視聴覚機器

プロジェクター

CP-TW3005J

日立マクセル（株）

〒 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 5030 番地
TEL.0120-3121-19（家電ビジネス情報センター）

超短投写・電子黒板機能付き・鮮明な映像
幅広いシーンで活用できる日立のプロジェクター
『CP-TW3005J』
〈特徴〉
●近距離から投写できる

●鮮明な映像を表現

超短投写型のため、スクリーンから本体前面まで約

陰影感、精細感、光沢感を強調する「アクセンチュ

27㎝で 80 型の大画面投写が可能。まぶしさや影を

アライザー」と、照明や外光の影響で不鮮明になり

低減できるので、インタラクティブ機能も快適に使

がちな映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現する

※

※

用できる。また、天吊り ／壁面取り付け に加え、 「HDCR（High Dynamic Contrast Range）」の２つの
縦置き ※ や卓上据え置きなど、様々な設置が可能。

独自の映像処理技術で教室などの明るい室内でも、

省スペースで大画面投写ができるため、場所を選ば

より鮮明でリアルな映像を投写。

ず自由に設置することができる。
※別売りの金具類をご用意しております。

●迷わずに使えるシンプルなインターフェース
プロジェクターに内蔵している電子黒板機能は直感的
にわかりやすいシンプルなインターフェース。初期
ツールバーから場面に応じてモードを切替えるだけ。
ICT 機器に不慣れな方でも簡単に活用することができ
る。

▼

初期ツールバー

PC 操作モード

投写画面上でパソコンの操作。
デジタル教科書などを快適に使用できる

HDCR OFF

ペイントモード

投写画面上に、書き込み可能。
実物投影機やパソコンの投写画面に書き込み
などが可能

HDCR ON
＊画像は効果をわかりやすく表現したイメージで、実際の映像とは異なります。

〈仕様〉
外形寸法： 幅377㎜×高さ136㎜×
奥行360㎜
（突起部含まず）
＊ 写真は壁面取り付けのイメージです。

＊ 壁面取り付け金具は別売りです。

http://www.hitachi.co.jp/proj/
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質量：約4.5㎏ 消費電力：380Ｗ

視聴覚機器
電子黒板

電子黒板 Brain Board®
NECモニター・インフォメーションセンター TEL:0120-975-380
NECプロジェクター・カスタマサポートセンター TEL:0120-610-161
受付時間… 9：00〜18：00 月曜日〜金曜日（祝日、その他特定日を除く）
携帯電話・PHSからでもご利用いただけます

NECディスプレイ
ソリューションズ（株）

興 味 が 深 ま る 、わ か り や す い 授 業 へ
NECの電子黒板

®

65 型ディスプレイ電子黒板セットモデル
「LCD-E651-T-STP」
タッチパネルディスプレイ、スタンド、ペンソフトなど
電子黒板に必要な機器のセット。
●明るい教室でも見やすい高輝度大画面
●移動しやすく、倒れにくい安全設計のスタンド
● USB メモリを挿すことで写真、動画、音楽を視聴可能

NP-UM352WJL-PN

※画像はオプション品の壁用取り付け
ユニット装着状態です。

●電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」標準添付

インターフェースセレクター

NP01SW4

壁掛けや天吊設置したプロジェクターでも、パソコンや
書画カメラの入力切替えが手元で可能に。
● 1 本の LAN ケーブルで最長 100m ※の長距離伝送が可能。
※レシーバーボックスを使わない場合

NP01SW4（レシーバーボックス同梱）
LCD-E651-T-STP

電子黒板機能搭載

MultiPresenter® Stick「DS1 － MP10RX3」

超短焦点プロジェクター

タブレット PC やスマートフォンの画面をワイヤレスで

「ViewLight® NP-UM352WJL-PN」

映像機器に表示。

電子黒板機能を搭載した超短焦点プロジェクターとペン

● ケーブルを抜き差しする手間と時間のロスがなくな
るため、授業や職員会議のスムーズな進行が可能。

ソフトのセット。
●画面に影ができにくく投写光による眩しさも軽減

● 子どもたちのタブレット PC 画面を並べて比較表示が

●パソコンレスでホワイトボードとしても使用可能

可能。

●壁掛け設置なら、既存の黒板と併用可能（曲面対応）
●電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」標準添付
●添付の無線 LAN ユニットを使用すれば、PC 等にイン

DS1-MP10RX3

ストールした専用アプリに、画面に表示される 4 桁
のPINコードを入力することでワイヤレス接続が可能※。
※端末に専用アプリ MultiPresenter® のインストールが必要
※ファームウェア Ver.1.07 へのアップデートが必要

タブレット PC も含めた導入支援もご提供。詳細は以下
をご覧ください。
http://jpn.nec.com/bpc/school-ict/

http://www.nec-display.com/jp/
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教育ICT
ICT 機器

アクティブラーニングルーム

（株）ガイアエデュケーション

〒 107-0061 東京都港区北青山 1-4-6
TEL:03-6809-3881

246 青山

子供たちの学びをサポートする
「教室空間デザイン」のご提案
次期学習指導要領改訂のキーワードの一つで
もある「主体的・対話的で深い学びの実現」の
ために私たちは『学習環境の整備』が大切だと
考えています。学習シーンに応じてスペースを
柔軟に変更できるフレキシビリティや活発な思
考を促す空間演出、さまざまなツールの整備な
ど方法はたくさんあります。学びの場の『空間
デザイン』に真摯に向き合ってきた私たちだか
らこそできるご提案をさせて頂きます。
＜教室空間デザイン施工事例＞
PC 教 室 を ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ ル ー ム にリ
ニューアル。組合せ型のデスクやプレゼンエリア
の設置で、様々な授業スタイルで学ぶ子供たちの
学習をサポート
導入校：長生村立八積小学校（千葉県）

http://www.gaia-edu.co.jp/
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学校家具

多目的スツール

Campus BLOCK（キャンパスブロック）
お客様相談室 フリーダイヤル：０１２０−２０１５９４
土・日・祝日・年末年始を除く午前 9 時から午後 5 時まで
とさせていただきます。

コクヨ（株）

キャンパスブロック

多目的スペースでの多様な
学びのシーンをサポートします。

〈商品の特徴〉

〈バリエーション〉
POINT ①
体の大きさや用途に合わ
せて選べる 3 つの座面

ペールブルー
（CAC-337）

POINT ②
組み合わせ次第で様々な
学びのシーンに対応

POINT ③
学びの意欲を刺激する
カラーとデザイン

http://kokuyo.jp/manabi
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マスタードイエロー
（CAC-31J）

ペールタンジェリン
（CAC-3E）

【仕様】
本体：ポリプロピレン・発泡スチロール／カバー：ポリプロピレン
質量：3.2kg

ロッカー

プラスチックロッカー

MC プラロッカー
〒 334-0012 埼玉県川口市八幡木 3-7-1-B209
☎ 048-282-2806 FAX 048-282-8586
E-mail kishino@t-locker.co.jp

（有）トータルロッカーサービス
ＭＣＰ - Ｔシリーズ

施設コスト
削減！！

ＭＣプラロッカー

次世代ロッカー！！
施設の環境衛生管理に貢献するロッカー
ABS 樹脂製

強い！安心！安全！清潔！

プラスチックロッカーの「MC プラロッカー」は、弊

バリエーション豊富（全 9 サイズ）で、あらゆる環境・用途に対応。

社のオリジナル製品。強化構造で組立て工具不用です．

W380 ＊ D500 ＊ H4 種 生徒用・コインロッカー他

しかも、完全ロック構造で、いたずら／荷物の出し入れ

W320 ＊ D500 ＊ H2 種 生徒用・コインロッカー他

等によるロック解除がありません。扉は裏カバーユニッ

W320 ＊ D420 ＊ H1 種 生徒用・コインロッカー他

トチョウバン構造で、上下だけのピン留め構造で発生す

W280 ＊ D380 ＊ H2 種 シューズロッカー他

る使用中に扉が外れたり、破損が無い強化構造で、安心

＊施設内使用は 5 年保証

･ 安全に使用いただけます。
「強度、耐久性が強く、メンテナンス・清掃が簡単な
構造です。」

環境・用途に最適なロッカー企画・設計・製作・施工
既存ロッカーリフォーム・修理・改造・メンテナンス

扉に校章印刷や木目印刷等のご希望の仕様に対応致します。

強化構造 実用新案 第 3187103 号
ロッカーの設計・製作・リフォーム・施工
30 年の経験を基に開発！！

オーダーメイドロッカー
木製・木金混合製・スチール製
ほかも承ります！！
パーソナルロッカーシステムも各種ご提案申し上げます。
生徒購入方式・オペレーションレンタル方式 他

日本全国対応致します。

http://www.t-locker.co.jp
便覧 84

