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【特徴】
1. MirroView® による高い平滑性と鏡のような反射を

　実現

2. OS 搭載 android により様々なアプリ

　ケーションに対応※ 1

3. ディスプレイ光度 2000cd ※ 2

4. 1855 × 704 の大型サイズ※ 3

ディスプレイ OFF
全身鏡として周囲の空間がうつる。本体が鏡になってい

る為、設置しているだけで空間が広く演出。

ディスプレイ ON
サ イ ネ ー ジ と し て 様 々 な

シーンをうつす。

コンテンツを表示の際も、

ディスプレイの暗部（表示

部）は鏡のまま周囲の風景

を溶け込ました空間の中に

映像や情報を発信可能。 

ご活用イメージ
・学校のロビーに
運動会での動画再生、学校行事の案内、オープンスクー

ルの案内、コロナ対策の PR、卒業式イベントの案内、ミッ

ション系礼拝メニュー、学校平面図表示、施設案内、卒

業式動画再生、入学式サクラ画像。

・オフィスエントランスに
仕事のモニターに少し疲れを感じる時、ふと静謐な空間

に溶け込むミロビューサイネージから届く情報は、自然

な情報提供をもたらします。

・クリニック受付に     

クリニックの情報提供により、患者様のストレスを減らし

たり、全面鏡張りの解放感のあるクリニックを実現します。

4 つのこだわり
・鏡へのこだわり
日本板硝子の高反射ガラス「ミロ

ビュー」を採用。高い平滑性により、

鏡のような反射像を綺麗にうつし出

します。

・空間演出へのこだわり
空間に繋がる枠を出来る限り細くし

た狭ベゼル設計。鏡を通して映像を

見ても問題のない、2000cd の LED

モニターを搭載しています。

・使いやすさへのこだわり
Android OS・USB 端子・Wi-Fi を内

蔵しており、コンセントに挿せばす

ぐ使用が可能です。また、簡易に移

動することが出来るキャスターを装

備しています。

・安全へのこだわり
ミラーには、飛散防止フィルムを装着していますので、

万が一割れてしまっても、破片が飛び散る心配はありま

せん。キャスターストッパー（転倒防止キャップ）付。

うつる　うつす　とけこむ

視聴覚機器
ミラーサイネージ

日昌グラシス（株）

ミラーサイネージ

開発営業部
〒 103-0013　東京都中央区日本橋人形町 2-14-6
☎ 03-5640-2801　FAX03-3667-3655

https://nissho-g.co.jp/

OFF ON

※ 1  アプリケーションのインストール作業はお客様ご自身　

　　 での対応をお願いしております

※ 2   室内用サイネージの一般的光度 500cd ～ 700cd

※ 3  ディスプレイ表示部は 49 インチになります

ミラーサイネージ新発売
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< 概　要 >
　昨今の新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言

やまん延防止措置が発令する状況の中、学校においては

オンライン授業や動画配信等今までになかった授業形態

が求められている。またＧＩＧＡスクール構想を実現し

ていくことにより、大型提示装置、電子黒板はこれから

の授業に必要不可欠なものになってきている。当社は実

際に授業をされる先生方の負担をできるだけ軽減するた

めに、製品開発を進めており、様々なシチュエーション

や要望に応える商品を提供している。

◆ＭＳ型　プロジェクター　スライドシステム
　スクリーンタイプ
　プロジェク

ターが曲面黒

板のＲに沿っ

て可動するた

め、一度プロ

ジェクターの

セッティング

を行うとプロジェクターを左右に可動しても歪みの少ない映像

が保持される。普通教室のどのタイプの黒板でも設置が可能。

【品質特性】

●スクリーン　映写用のスクリーンを使用、ホワイトボードや

　黒板に映すより鮮やかに映る。また、スクリーンとして使用

　しない場合は収納することで黒板を広く活用できる。

●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。

●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

◆ＢＴ型　プロジェクター　スライドシステム
　ホワイトボードタイプ
　ホワイトボードが曲面黒板に沿って近い位置を移動する。

【品質特性】

●既存黒板

　に取付可

　能

●映写ボードとプロジェクターが一体式で教室の端から端ま

　で左右にスライドする

●従来品よりもボードが黒板面二近いため、教壇に立つスペー

　スが作れる

●ボードとプロジェクターが一体式なので、一度プロジェクター

　の設定をすると使用ごとの設定は不要

●ホワイトボードは高さ 1200mm にも対応できる ( 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

映像を綺麗に映し、かつ黒板を広く使うことが可能

●プロジェクターを使用しない授業では補助ホワイトボードと

　して利用可能

●黒板曲面に沿って可動するため、見えやすい位置や外光の影

響が少ない位置に移動することができる

◆ＢＴ型　ディスプレイ　スライドシステム　

【品質特性】

●既存黒板に取付可能

●教室の端から端まで左右にスライドするため映像が見えやすい

●ディスプレイが黒板に近いため、教卓との間にスペースが取

　れるので説明や通行の邪魔にならない

●黒板の外側へもスライドするので、黒板も全面使用できる

●黒板曲面に沿って可動するため、見えやすい位置や外光の影

響が少ない位置に移動することができる

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

豊かな感性が育まれる空間を創造する
キタジマ電子黒板ＩＣＴ katuyou シリーズ

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

スクリーンスライド装置

プロジェクター

スイッチャー

掲示板

デュアルホワイトボード ( 可動 )

掲示板

プロジェクター
スライド装置

スクリーンスライド装置
巻取スクリーン

プロジェクター上下レール、ケーブルガイド、
ケーブルキャリアは含みます。（　　　　　　）
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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：携帯電話からでもご利用可能

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

先生のPCを大画面タッチパネルPCに。 活気あふれる授業をサポート

● PC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、授業の進行がスムーズに

● 高精細な4K表示対応の液晶パネルを採用。

拡大しても文字や画像を見やすく表示

● Chrome OSなどマルチOS※のタッチ操作に対応。

接続するPCを直感的に操作することができます

※：Chrome OS/Windows/macOS

・75型：LCD-CB752
・65型：LCD-CB652

電子黒板

授業で

発表や
課題研究で

※キャスター付きスタンドはオプションです。

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

・6000ｌｍ（WUXGA)：NP-P605ULJL
・5000ｌｍ（WUXGA)：NP-P525ULJL
・5000ｌｍ（WXGA)  ：NP-P525WLJL

図書室で 視聴覚室で

● 図書室でも気にならない。わずか19dbの冷却ファンノイズ※1

● ランプとフィルタの交換不要。メンテナンスの負担を軽減

● タブレットPCとワイヤレス接続が可能。

ケーブル接続の手間を軽減※2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、視線を集める映像で

4K表示対応

デジタル掲示板セット

授業で

・50型：LCD-ME501-SDM
・43型：LCD-ME431-SDM

学内の行事 ･
活動の案内で

感染症対策･
注意喚起で

● 直感的な操作で、メッセージ作成とスケジュール設定が可能※1

● メッセージの配信方法は、設置場所に合わせて選択可能※2

● デジタル掲示板に必要な機器をセットでご提供※3

「新型ウィルス感染症対策」の画像ファイルを
Webにて無償提供中。

メッセージ制作にぜひご活用ください

4K表示
対応

4K表示
対応

視聴覚室で

クラブ
活動で

発表会で

50型

※1：専用ソフトウェアを無償ダウンロードにて提供。
※2：有線LAN、無線LAN(オプション対応）、USBメモリ（非添付）から選択。
※3：ディスプレイ、メディアプレーヤ－ボード、設置スタンドの3点セット。

※1：エコモード設定時でNP-P605ULJLの場合。
NP-P525ULJL/P525WLJLの同設定時は、22ｄｂ。

※2：最大16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。

43型

先生と生徒のコミュニケーションを活性化し、学びの質を高める学校の環境づくりを

先生と生徒のコミュニケーションを活性化し、学びの質を高める学校の環境づくりを
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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
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オール ®

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/
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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

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/
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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。


