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教育ICT
GIGA スクール構想対応

（株）フルノシステムズ

3RF対応アクセスポイントACERA1210

〒 130-0026
本社 　東京都墨田区両国 3-25-5 JEI 両国ビル
　　　TEL ： 03-5600-5111（代）

http://www.furunosystems.co.jp/product/

　「ACERAシリーズ」は、タブレット端末やノートPCなどの各
種ICT機器を無線接続して使うための無線LANアクセスポイ
ントです。3RF対応「ACERA 1210」は、ICT機器を用いた授業
を想定しています。大講義室や図書館、職員室など多台数
の端末を接続する広域環境でも快適な通信が可能。最新の
Wi-Fiセキュリティ規格（WPA3）に対応しているので通信の
安全性も高いです。

【主な特長】
　無線機を3台搭載することで2.4GHz、5GHz（W52/53）、
5GHz（W56）の合計3波の同時使用を実現。最大で381台
のタブレットやノートPC等の端末の無線接続が可能。
〇3RF対応。無線機は2台から3台へ
　2.4GHz帯（1台）、5GHz帯（2台）計3台の無線機を搭載。
　従来最大2波のACERAの無線環境が「2.4GHz」「5GHz
　（W52/53）」「5GHz（W56）」の計3波で同時使用が可能。
〇いっそう頼れる！通信容量アップ
　3RF対応により通信容量が大幅にアップ。動画活用、オン
　デマンド授業での活用など、教育現場における無線負荷
　の増大も、安心して利用できます。 
〇最大接続台数 381台＊1（従来比150％）
　2.4GHz、5GHz（W52/53）、5GHz（W56）の計3波それぞれ

に127台づつ合計381台の最大接続を実現。大講堂や図書
館等の大空間でもタブレットやPCの多台数接続が可能。 

【ACERA1210　採用のメリット】
●最新のWPA3対応でセキュリティ強化 
●最大接続台数381台※１

●3波間無線バンドステアリング機能 
●「00000JAPAN」＆防災Wi-Fi対応 
●無償5年保証。先出センドバック方式で故障時対応
　　※1 設計値であり、実用的な通信帯域を保証するものではありません。

＜UNIFAS連携で統合管理実現＞
最大3000台（注）までのアクセスポイントを統合管理できる無線ネッ
トワーク管理ツール「UNIFAS」。 UNIFAS+ACERAなら、管理者負担を
軽減しながら、高品質な無線ネットワークを実現。オンプレミスのほ
かクラウド環境でUNIFASをご利用いただけるサービスもあります。

（注）設計値であり、サーバ仕様、動作条件により制限される場合があります。
　　1,001台以上の管理は、別途ライセンス費用が必要です。

　●Windowsタブレット対応4K動画再生機能を備えた　
　動画対応無線LANアクセスポイント「ACERA1150w」
　

　●iPad画面を大型モニターに投影できる高品質動　　
　画対応アクセスポイント「ACERA 1150i」
　

3つの無線機を搭載した3RF対応 無線LANアクセスポイント「ACERA 1210」
　ーー「無線の通信量増大」「多台数＆安定接続」にまつわるさまざまな課題を3RFが解決ーー
　　　　　　　　　　※3RF（スリーアールエフ）とは、3つの周波数（RF：Radio Frequency）、3種類のWi-Fiを同時に利用できる仕様を意味します。

ACERA

Ａ小学校

Ｂ小学校

Ｃ小学校

Ｄ小学校

ＵＮＩFＡＳ

〇〇県△市

3,000台の
アクセスポイント
ＡＣＥＲＡを
一括統合管理

教室のデジタルTVや電子黒板、プロジェクタを接続し、タブレット
画面を高画質に写しだすことが可能。電子黒板からのＵＳＢ出
力をアクセスポイントに接続することで、タッチ操作やキー入力
をミラーリング中の手元のタブレット画面へ反映します。

高性能CPU搭載でストレスのないICT授業を実現。これまで、専用
セットトップボックスに加えて、iPad多台数同時接続を実現するた
めのアクセスポイントの両方が必要でしたが、「ミラーリング」と
iPadの多台数接続を、1台で実現します。
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〈特長〉
●長寿命　約 20000 時間のレーザー光源
　（MP-TW4011J）
青色レーザー光源を採用し、4200 ルーメンの明るさと、

約 20000 時間の長寿命を実現。描画サイズも 110 型ま

で拡張し、映像投写のみの場合は、最大 130 型の投写

が可能。また、冷却システムにヒートパイプを採用する

ことで、光源を効率よく冷却し、低騒音も実現した。

●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（MC-TW3506J の場合）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）

MP-TW4011J/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

レーザー光源 4200ルーメンの『MP-TW4011J』／ランプ光源 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。

※画像は MC-TW3506J

〈仕様〉MC-TW3506J
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

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

https://proj.maxell.co.jp/

〈仕様〉MP-TW4011J
明るさ：4200 ルーメン
解像度：WXGA
外形寸法：幅 506㎜×高さ 139㎜×奥行 424㎜
　　　　　（突起部含まず）
質量：約 7.8kg　消費電力：350w
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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

高輝度液晶レーザー光源プロジェクター
「ViewLight Ⓡ NP-P605ULJL/NP-P525ULJL」
高精細・高輝度などプロジェクターに必要な基本性能を

充実させ、使用環境やメンテナンスの手間の削減にも配

慮。授業の進行をスムーズにする機能を多数装備。

●授業中、ファンの音が気にならない静音設計

●明るい大きな教室でも見やすい 6000lm の高輝度※ 1

●密閉冷却構造によるフィルターレスやレーザー光源の

　採用でメンテナンスの手間・経費を軽減

●投写画面を調節し易いレンズシフト機構を搭載

●タブレットなどの画面をワイヤレスで投写が可能※ 2

●教室でも聞き取りやすい 20W スピーカ内蔵

学校内の情報を生徒や保護者へ発信できる
電子ポスターセット 「美映エル（ミハエル）」」
大きな画面のディスプレイと、キャスター付きスタンド

のセット。

●お知らせなどの情報が目に留まりやすい大きな画面

●キャスター付きスタンドで設置場所への移動が容易

● USB メモリや MicroSD メモリカードに画像を入れて

　ディスプレイのリモコンから画像を手軽に表示

●画像データのため、コンテンツ更新が容易

●既存の印刷物を画像化して利用でき低コスト

●ペーパーレスのため、紙のムダがなくエコ

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）

電子黒板・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

※ 1  NP-P605ULJL のみ。NP-P525ULJL は 5000lm になります。
※ 2「MultiPresenter」をダウンロード、インストールする必要があります。

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。
https://jpn.nec.com/bpc/school-ict/

NEC の文教向け映像ソリューション
NEC の電子黒板、静音設計液晶プロジェクター、電子ポスター

LCD-E651-T-STP

NP-P605ULJL/NP-P525ULJL

https://www.nec-display.com/jp/

50 型：LCD-C501-MP

【表示例】

・校内行事

・クラブ活動

・保護者会

・オープンキャンパス

　のお知らせ

・職員室・保健室から

　のお知らせ　など※横設置

　イメージ
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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
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/

OL

東京・千葉・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。
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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/

OL
「映像」をプラス。
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教育
スマートフォン等保管ボックス

（株）ダイケン

パーソナルボックス

本　　社　〒 532-0033　大阪市淀川区新高 2-7-13
　　　　　TEL:06-6392-5321　FAX:06-6397-8600
札幌支店　TEL:011-881-3121　東京支店　TEL:03-3633-6551
名古屋支店　TEL:0586-77-7561　大阪支店　TEL:06-6392-5556

（mm）　　　　　PLB100-2D

PLB240-3D

PLB100型施工イメージ

PLB100型収納イメージ ダイヤル錠を回して施解錠

https://www.daiken.ne.jp/

【特長】
〇鍵紛失のリスクが無い「ダイヤル錠（静音型）」を採用。

○錆にくく耐久性のあるステンレス製（SUS304）。

〇奥行と段数違いの 4 タイプをラインアップ。様々な組合せが可能。

【ラインアップ】
〇 PLB100-2D 型：段数 2 段・外寸 D100 × H300 × W200mm ※ 1

〇 PLB100-3D 型：段数 3 段・外寸 D100 × H450 × W200mm ※ 1

〇 PLB240-2D 型：段数 2 段・外寸 D240 × H300 × W200mm ※ 2

〇 PLB240-3D 型：段数 3 段・外寸 D240 × H450 × W200mm ※ 2

※ 1）1 ボックス内寸：D85 × H135 × W175mm

※ 2）1 ボックス内寸：D220 × H135 × W175mm

日中預かる個人小物等を安心・安全に管理可能！

生徒のスマートフォン管理に最適

PLB100-2D PLB240-3D

奥行100mmタイプ収納イメージ

奥行100mmタイプ施工イメージ
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教育ICT
大判インクジェットプリンタ

（株）ミマキエンジニアリング

UV インクジェットプリンタ

JP デモセンター
〒 141-0031　東京都品川区西五反田 7-22-17  TOC ビル 6 階
TEL：03-6371-2822  FAX：03-6371-2823

https://www.mimaki.com/company/

ポスター、シール作成に最適
カット機能付きロールtoロールUVインクジェットプリンタ

パッケージモックアップ、グッズ、木製パネル作成に最適
フラットベットUVインクジェットプリンタ

UCJV300-160
標準価格：298万円
最大印刷幅：1,610㎜

UCJV300-130
標準価格：268万円
最大印刷幅：1,361㎜

UCJV300-107
標準価格：238万円
最大印刷幅：1,090㎜

UCJV300-75
標準価格：218万円
最大印刷幅：800㎜

UJF-6042MkⅡ
標準価格：398万円
印刷範囲：A2サイズ

（W600㎜×D420㎜）

UJF-3042MkⅡ
標準価格：228万円
印刷範囲：A3サイズ

（W300㎜×D420㎜）

UJFSeries使用例

UCJVSeries使用例株式会社ミマキエンジニアリングは産業用インクジェットプリンタ
カッテングプロッタを独自開発し世界へ供給しています。

A3/A2サイズ×高さ153㎜までの
立体物にダイレクトプリント

スマホケース

ポスター

ラベル・ステッカー

ウインドウ装飾

カット機能搭載�

シール・ステッカーも
作成可能

Point
5層印刷で
裏表別の
表現が可能

パッケージ

アクリルパネル

積み木
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教育ICT/ 学校家具
教育施設製品

（株）西尾家具工芸社

教育空間ものづくり

■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


