳細はこちらから：
http://tablet.wacom.co.jp/article/cintiq-27qhd
※「Cintiq 27QHD touch」の詳細はこちらから：
http://tablet.wacom.co.jp/article/cintiq-27qhd-touch

【ワコムについて】
株式会社ワコム（東証一部：6727）は、1983 年の創業以来、日本を含めた全世界 150 カ国
以上で製品を販売しています。これまで、よりクリエイティビティに富んだ世界を実現するため
の製品をお届けする中で、世界中のデザイナーやクリエイターの方々のご愛顧を頂いて成長
してきました。 現在、当社のペン&タッチタブレット、液晶ペンタブレット、モバイルクリエイティ
ブタブレット、スタイラス製品、そして各種デジタルインターフェース機器は、デジタルアート、
映画、特殊効果、ファッション、商品デザインなどの分野で幅広く利用されています。また、当
社は、若手のデザイナーやクリエイター育成をサポートする多くの活動にも参画しています。
さらに、当社の培ってきた技術をモバイル端末用途に最適化した Wacom® feel IT
technologies は、各社が展開するスマートフォン、タブレット端末、電子書籍端末など様々な
製品群にコンポーネントとして採用されています。さらに、ECAD シリーズによって、国内製造
業向けなどに電気設計用 CAD ソフトの提供も行っています。このように、当社が提供する技
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術は、ビジネスからホームユースまでのさまざまなシーンで、デジタルコンテンツクリエーショ
ン、医療・教育・金融などの分野で利用されています。

※ワコム、Cintiq、Wacom feel IT technologies、ECAD は株式会社ワコムの商標または登
録商標です。
※その他、本書に記載されている会社名または製品名は、各社の商標または登録商標で
す。
※本書に記載されている内容は発表時点のものです。やむをえない事情で当日の内容に変
更が生じる場合があります。

＜お客様からのお問い合わせ先＞
ワコムインフォメーションセンター
電話：0120-056-814 （受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00、土日祝日を除く）
E メール：tablet_info（at）wacom.co.jp
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