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2020 年以降のデジタル教科書にも耐えられる無線 LAN
1 クラス分 40 台のタブレットを使った ICT 授業など試

みられていますが、今後、さらにデータ量・通信量は大

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

が同時に通信できる安定性と、端末ごとに偏りのない通

信制御に必要な機能や、広帯域を実現するトライバンド

対応など、先を見据えた機器選択が重要です。

「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、

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

うに速度を自動制御。端末ごとに無駄な待ち時間がなく

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

めることができます。

災害時に無線 LAN 解放が可能
総務省の 2016 年よりの「防災等に資する Wi-Fi 環境の

整備」補助事業に利用できる無線 LAN 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。

※ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」（別売）が必要です。

ICT 環境設備
校内無線ＬＡＮ環境

（株）バッファロー

Air Station Pro

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

7年
保守※

WAPM-2133TR WAPM-1750D
トライバンド 公平通信制御

公平通信制御 緊急時モード

DFS 障害回避

緊急時モード

大間町教育委員会様  事例より

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

（5年保証+2年保守）

http://buffalo.jp/biz/

屋内用 
（教室・廊下等）

屋外・耐環境
（体育館・校庭等）

※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-1266WDPR
DFS 障害回避

緊急時モード
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〈特長〉
●近距離から投写できる
超短投写型のため、スクリーンから本体前面まで約
27㎝で 80 型の大画面投写が可能。まぶしさや影を
低減でき、電子黒板機能も快適に使用できる。また、
天吊り※／壁面取り付け※に加え、縦置き※や卓上据
え置きなど、様々な設置が可能。省スペースで大画
面投写ができるため、場所を選ばず自由に設置する
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。

●鮮明な映像を表現
陰影感、精細感、光沢感を強調する「アクセンチュ
アライザー」と、照明や外光の影響で不鮮明になり
がちな映像の暗い部分を明るく色鮮やかに再現する

「HDCR（High Dynamic Contrast Range）」の２つの
独自の映像処理技術で教室などの明るい室内でも、
より鮮明でリアルな映像を投写できる。

視聴覚機器
プロジェクター

マクセル（株）

MC-TW3506J

〒 244-0003　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 5030 番地
TEL.0120-5470-60

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マクセルのプロジェクター

3700 ルーメンの『MC-TW3506J』

▼

＊ 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。

〈仕様〉
明るさ：3700 ルーメン
解像度：WXGA
外形寸法：幅377㎜×高さ136㎜
×奥行360㎜（突起部含まず）
質量：約4.5㎏　消費電力：380Ｗ

＊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。

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

初期ツールバー

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

http://proj.maxell.co.jp/

HDCR  OFF

HDCR  ON
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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

●電子黒板用ペンソフト「PenPlus for NEC」標準添付

静音設計で授業に集中　フィルターレス液晶プロジェクター
「ViewLight? NP-P525ULJL/P525WLJL」

集中力の妨げとなるファンノイズを抑えた静音設計や複

数端末とのワイヤレス接続＆画面切り替えなど、授業の

進行をスムーズにする機能を装備。

●独自の密閉冷却構造による静音設計（エコモード時 22dB）

●フィルターレスでメンテナンスの手間・経費を軽減

●投写画面の位置を調節可能なレンズシフト機構を搭載

●複数端末のマルチ画面表示や任意端末のフル画面表示

　が可能※

●教室でも聞き取りやすい 20W スピーカ内蔵

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 900 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

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/

視聴覚機器
電子黒板・デジタル情報スタンド

NECディスプレイ
ソリューションズ（株）

Brain Board®・プロジェクター

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

興 味 が 深 ま る 、わ か り や す い 授 業 へ
 NECの電子黒板　Brain BoardⓇ、静音設計液晶プロジェクター

LCD-E651-T-STP

NP-P525ULJL/NP-P525WLJL

※接続する PC、スマートフォン、タブレットに専用アプリケーション
　「MultiPresenter」をダウンロード、インストールする必要があります。

http://www.nec-display.com/jp/
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　「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

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。

教育ICT
アクティブラーニングボード

泉（株）

まなボード

東京支社
〒 141-0021　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

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

生徒の学び合いの
協働学習を支援。
だれでもカンタンにすぐ使えます。

マグネット

■セット内容
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教育ICT
プロジェクター取付金具

（株）青井黒板製作所

AOI-SPCM シリーズ

西日本　〒 530-0047　大阪市北区西天満 2-6-8 堂島ビルヂング 827 号
　　　　TEL：06（6809）2101　FAX：06（6311）7150
東日本　〒 165-0026　東京都中野区新井 1-1-5　
　　　　TEL：03（3387）6150　FAX：03（3387）6155
E-mail（共通） info.aoibb2@aoi-kokuban.com

http://www.aoikokuban.co.jp/

アオイは、教室の 化につきまして
トータルで全国対応致します。

宮城・東京・千葉・群馬・大阪にショールームがございます。実際に使用感をお試しいただき
ながら、既存教室のリニューアルや、新規設置などお気軽にご相談ください。

プロジェクター
スライドレール

提案 設計 施工 検査 保守

板書・映写対応
チョークボード
映るんグレーボード

プロジェクター取付金具

都立高校
全 教室に納入！

宮城県立高校全校に納入！
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教育ICT
映写・板書兼用ボード

（株）青井黒板製作所

映るんグレーボード・ナノホワイトボード

西日本　〒 530-0047　大阪市北区西天満 2-6-8 堂島ビルヂング 827 号
　　　　TEL：06（6809）2101　FAX：06（6311）7150
東日本　〒 165-0026　東京都中野区新井 1-1-5　
　　　　TEL：03（3387）6150　FAX：03（3387）6155
E-mail（共通） info.aoibb2@aoi-kokuban.com

http://www.aoikokuban.co.jp/

無料のカットサンプル（ホーロー製：無地／暗線入り）をご用意しております。
約縦 ×横 。御希望の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
認証規格 黒板
焼付けほうろう黒板・焼付け鋼製黒板
許可番号 （岐阜工場）

国土交通大臣許可（般 ）第 号
内装仕上工事業、電気通信工事業、電気工事業
国土交通大臣許可（般 ）第 号 建築工事業

登録証番号
登録証番号 （滋賀工場）

グリーン 映るんグレーボード

眩しさを抑えた
ホワイトボードはないの？

映写した文章に
チョークでの書き込みも

「まぶしさ」を抑え
目にもやさしい

映写しながら
チョークも使いたい！

従来のホワイトボード ナノホワイトボード

映るんグレーボード ナノホワイトボード

◎映写の色も正確に
従来の黒板では、色が黄ばんでしまい正確に再現でき
なかった淡い色彩を、明るく正確に映し出すことが出
来ます。
◎赤チョークの使用も可能
従来の黒板に比べ、赤チョークの見やすさがアップ。
◎消去性アップ
従来の製品に比べ、板書が軽く消しやすくなりました。

◎目が疲れにくい
目にやさしい「ライトグレー色」のため、目が疲れに
くい明度です。
◎映像が見やすい
従来のホワイトボードより低反射で眩しさ減。
プロジェクターを使用した授業にもオススメです。

板書・映写対応チョークボード 板書・映写対応マーカーボード
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〈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

　を実現し、太陽光が入るような明るい環境でも十分な

　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を実現。

　無音故に授業や会議用途に適す

●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・物影等の映り込みが無い。またプロジェクター

　のように投射をしているわけではないので、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

　する。対象者の視聴距離、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）、教育施設（講堂、視聴覚室）、公共施設、放

　送局、監視、ホテル、シアター等

〈仕様〉
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：46.5W( 標準 )、140W( 最大 )

ユニット重量：9.8Kg

スクリーン寿命：100,000H（輝度半減）

視聴覚機器
LED ディスプレイパネル

シリコンコア・テクノロジー（同）

高輝度・超高精細 LED
ディスプレイパネル

〒 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

110inch Full HD
 ( ユニット数 : 4x4 =16)

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

プロジェクターでもマルチモニターでもない新世代スクリーン。高輝度・超高精細LEDディスプレイパネル

「LAVENDER P1.2mmピッチLEDディスプレイ」
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

http://www.silicon-core.co.jp

中央：プロジェクター、両端 LED ディスプレイ
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視聴覚
高音質スピーカー

DYNAUDIO JAPAN（株）

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

〒 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

（ワイヤレススピーカー Xeo レンタルお問い合わせ）
on and on( 株 )　TEL . 03-3537-7761

http://dynaudio.jp/ （Xeo 特設 WEB）http://xeo.dynaudio.jp/
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視聴覚
高音質スピーカー

DYNAUDIO JAPAN（株）

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

〒 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

（ワイヤレススピーカーXeoレンタルお問い合わせ）
　on and on(株)　TEL . 03-3537-7761

DYNAUDIO のハイエンドスピーカーは音楽・英語授業からエクササイズなど
多用途に利用できる音響演出スピーカーです。

2

米国テネシー州の Paragon Studio

Blue tooth & Air play対応2018年7月発売の高音質スピーカー『Musicシリーズ』。

◎カスタムインストールスピーカー

　

　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、世界の名だたる録音
スタジオなどプロの現場でも絶大な信頼を得ており,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も導入されています。
　高音質が要求されるカーオーディオのプレミアムサウンドシステムをハイグレード
モデルに標準搭載、音楽や英語授業の他、体育館等広域でも電源のみで音響演出でき
るワイヤレスタイプ他、ハイエンドスピーカーをリーズナブルな価格で提供しております。

　世界中のスタジオで採用されてい

るプロ用スピーカーの性能をもつカ

スタムインストールスピーカーも用

意。天井埋込が容易なシーリングタ

イプと壁埋込タイプの2種類用意し

ています。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。

◎プレミアムサウンドが容易に手に入る
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を誰でも簡単に使える

ワイヤレススピーカーとしてリリースしました。スピ

ーカーに先進的なデジタルアンプ・DSPを内蔵。音源

はワイヤレス伝送なので、電源さえ繋げばスピーカー

は煩雑な配線はなく自由なレイアウトが可能です。　

　高級なハイエンドオー

ディオに匹敵する音質を

簡単に取り入れることが

で可能です。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Bluet

ooth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。　　　
2WAY シーリングスピーカー

2WAY 壁埋込型スピーカー

●文化祭　ダンスパフォーマンス(某県立高校)
小型ながらも230Ｗ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。(写真左)
●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、スピーカーのレ
イアウトは自由自在。(写真右)

【学校導入実績】

（Xeo特設WEB）http://xeo.dynaudio.jp/
                                      w.facebook.com/Xeo.DYNAUDIOJAPAN

レンタル
受付中

世界屈指の高品質スピーカーを学校環境へ。

ワイヤレススピーカー「Xeo」・音質・使い勝手を実際にお試しできます。電話にてご相談承ります。
・2泊3日　5,000円～（税別）　※送料別途
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教育ICT
スクリーン

（株）ケイアイシー

スーパーノヴァスクリーンシリーズ

〒 160-0022　東京都新宿区新宿 1-28-11
TEL：03-3357-4839

レイアウトやニーズに合わせて様々な仕様から選択。SupernovaTMスクリーンで迫力ある新しい映像を！

明るい空間でも スクリーンに鮮明な映像を映し出すdnp Supernova™ Screenシリーズ

http://kic-corp.co.jp/

dnp Supernova™ Screen　　シリーズは、環境光などの不要な光を吸収する「外光吸収構造」の採用により、プロ

ジェクターからの光を忠実に再現。従来のホワイトスクリーンのように、コントラストが損なわれる解決策として

天井照明を暗くする必要はありません。またハイコントラストでありながら、映像を長時間見ていても目が疲れに

くい特徴も持っています。今回は多様なラインナップの中から、教育現場向けとして巻き上げスクリーンをご紹介。

人数やスペースに最適な商品をお選びいただけます。

● dnp Supernova™ Flex Classic ECB
　( スーパーノヴァ フレックスクラシック ECB) 
赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備した電動巻上タイプのスクリーン。

電源線・操作線は端子台仕様なので、システム工事にも最適。規格以外の

サイズにもカスタマイズ可能です。（W:2612 × H:1469mm まで）

● dnp Supernova™ Flex ClassicMCB
　 ( スーパーノヴァ フレックスクラシック MCB)
プルコードで操作する手動巻き上げタイプのスクリーンのため、電源工事が

不要。未使用時はコードレスな見た目で、すっきりと収納できます。

dnp Supernova™ STE
超短焦点プロジェクター対応
ハイコントラストタイプ

dnp Supernova™ One
スタンダードボードタイプ

大画面でハイクオリティな映像をお届け

dnp Supernova™ One
スタンダードボードタイプ 

dnp Supernova™ Infinity
かスタム対応型パネルタイプ 

dnp Supernova™ STE
超短焦点プロジェクター対応

ハイコントラストタイプ 

上段：Supernova 23-23
中段：ホワイトスクリーン
下段：Supernova 08-85

投影光

環境光

最大25度
ブラックストライプ

反射層
(ホワイトまたはシルバー)

ハードコート表面
(2H)

透明層

後部保護部

>  レンチキュラーレンズ構造が上方向及び下方向からの常光を吸収
>   レンズピッチ 0.065mm (65ミクロン）+23Kレンズ＠1.5m（イメージ高さ）
>  一枚生地での最大高さ= 1.5m
　>  16:9 で最大120 インチ
　>  16:10 で最大112インチ

>  ２つのグレード
　>  23-23 高輝度版
　>  08-85 優れた均一性と発色

スクリーンの鮮やかなコントラスト「外光吸収構造」とは
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ＩＣ錠

＊本体スチール（オーダメイド）＋扉ＡＢＳ樹脂製

サイズ
デザイン等
オーダーメイド
対応！！

　現在のパーソナルロッカー方式は生徒様がロッカーを

購入され卒業時に持ち帰る方式でしたが、実態はほとん

ど持ち帰らず卒業時に処分されているのが現状です。

　また、進級の都度ロッカーを移動しこの処理に手間お

よびコストが掛かる問題がありました。

　そこで、弊社では独自開発のＩＣ錠を活用した、

　「パーソナルロッカーＩＣ錠オペレーションレンタル

方式」を開発致しました。

　この方式は、ＩＣカード（学生証と併用も可能）を生

徒様にレンタルし教室には、ＩＣ錠タイプのロッカーを

設置し、進級にともないＩＣカードを各ＢＯＸに登録し

使用していただくことで、ロッカーの移動の必要はなく、

卒業時のロッカーの処分も

発生しない無駄をなくすシステムです。

　ロッカーは、ＭＣプラロッカー本体・扉とも樹脂製

タイプ（サイズバリエーション全 12 種）とＭＣプラ金

ロッカー本体スチール（オーダーメイド）・扉樹脂製（サ

イズバリエーション全 12 種）をお客様の教室（環境）・

用途に対応し最適なロッカー（サイズ・デザインほか）

をご提案いたします。

　各種ロッカー（木製・スチール製等）の新規設計・製

作および既存ロッカーの修理・改造・補修・メンテナン

ス等低コストで対応致します。

ロッカー
プラスチックロッカー

（有）トータルロッカーサービス 

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

施設コスト
削減！！

ストップ・ザ・使い捨て！！
パーソナルロッカーＩＣ錠オペレーションレンタル方式

ＭＣロッカーにプラ金シリーズ誕生！　新発売！！

http://www.t-locker.co.jp
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教育ICT/ 学校家具
国産ヒノキ間伐集成材

（株）西尾家具工芸社

ウッディシリーズほか

■本社・大阪ショールーム 〒 550-0004　大阪市西区靭本町 2 丁目 3-8
 TEL. 06-6443-5555（代）　FAX. 06-6446-6300
■東京支店・東京ショールーム 〒 132-0033　東京都江戸川区東小松川 1 丁目 8-9
 TEL. 03-5662-5151（代）　FAX. 03-5662-5110
■福岡支店 〒 812-0892　福岡市博多区東那珂 3 丁目 1-8
 TEL. 092-475-0510（代）　FAX. 092-475-0520

http://www.nishio-jp.com

木の温もりに触れる。木の温もりに触れる。


