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BOXiで USB メモリおよび BOXi Airを使用する際の注意点(ファイル表示)

 

【重要】USB ビューワ機能や BOXi Air をお使いのお客様へ： 

(USBビューワ機能やBOXi Airを使用する際の注意点) 

 

 

USB メモリを BOXi に接続したり、BOXi とタブレット端末を WiFi 接続し「BOXi Air」を使用したり

してさまざまなファイルを表示する場合、BOXi 内部に搭載されている専用ビューワ(USB ビュー

ワや BOXi Air)の制限により、下記事象が発生する場合があります。 

ご購入前に本資料をよくお読みいただき、予め制限事項等をご理解の上、お買い求めください。 

また、ご購入後、プレゼンテーション等で使用される場合、あらかじめ対象のファイルを BOXi で

表示させ、事前に表示状態をよくご確認いただいてから使用されることをおすすめします。 

 

なお、本資料はあらゆる動作環境において正しく機能することを保証するものではありません。 

お客さまにはお手数をおかけしますが、何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

【対象のお客様】 

-USB メモリに下記ファイルを保存し、BOXi と USB を接続し、表示をされるお客様 

-BOXi Air をインストールしたタブレット端末に下記ファイルを保存し、BOXi と WiFi 接続し、表示

されるお客様 

*BOXi と PC を接続して下記ファイルを表示する場合、該当いたしません。 

 

 

【対象ファイル】 

● PDF ファイル��P2 

● Microsoft
®
 Office Word

®
ファイル��P5 

● Microsoft
®
 Office Excel

®
ファイル��P7 

● Microsoft
®
 Office PowerPoint

®
ファイル��P9 
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【PDF ファイル】 

 

① 対応する PDF バージョン 

 

バージョン 1.0～1.4 

*Acrobat Reader
®

など PDF閲覧ソフトのバージョンとは異なります。 

 

＜対応バージョンのご確認方法＞ 

PDF の閲覧ソフトにより確認場所が異なります。 

 

Acrobat Reader X
®
の場合： 

1. PC 上で Acrobat Reader X
®
を開き、プロジェクターで投写したいファイルを表示します。 

 

2. メニューバーから[ファイル]→[プロパティ]をクリックして選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. [文書のプロパティ]画面が表示されます。その中の[PDF のバージョン]を確認します。 
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② 推奨 PDF フォーマット変換ソフト* 

 

Adobe Acrobat
®

 (Adobe 社提供) 

*PDFフォーマット変換ソフト…テキストファイルや画像ファイルをPDFフォーマットに変換する際に使用するソフト

です。 

 

 

③ 対応 PDF バージョン以外のバージョン使用、あるいは推奨 PDF フォーマット変換ソフトを使

用せず、PDF フォーマットに変換したファイルを使用した場合 

 

文字及び画像に下記のような症状が発生する場合があります。 

-黒つぶれ 

-白つぶれ 

 

〈表示に問題がある場合の一例〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ その他 PDF ファイルの表示に関する制限について 

PDF バージョンやフォーマット変換ソフトに関係なく制限されます。 

なお、「対応していません。」とある場合、正しく表示されません。 

表示が崩れる、全く表示されない、異なる表示がされる、などの現象が発生します。 

 

表の枠、罫線 1 重、2 重線のみ正しく表示されます。 

変換画像 
90°回転、180°回転、270°回転および反転のみ正しく表示され

ます。 

文字ファイルを PDF フォ

ーマットに変換したファイ

ル 

対応していません。 

PDFファイルを更にPDF

形式で保存した場合 
ノート注釈やハイライト表示等一部機能が対応していません。 
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【Microsoft
®
 Office Word

®
ファイル】 

 

① 対応する Word
®
バージョン 

 

Word
®

 97 以降で作成された文書 (.doc、.docx) 

 

 

② Word
®
ファイルの表示に関する制限について 

 

Word バージョンに関係なく制限されます。 

なお、エラーメッセージ* が表示された場合、正しく表示されません。 

表示が崩れる、全く表示されない、異なる表示がされる、などの現象が発生します。 

 

*エラーメッセージについては、「BOXi 取扱説明書 本体操作編」→P76 をご覧ください。 

 

漢字表記 

文字により、ファイルを作成時に使用した文字とBOXiで表示される

文字の見た目が異なることがあります。 

 

例) 

         

        (左側：文書内の表示 右側：BOXi上の表示) 

 

長音記号(ー)および小文

字(ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉなど)

の表記 

ファイルを作成時に使用した文字と BOXi で表示される文字の見た

目が異なることがあります。 

 

例) 

 

テキストボックス 
縦書きが横書きで表示されることがあります。 

改行位置が変わることがあります。 

ページレイアウト 文字列の方向を縦書きにしても、横書きで表示されることがありま

す。 

太文字 
中国語フォントなど一部のフォントでは表示されません。 

(太文字になりません) 

タブ位置 対応していません。 

ネスト表 正しく表示されないことがあります。 

ページの余白、境界線 余白には対応していますが、境界線は表示されません。 

表の枠、罫線 一部表示されない罫線があります。 

表の罫線の種類 一重線および二重線のみ正しく表示されます。 

表内のインデント、行頭

文字、番号付け、スタイ

ル変更 

正しく表示されないことがあります。 
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図形 
線のスタイル、オートシェイプ内の塗りつぶしなど、一部対応してい

ないものがあります。 

ワードアート 対応していません。 

図形(オートシェイプ) 
線や矢印表示が崩れる場合があります。 

一部対応していない図形があります。 

フォント 

下記フォントに対応していません。 

・Microsoft
®
 Office組み込みフォント 

・Microsoft
®
 Windows Mobile

®
用圧縮 TrueType フォント 

・ビットマップフォント 

・絵文字形状のフィンティング 

・絵文字中の複数色 

・一部縦読み 
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【Microsoft
® 

Office Excel
®
ファイル】 

 

① 対応する Office Excel
®
バージョン 

 

Excel
®

 97 以降で作成された文書 (.xls、.xlsx) 

 

 

② Excel
®
ファイルの表示に関する制限について 

 

Excel
®
バージョンに関係なく制限されます。 

なお、「対応していません。」とある場合、正しく表示されません。 

表示が崩れる、全く表示されない、異なる表示がされる、などの現象が発生します。 

 

ヘッダーとフッター 

下記には対応していません。 

・ワークブック名 

・現在日時 

・ページ番号 

ワークブック内の総ページ数 

“&”文字 

セルの列/行のヘッダー 対応していません。 

ページ間の改ページ表

示 
対応していません。 

背景イメージ 対応していません 

非表示の表及び行 すべて表示されます。 

シナリオ 標準シナリオのみ表示されます。 

計算式 一部対応していません。 

太文字 
中国語フォントなど一部のフォントでは表示されません。 

(太文字になりません) 

インデント 対応していません。 

セルに関連づいたコメン

トの表示 
対応していません。 

ハイパーリンク 対応していません。 

線の形式 1 重線のみ対応しています。 

ワードアート 対応していません。 

フィルターを掛けた後の

表示 
対応していません。 

フォームコントロール 
Active X のコントロールを表示します。 

また、静的オブジェクトのみ表示します。 

フォームコントロールに

付属するマクロやスクリ

プトの実行 

対応していません。 

ふりがな 対応していません。 
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チャートのデータラベル 対応していません。 

グリッドライン 正しく表示されないことがあります。 

ライン上のチェックマーク 正しく表示されないことがあります。 

チャート内の回転文字 対応していません。 

チャート、グラフ 
階層構造、ドーナツ形状など、一部対応していない形状がありま

す。 

和暦表示 
対応していません。 

西暦(英語表記)で表示されます。 

図形(オートシェイプ) 
線や矢印表示が崩れる場合があります。 

一部対応していない図形があります。 

フォント 

下記フォントに対応していません。 

・Microsoft
®
 Office組み込みフォント 

・Microsoft
®
 Windows Mobile

®
用圧縮 TrueType フォント 

・ビットマップフォント 

・絵文字形状のフィンティング 

・絵文字中の複数色 

・一部縦読み 
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【Microsoft
®
 Office PowerPoint

®
】 

 

① 対応する Office PowerPoint
®
バージョン 

 

Office PowerPoint
®

 97 以降で作成された文書 (.ppt、.pptx) 

 

② PowerPoint
®
ファイルの表示に関する制限について 

 

PowerPoint
®
バージョンに関係なく制限されます。 

なお、「対応していません。」とある場合、正しく表示されません。 

表示が崩れる、全く表示されない、異なる表示がされる、などの現象が発生します。 

 

太文字 
中国語フォントなど一部のフォントでは表示されません。 

(太文字になりません) 

行頭文字 一部対応していません。 

線の形式 1 重線のみ対応しています。 

スライドショーのカスタム

アニメーション 
対応していません。 

ハイパーリンク 対応していません。 

オートシェイプ 図形により対応していないものがあります。 

スライドショーの動き カスタムアニメーションなど一部対応していないものがあります。 

ハイパーリンク 対応していません。(動作しません) 

スマートアート図 対応していません。 

和暦表示 西暦で表示される場合があります。 

図形(オートシェイプ) 
線や矢印表示が崩れる場合があります。 

一部対応していない図形があります。 

ワードアート 対応していません。 

フォント 

下記フォントに対応していません。 

・Microsoft
®
 Office組み込みフォント 

・Microsoft
®
 Windows Mobile

®
用圧縮 TrueType フォント 

・ビットマップフォント 

・絵文字形状のフィンティング 

・絵文字中の複数色 

・一部縦読み 

 


