
ハードウェア

アプリケーション

■遠隔授業支援ソリューション 
■校内ネットワークソリューション

教育セミナーinおかやま第3回
2019年度情報教育対応教員研修全国セミナー

－芽生える学び・つながる未来－

出展企業常設ブース紹介
日本電気株式会社

■低価格 PC 
■Microsoft/Google クラウドサービス

ハードウェア

アプリケーション

ダイワボウ情報システム株式会社

ハードウェア

アプリケーション

株式会社内田洋行
■PC二要素認証■ネットワーク間でのデータ移送システム
■インターネット分離ソリューション

ハードウェア

アプリケーション

株式会社ソリトンシステムズ

■スズキ校務シリーズ■キューブきっず  ver6　　
■ぴたっと！プログラミング  他

教育コンテンツ

スズキ教育ソフト株式会社
■SKYMENU Pro ■SKYMENU Class 
■SKYSEA Client View 

教育コンテンツ

アプリケーション

ハードウェア

アプリケーション

株式会社バッファロー
■タブレット収納庫■タブレットケース
■HDMI エクステンダー  他

ハードウェア

サンワサプライ株式会社

■学校グループウェア「ミライム」ハードウェア

アプリケーション

株式会社ミライム
■デジタル教科書■デジタル教材
■問題データベース■タブレットドリル  他

教材コンテンツ

教育ソフトウェエア

東京書籍株式会社

■ジャストスマイル８　■ジャストジャンプ８　
■ジャストスマイル ドリル  他

教材コンテンツ

教育ソフトウェエア

株式会社ジャストシステム
■Chromebook を使用した授業支援システムハードウェア

アプリケーション

チエル株式会社

■G-COS（ジーコス）
■教育 ICT 活用リーダー養成オンラインセミナー

G-Suite 研修
プログラム

イーディーエル株式会社
■高速インクジェットプリンタ　ORPHIS FW5230
■学習支援ツール  よみとき新聞ワークシート

ハードウェア

アプリケーション

理想科学工業株式会社

■電解水生成装置：WOX-40WA-HS
■キューブアイスメーカー：IM-35M-1

環境機器 他

ホシザキ中国株式会社
■発達障害の子どものための学習デスク
■指をつめても大丈夫なやさしい扉

学習机  他

株式会社横山工房

■授業でのタブレット端末活用の為のハードウェア
■ロジテックパソコン■次亜塩素酸水  他

ハードウェア

エレコム株式会社
■学習支援クラウドサービス「リアテンダント」アプリケーション

大日本印刷株式会社

■「AI 型タブレット教材 Qubena（キュビナ）」アプリケーション

株式会社 COMPASS
■耐衝撃・防塵　文教向け 2in1 タブレットハードウェア

アプリケーション

株式会社マウスコンピューター

■高精度教育ビッグデータを活用した単語学習アプリケーション『マイクロステップ・スタディ』
■子どもの SOS を見逃さない日常的な心理尺度取得システム『こころの体温計』

ハードウェア

アプリケーション■保・幼・認定こども園の業務支援システム「CoDMON（コドモン）」アプリケーション

主催  株式会社ベネッセコーポレーション　
共催  株式会社コドモン

■公会計対応　学校徴収金システムアプリケーション

株式会社鳥取県情報センター
■iPad ■Macbook■Sphero SPRK+■Sphero BOLT
■iOS ソリューションの紹介

ハードウェア

アプリケーション

SB C＆S 株式会社

■Lenovo300e Chromebook■Lenovo500e Chromebook
■Thinkpad X1 Carbon2019■Lenovo D330　他

ハードウェア

レノボジャパン株式会社
■電子黒板■教育用ディスプレイスタンド
■書画カメラ　他

ハードウェア

株式会社プローバ

■学研 ICT 教材アプリケーション

株式会社学研プラス
■プロジェクター Educational Solution モデル
■小学校向け電子辞書■TV-BOX（電子辞書投映装置）  他

ハードウェア

カシオ計算機株式会社

■インタラクティブ画像伝送対応 AP
■学校環境用無線 LAN AP■校内デジタル AV 放送システム  他

ハードウェア

アプリケーション

サイレックス・テクノロジー株式会社
■English 4skills （イングリッシュ フォースキルズ） アプリケーション

株式会社NTTドコモ

アプリケーション

ＪＲ四国コムウェア

※順不同

■Enterprize SD-LAN Hardware　「Aerohive」■MDMサービス「Optimal Biz」
■コンテンツ配信システム「Edumall」新バージョン ■プログラミング教材「LEGO」

■多大数接続　無線アクセスポイント
■ネットワーク一括監視ソフト■磁器データ消去装置

会場案内マップは裏面を参照ください。
出展企業ブース、セミナー会場

■ホームページ作成ソフト「ふれあい通信 TE」
■マルチＯＳ対応、協働・交流学習ソフト「コラボノートEX」

岡山大学  実践データサイエンスセンター（仮称）

Sky株式会社
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12日14：30～
事例紹介とワークショップは
講演会場のレイアウトを変えて
行います。
本MAPとは会場配置図が異なり
ます。
あらかじめご了承ください。

受付にて参加書をご提示ください。
お手続きがスムーズです。
参加書をお忘れの方は、当日受付
にて、再度ご記入いただきます。
あらかじめご了承ください。
※参加書は、お申込みの際、メールにて
返信しております。

セミナーのお席には限りがござい
ます。予約のお客様が優先となり
ますので事前予約をお勧めします。
当日キャンセルが出た場合は、
先着順とさせていただきます。

＜お願い＞
講演会場はすべて自由席となって
おります。
席は、お待ちの方から順に、前から
詰めてお掛けいただけますよう、
お願い申し上げます。

インフォメーション

教育セミナーinおかやま第3回
2019年度情報教育対応教員研修全国セミナー

－芽生える学び・つながる未来－

セミナー会場MAP

教育セミナーinおかやま第3回
2019年度情報教育対応教員研修全国セミナー

－芽生える学び・つながる未来－

講演会場

セミナー A セミナーB

IN IN

受付

出展企業ブース

出展企業ブース

出展企業ブース

セミナー・体験ゾーン
＜ブース№S＞

講演・セミナーゾーン

ホワイエ
ハードウェアゾーン

<ブース№T>

出展企業ブース S

出展企業ブース T

各ブースにて、アプリケーショ
ンの実演や説明、実際に商品
に触れて体験いただけます。
ご質問、ご相談も随時承って
おります。お気軽にお声がけ
ください。
予約不要です。

製品に関するご質問、ご相談
を随時承っております。お気
軽にお声がけください。
予約不要です。
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