教育ICT

ソリューション・サービス

ものづくり教育支援

富士電機
ITソリューション（株）

文教システム事業本部
〒 101-0021 東京都千代田区外神田 6-15-12
TEL：03-5817-5751
FAX：03-5817-5758

教育現場の ICT 環 境 を ト ー タ ル に ご 提 案
平成 29 年 9 月に渋谷区教育委員会様における教員・

【作ってみよう！】

児童生徒用 LTE タブレット 8700 台と校務用クラウド基

通常の CAD のような線画ではなく、座標を入力すること

盤、学習用クラウド基盤を分離した教育情報化システム

で簡単に立体を重ね合わせて作成することができる教育用

の導入を手掛けるなど、教育現場の ICT をトータルに提

の簡単 CAD ソフト。ネームプレートなども簡単に作れる。

案する富士電機 IT ソリューションは 2020 年より小学校
で必須化されるプログラミング教育への対応にもいち早
く取り組んでおり、導入後のサポートを見据え、様々な
プログラミング教材に対応できる人材を育成している。
千代田区にあるオフィスでは 1F に「FSL Cafe｣、2F に
ショールーム（4 月オープン）を設け､ 3D プリンタの体
験会や、各種勉強会など様々なイベントを企画している。
また、CSR 活動の一環で公民館や児童館を利用し、地域
の児童を集めたイベントも積極的に行っていく予定だ。

【動かしてみよう！】
Scratch をベースにしたビジュアル言語で、画面シュミ

ロボットのヘッドカバーも自由に創作

レーションや、実機ロボットを使ったプログラミング的
思考の授業実践が可能。

今夏発売予定の新バージョンではストーリー性を持た
せ、さらに分かりやすい操作性になる予定。

http://www.fujielectric.co.jp/fsl/
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ICT 環境設備

校内無線ＬＡＮ環境

Air Station Pro
コーポレート営業部
Tel: 03-3523-3345
Mail: toiawase@melcoinc.co.jp

（株）バッファロー

生徒の集中力を切らさない安定通信、災害時の通信環境の提供も

タブレット授業を支える無線 LAN

屋内用
（教室・廊下等）

屋外・耐環境
（体育館・校庭等）

7年

保守※
（5年保証+2年保守）
※標準保証3年+ユーザー登録
で延長2年センドバック保守
※保守パック
（別売）
で 最大7
年まで延長保守可能

WAPM-2133TR

WAPM-1750D

WAPM-1266WDPR

トライバンド

DFS 障害回避

公平通信制御

DFS 障害回避

公平通信制御

緊急時モード

緊急時モード

緊急時モード

2020 年以降のデジタル教科書にも耐えられる無線 LAN

うに速度を自動制御。端末ごとに無駄な待ち時間がなく

1 クラス分 40 台のタブレットを使った ICT 授業など試

なり生徒の集中力を切らすことなく授業をスムーズに進

みられていますが、今後、さらにデータ量・通信量は大

めることができます。

幅に増加していくと予想されます。タブレット授業を支
える無線 LAN のインフラは、クラス 40 人と先生の端末

災害時に無線 LAN 解放が可能

が同時に通信できる安定性と、端末ごとに偏りのない通

総務省の 2016 年よりの「防災等に資する Wi-Fi 環境の

信制御に必要な機能や、広帯域を実現するトライバンド

整備」補助事業に利用できる無線 LAN です。

対応など、先を見据えた機器選択が重要です。

避難所となった学校から遠隔の教育委員会等からソフト
ウェアの管理画面※で「緊急時モード」を ON にするだ
けで、避難者へ通信環境の提供が可能です。

「トライバンド」で安定した通信環境を実現
一般的に同時に接続する機器が増えると帯域が不足し、

※ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」
（別売）が必要です。

通信速度が低下します。トライバンド対応無線 LAN ア
クセスポイントは、従来 2 つの帯域だった電波の通信
系統が、5GHz が 2 系統と 2.4GHz が 1 系統の合計 3 帯
域の同時通信をサポート。多台数接続時により安定した
通信環境を可能にしました。
「DFS 障害回避機能」で通信停止を防止
通常、航空レーダーなどと無線 LAN のチャンネルが干
渉した場合「DFS（Dynamic Frequency Selection）」に
よる空きチャンネル監視のため通信が停止しますが、本
機能搭載製品は常時監視が行えるため瞬時にチャンネル
切替を行います。
「公平通信制御機能」で通信のタイムラグを解消
接続しているすべてのタブレットが均等に通信できるよ

http://buffalo.jp/biz/
便覧 75

大間町教育委員会様 事例より

視聴覚機器

プロジェクター

CP-TW3506J

日立コンシューマ・
マーケティング（株）

〒 105-8413 東京都港区西新橋 2-15-12
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
3700 ルーメンの『CP-TW3506J』
〈特長〉
●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、電子黒板機能も快適に使用できる。また、

がちな映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現する

※

※

※

天吊り ／壁面取り付け に加え、縦置き や卓上据

「HDCR（High Dynamic Contrast Range）」の２つの

え置きなど、様々な設置が可能。省スペースで大画

独自の映像処理技術で教室などの明るい室内でも、

面投写ができるため、場所を選ばず自由に設置する

より鮮明でリアルな映像を投写できる。

ことができる。
※別売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〉
明るさ：3700 ルーメン
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・デジタル情報スタンド

Brain Board®・PONTANA®
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

Brain BoardⓇ、デジタル情報スタンド PONTANAⓇ

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

●電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」標準添付

※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。

紙のパンフレットを電子化して配布できる
」
デジタル情報スタンド「PONTANA Ⓡ（ポンタナ）
最大 450 種類のパンフレットが PONTANA １台に！大
画面ディスプレイにタッチして電子コンテンツをスマホ
やタブレットにダウンロード。
●既存の印刷物を PDF 化して利用でき低コスト
●デジタルデータなので補充や入れ替えの手間を軽減
●ダウンロード履歴を活用し追加コンテンツを検討
●多言語対応で訪日客に向けた情報を提供
●ペーパーレスなので紙のムダがなくエコ

LCD-E651-T-STP

電子黒板機能搭載

超短焦点プロジェクター

「ViewLight® NP-UM352WJL-PN」
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
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
●パソコンレスで使えるホワイトボード機能搭載
●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
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

学校教育に必要な ICT 機器の導入やサービス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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視聴覚機器

LED ディスプレイパネル

高輝度・超高精細 LED
ディスプレイパネル

シリコンコア・テクノロジー（同）

〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 3-8-8 日総第 16 ビル 7F
電話：045-475-1858
E-mail : info@silicon-core.co.jp

プロジェクターでもない、
マルチモニターでもない新世代スクリーン

「LAVENDER 1.2mmピッチ超高精細LEDディスプレイパネル」

数多くの賞を受賞し、
日本においても数多くの企業や施設に採用されるリーディング製品
〈特長〉
●ベゼル無くシームレスに任意のサイズの 1 面スクリー
ンを構成可能
● 16:9 をキープし、フル HD を 110 インチで実現可能
●超小型 0.6㎜角の LED（RGB 3in1）を使用し 1m 等近
距離からの視認を実現
●高輝度：1mm ピッチ台の高精細においても 1,200nits
を実現。太陽光が入る明るい環境においても十分な視
認輝度。部屋を暗くする必要もなく手元が明るいまま
授業や会議を進行可能
●低発熱・ファンレス：自社パテントによる高電力効率
により、すべての製品においてファンレス設計。無音
故に授業や会議用途に適す
●視野角：水平 160 度の視野角を要し部屋の両端席か
らも十分視認可能
●映り込みなし：前面にガラスやフィルムが無いため、
光や人・物等の映り込みが無い。またプロジェクター

110inch Full HD
( ユニット数 : 4x4 =16)

220inch 4K (3840 x 2160)
( ユニット数 : 8x8=64)

のような投射ではないので、スクリーン前面に人が
立っても映像に影響なし。
●製品ラインナップ：P1.2 に限らず、その他 P0.95mm,
P1.5mm, P1.9mm, P2.6mm 等各種ピッチ製品を用意。
視聴距離、解像度、サイズなどの要件から選択可能。
壁埋め込みも可能
●用途：ショウルーム、
企業（受付、
会議室、デザインルー
ム）
、公共施設、放送局、監視、ホテル、シアター等
〈仕様〉

中央：プロジェクター、両端 LED ディスプレイ

ドットピッチ：1.266mm
ドット密度：623,265 ドット /m
輝度：1,200 nits
ユニットサイズ：W608 x H342 x D76mm
ユニット解像度：480 ドット x 270 ドット
ユニット消費電力：36W( 標準 )、109W( 最大 )
ユニット重量：9.8Kg
スクリーン寿命：100,000H（輝度半減）

http://www.silicon-core.co.jp
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教育ICT

アクティブラーニングボード

まなボード
東京支社
〒 141-0021

泉（株）

生徒の学び合いの
協働学習を支援。

東京都品川区上大崎 3-1-1
JR 東急目黒ビル 15 階
TEL.(03)5719-7482 FAX.(03)5719-7492
「書き込む」ことによって、子どもたちが意見を出し
合い、考えを深める授業を行うことができます。
また、黒板に貼って発表するなど、比較・検討をしな

だれでもカンタンにすぐ使えます。

がら、子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び
もサポートします。

■セット内容

マグネット

http://www.izumi-cosmo.co.jp/manaboard/
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視聴覚

音響システム

体育館音響設備
スピーカー・ミキサー
市場開発室 営業開発 1 課（教育市場担当）
〒 135-0042 東京都江東区木場 5-5-2 CN-1 ビル 2F
TEL:03-5621-5790 FAX:03-5621-5830

ＴＯＡ（株）

音の悩みを解決する『体育館音響システム』
■概要
「音がこもって聞こえづらい」
「すぐにキーンというハ
ウリングが起こる」といった体育館での音の悩みを解決
するシステムのご提案です。音の明瞭性を確保し、ハウ
リングを抑制。快適な体育館の空間音響を実現します。
■主な製品
①ラインアレイスピーカー [SR-T5]
②デジタルステレオミキサー [M-633D]
③デジタルステレオミキサー [M-864D]

■製品仕様

■特徴

●ラインアレイスピーカー

●ラインアレイスピーカーは、
不要な方向に音を出さず、

・￥220,000( 税抜 )

SR-T5

必要なエリアに的確に音を届けられるため、また距離

・750W/8 Ω

が離れても音が減衰しにくいために、体育館の音の明

・堅牢な防球構造を採用

瞭性を格段にアップさせます。

・ウーハー× 8 台、ツイーター× 24 台搭載。

●デジタルミキサーは、体育館の音響補正に最適な自動
音場補正機能「ARC 機能」
、ハウリング抑制機能「FBS

理想的なラインアレイ効果を発揮。
・ハイインピーダンス対応 ( 別売りトランス

機能」を搭載したものを選定。

使用 )

◆ ARC 機能：体育館などの残響が多く「ワーン」と
響いてはっきり聞こえない場所の音を自動補正する

●デジタルステレオミキサー

機能です。

・￥168,000( 税抜 )

◆ FBS 機能：ボタン１つで自動的にハウリングポイ

・ARC 機能、

ントを検出＆フィルターをかけ、ハウリングを抑制
する機能です。一度設定するとハウリング発生時に

M-633D

FBS 機能搭載。
・FBS 機能をモノラル入力 6ch 個別に搭載。6ch のハウ

自動でハウリングを抑制できます。

リング抑制を 1 台で実現。
・全ての機能を PC レスで設定できます。
●デジタルステレオミキサー

M-864D

・オープン価格
・ARC 機能、
FBS 機能搭載。
・FBS 機 能 を モ ノ
ラル入力 8ch 個別に搭載。8ch のハウリング抑制を 1
台で実現。
・PC で詳細な設定操作可能 ( 設定ソフトウェア付属 )

http://www.toa.co.jp
便覧 80

視聴覚

高音質スピーカー

ワイヤレススピーカー／
カスタムインストールスピーカー

DYNAUDIO JAPAN（株）

〒 104-0041 東京都中央区新富 1-16-12 新富アネックス 2F
TEL . 03-5542-3545 FAX . 03-3553-2441

スタジオ品質のスピーカーを学校に。

DYNAUDIO は設計から製造まで自社工場（デンマーク）で行っている、
世界屈指のハイエンドスピーカーメーカー。
当社のスピーカーは音楽ファン・オーディオファン垂
涎の高級スピーカーのみならず、録音スタジオなどプロ
の現場でも絶大な信頼を得ており、
BBC（英国国営放送）、
ＤＲ
（デンマーク放送）
、
ロンドン AirStdio ※などのリファ
レンスモニタースピーカーに選定され、10,000 を超え
る世界中の音楽スタジオ、フィルムスタジオ、日本のテ
レビ局などに導入されています。
カーオーディオにおいても、より高音質スピーカーの
要求に応じ、フォルクスワーゲン社と協同開発したプレ
ミアムサウンドシステムは、同社のハイグレードモデル

米国テネシー州の Paragon Studio

【学校導入事例】
●文化祭 ダンスパフォーマンス ( 某県立高校 ) ／小型ながら 230 Ｗ

に標準搭載されています。
※ビートルズの生みの親の、ジョージマーティン爵により設立され、欧州・ア
メリカの主だったポップ音楽や映画のサウンドトラックを生み出しています。

のハイパワーで満員の体育館でもパフォーマンスを発揮。
（左下）
●煩わしい配線が不要のため、短時間で準備（某大学付属高校）／
プロジェクターシステム用モニタースピーカーとしてワイヤレ
スのため、配線の難しい場所でも、電源さえ確保できれば、スピー

◎プレミアムサウンドを容易に手入れることが可能と

カーのレイアウトは自由自在。（右下）

なった画期的なワイヤレススピーカー「Xeo」
世界的なハイエンドブラ
ンドが、誰でも簡単に使え
るワイヤレススピーカーを
リリースしました。スピー
カーに先進的なデジタルア

【カスタムインストールスピーカー】

ンプ・DSP を内蔵。音源は

世界中の著名スタジオ

ワイヤレスで伝送するため、

で採用されているプロ

電源さえ繋げば、スピーカー

用スピーカーの性能を

は煩雑な配線がなく自由な

もつ、カスタムインス
トールスピーカーも用

レイアウトが可能です。高級なハイ

意。天井埋込が容易な

エンドオーディオに匹敵する音質を

シーリングタイプと壁

簡単に取り入れることがで可能です。

埋込タイプそれぞれ 2

音楽の授業、ダンスや英会話の授業に最適で、サイズは
3 種類、一番小型の Xeo2 は Bluetooth に対応しています。
必要な場所に移動して使用できるスピーカーでここまで簡
便で高音質のスピーカーは未だかつてありません。
（Xeo 特設 WEB）http://xeo.dynaudio.jp/
https://www.facebook.com/Xeo.DYNAUDIOJAPAN

http://dynaudio.jp/

種類用意されています。

2WAY シーリングスピーカー

2WAY 壁埋込型スピーカー

音質にこだわる音楽室、
講堂にこれまでと次元の異なる音響を作り上げることが可能です。
○ワイヤレススピーカー貸出
Xeo の音質・使い勝手を実際に校内でお試しできます。上記にご
相談ください。
○代理店募集中

お問い合せは当社までご連絡ください
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教育ICT

アクティブラーニング製品他

快適な学習環境をサポート

サンワサプライ（株）

岡山サプライセンター
〒 700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1
TEL.086-223-3311（代表） FAX.086-223-5123

https://www.sanwa.co.jp
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