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教育ＩＣＴ
常設型最新電子黒板システム

（株）北島製作所

キタジマの電子黒板 ICTkatuyou シリーズ
本　　　社　〒 770-8012　徳島県徳島市大原町千代ヶ丸 104-1
　　　　　　TEL.088-662-1282( 代 )
大 阪 支 店 　〒 550-0006　大阪府大阪市西区江之子島 1 丁目 7 番 5 号
　　　　　　TEL.06-6441-5187( 代 )
岡山営業所　〒 700-0945  岡山県岡山市南区新保 1155-11
　　　　　　TEL.086-238-2697

http://www.kitajima-fa.co.jp/

■■キキタタジジママ電電子子黒黒板板  ＩＩＣＣＴＴ  kkaattuuyyoouuシシリリーーズズ

新新ししいい授授業業ののかかたたちちのの中中でで、、先先生生方方のの負負担担ををででききりりだだけけ軽軽減減すするるたためめにに、、使使いいややすすささをを考考ええてていいまますす。。

教壇に立つスペースが確保できます。見えやすい位置や外光の影響が少ない場所へ移動が可能です。
プロジェクターについては、使用毎の設定は不要です。又、左右に動かしても歪みの少ない映像が保持されます。

◆◆BBTT型型　　ププロロジジェェククタターーススラライイドドシシスステテムムホホワワイイトトボボーードドタタイイププ

●映写ボードとプロジェクターが一体式ので教室の端から端まで

　 左右にスライドできます。

●ホワイトボードは高さ1,200mmにも対応できます。（最大85インチ）

●板書は黒板へ、映写はホワイトボードへと分離させることで、

　映像を綺麗に写し、かつ黒板を広く使うことが可能です。

●ホワイトボードとしても利用可能です。

◆◆BBTT型型　　デディィススププレレイイ　　ススラライイドドシシスステテムム

●教室の端から端まで左右にスライドする為、映像が見えやすくなります。

●黒板の外側へもスライドするので、黒板の全面使用ができます。

◆◆MMSS型型　　ププロロジジェェククタターーススラライイドドシシスステテムムススククリリーーンンタタイイププ

●スクリーン　映写用のスクリーンを使用している為、

　 ホワイトボードや黒板に写すよりも、より鮮やかに写ります。

●左右可動式　スクリーン・プロジェクターのユニットが左右にスライドすることで

　各教科の授業内容に合わせて利用可能です。

●プロジェクターハンガー　様々なメーカーのプロジェクターを取付可能です。

●上下スライダー黒板にも対応可能です。

（黒板を昇降させて自由に位置が決められます。昇降幅は上下に約600mm）

全国各地との施工ネットワークがございます。

各エリアの代理店を通して販売を致します。　詳細は弊社までお問い合わせ下さい。

どどののシシチチュュエエーーシショョンンででもも曲曲面面黒黒板板にに沿沿っってて可可動動

ーー ももっっとと使使いいややすすいいををカカタタチチにに EEaassyy ttoo uussee mmoorree ーー

ＢＴ 型の場合

http://www.kitajima-fa.co.jp/
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視聴覚機器
電子黒板・デジタル情報スタンド

シャープ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・電子掲示板

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（土・日・祝日、その他特定日を除く）

通話無料：携帯電話からもご利用可能

https://www.sharp-nec-displays.com/jp/

レスで書き込みできるホワイトボード機能内蔵。
手早く書き込みでき、授業の進行をスムーズに

高精細な 表示対応の液晶パネル採用。
拡大しても文字や画像を見やすく表示

などマルチ ※のタッチパネル操作に対応。
接続する を直感的に操作することができます。

・ 型：
・ 型：

電子黒板

プロジェクター 集中力を妨げるファンノイズを抑制。メンテナンスの負担も軽減

インタラクティブホワイトボード

レーザー光源採用
静音設計 高輝度プロジェクター

・ （ ：
・ （ ：
・ （ ：

図書室や視聴覚室でも気にならない静音設計。
わずか の冷却ファンノイズ※

長寿命 レーザー光源採用・フィルタレスの防塵構造。
ランプ・フィルタ交換の手間と経費を削減

タブレット ・スマートフォンとワイヤレス接続が可能。
信号ケーブルの接続作業を軽減※できます

デジタル掲示板 生徒や保護者へのメッセージは、視線を集め伝わる映像で

表示対応
デジタル掲示板セット

・ 型：
・ 型：

直感的な操作で、コンテンツ制作と配信ができる
無償ソフトウェアを サイトでご提供。

コンテンツの配信方法は、設置場所に合わせて
「有線 」「無線 」「 メモリ」から選択可能※

デジタル掲示板に必要な機器をセット※でご提供。
スタイリッシュ＆スマートに設置ができます
※ディスプレイ、メディアプレーヤ－ボード、設置スタンド。

※最大 台同時接続可能、ネットワーク環境により最大台数は
異なります。

先生と生徒のコミュニケーションを活性化。学びの質を高める環境づくり

キャスター付きスタンドセットモデル

※エコモード設定時で の場合。
の同設定時は、 。

※無線 はオプション対応、 メモリは市販品をご用意ください。

※対応 は、 です。

先生の を大画面タッチパネルに。活気あふれる授業をサポート

「新型ウィルス感染症対策」の画像ファイルを で無償提供。メッセージ制作にぜひご活用ください

授業に

授業に

視聴覚室に

クラブ
活動に

発表会・
課題研究に

図書室に 視聴覚室に 発表会に

学内の行事・
活動の案内に

感染症対策の
注意喚起に

4K表示
対応

50型

43型

4K表示
対応
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教育ICT
映写・板書兼用ボード

（株）青井黒板製作所

アクティブホワイトウォール ®

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/

ーアクティブホワイトウォール®ー

映るんグレー黒板 映るんボード ナノホワイトボード
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H4   H1

AKS学校研究会

未来の学びを支える環境と校具  Vo l .2

ＩＣＴ環境とホワイトボード

多様な活動、ワクワクする学びを生み出す教育空間づくり。
一人で、グループで、みんな一緒に。
教室の前でも後ろでも、校舎の中も外も、地域とも世界とも。
映せる、書ける、貼れる、場をつくるホワイトボードは
ＩＣＴの力を活かし、学びの可能性を広げる。

2020年8月
https://www.aoikokuban.co.jp

発行：株式会社青井黒板製作所

写真提供：東京都立光明学園そよ風分教室 / 教えない放課後教室あびらぼ(安平町公営塾) / 青ヶ島村立青ヶ島小中学校 / 認定NPO法人カタリバ / 同志社中学校

海外のネイティブの先生や子どもたちと画面
を通じて会話。恥ずかしがらず相手の口元を
見ながら、積極的に、楽しく。

英会話の先生は海の向こう

画面でクラス全員と顔を合わせ、チャットで質
問・返答。座席配置に関係なくみんなが話し、
作品を見せ合い、意見に耳を傾ける。　

チャットで全員が発表

を通して、病院や家にいても教室にいるのと
同じに授業を受ける。いつもみんなと一緒。

ベッドサイドから授業に出席
離島の学校、小規模校など、遠隔地の学校
や地域、世界の子どもたちとの交流授業を
通し、新鮮な気づきを得て、考えを深める。

遠くの友だちと共に学ぶ

画面の向こうの友だちと情報を交換。授業で
は刺激し合い、自由時間は楽しくおしゃべり。
それぞれの学校時間が豊かに。

いつでもつながり合う

AKS学校研究会は、青井黒板製作所と教育環境研究所が社会の変化に対応した
教育と学校空間について研究する会です。
黒板・学校家具の開発と学校施設計画の専門家集団がコラボレーションして、
未来の学びを支える環境とそれを生み出す校具を提案していきます。

AKS学校研究会について

未来の学びを支える環境と校具  Vo l .3

校具が創り出す学びの場

対面で、端末画面を見ながら、一緒に調べ、話し合い、発表し、探究を深める。
一人で、ゆっくり考え、他の意見に耳を傾け、自分の考えを伝え、納得するまで追求する。
主体的な学びは、自由に活動できる場があって、より豊かになる。
それを創り出すのは様々な校具だ。
校具が学びを変え、学校を変え、いつか世界を変える。

AKSパンフレット2021_0609comp2.indd   1 2021/06/09   18:38

「映るんグレー黒板」「映るんグレー黒板」

「ナノホワイトボード」「ナノホワイトボード」

教育ICT
映写・板書兼用ボード

（株）青井黒板製作所

映るんグレー黒板・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/
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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

https://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


