
ハードウェア ■Dynabook K50
■Dynabook K60

Dynabook 株式会社
■文教関連商品
■アフターGIGA 関連商品

ハードウェア

サンワサプライ株式会社

ハードウェア ■ASUS Chromebook Detachable CZ1 ■ASUS Chromebook 
Detachable CM3 ■ASUS Chromebook Flip C214

ASUS JAPAN 株式会社
■Chromebook 関連製品  ■無線LAN最適化
■デジタル教材

アプリケーション

チエル株式会社

ハードウェア

エレコム株式会社
■シスコビデオ端末DeskPro  ■Meraki 製品
■Webex  ■umbrella  ■Meraki

ハードウェア

アプリケーション

ハードウェア

アプリケーション

シスコシステムズ合同会社

■出退勤管理システム  ■体調管理システム
■備品管理システム  ■学校図書館システム

アプリケーション

OEC株式会社
■文教向け Chromebook
　R753T-A14N / R752T-G2 / C722-H14N

ハードウェア

ハードウェア

アプリケーション

株式会社フルノシステムズ
■レノボ・デバイスの展示
■みんなでプログラミング（コンテンツ教材）

レノボジャパン合同会社

■クラスルームプリンタの紹介  Color Multiwriter4F150
■学習eポータル「OPE」の紹介

ハードウェア

アプリケーション

日本電気株式会社
■新規無線ネットワーク＋増強  ■遠隔授業を簡単に「ATEM Mini」
■アフター GIGAおすすめサプライ製品 ■プログラミング　ドローン等

ハードウェア

その 他

株式会社バッファロー

■らくらくコレット（給食費管理・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
ハードウェア

アプリケーション 他

ダイワボウ情報システム株式会社

■学習者用 /指導者用デジタル教科書（国語・英語）
光村図書出版株式会社

■65 型 TV  ■VlogCAM  ■Edge Analytics
■空間再現ディスプレイ  ■ライブストリーミング BOX

ハードウェア

株式会社プローバ

■コラボノートEX（協働学習支援ツール）
■ふれあい通信 TeamEdition（ホームページ更新ツール）

アプリケーション

株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア
■インクルーシブ電子黒板「MIRAI TOUCH」ハードウェア

さつき株式会社

■小中学校向け学習クラウド「スマイルネクスト」アプリケーション

株式会社ジャストシステム
■学習活動端末支援Webシステム SKYMENU Cloud
■学習活動ソフトウェア SKYMENU Class

アプリケーション

Ｓｋｙ株式会社

■辞書アプリDONGRI
■音読トレーナーQulmee

アプリケーション

アプリケーション

イースト株式会社
■指導用・学習者用デジタル教科書  ■マチアルキ
■問題データベースタブレットドリル   ■情報モラル等

アプリケーション

東京書籍株式会社

■超単焦点プロジェクタ
■ウルトラワイドプロジェクタ「ワイード」

ハードウェア■統合型校務支援システム　「スズキ校務シリーズ」
■教育クラウドサービス　「edu-cube」

アプリケーション

■オンライン配信ソリューション「GV-LSBOX」
■ハイブリッド学習支援システムサーバー「ラーニングスケルトン AI BOX」

ハードウェア

株式会社アイ・オー・データ機器
■学校用グループウェア　ミライムアプリケーション

株式会社ミライム

スズキ教育ソフト株式会社

■ICT 支援員 / ヘルプデスク業務その他

株式会社ラインズオカヤマ
■NetAttest EPS：無線 LAN認証
■SmartOn ID：二要素認証（顔認証） 

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

■Google Workspace for Education 活用トレーニング 
■G-COS / 10X 授業デザインセミナー 

その他

イーディーエル株式会社

■Webフィルタリングソリューション
■i-FILTER@Cloud GIGA スクール版

アプリケーション

デジタルアーツ株式会社

■DQWorldアプリケーション

株式会社サイバーフェリックス

■アクティブラーニング什器   ■電子黒板
■授業支援ソフト

ハードウェア

株式会社ガイアエデュケーション
■学校向け　学習 eポータル「L-Gate」
■教育コンテンツ配信サービス「Edumall」

アプリケーション

株式会社内田洋行

アプリケーション

ブリタニカ・ジャパン株式会社

■タブレット端末向け各種アクセサリー
■ネットワーク機器  ■コロナ対策品

■高品質Wi-Fi6 アクセスポイント
■無線ネットワーク管理クラウドサービス

会場案内マップは裏面を参照ください。

■スクールエディション
■教材、教具

株式会社サカワ

日本エイサー株式会社

出展企業常設ブース紹介 ※順不同

教育セミナーinおかやま第５回

■動画ライブラリ (Google Workspace for Education / Microsoft 365 Education)
■iPad（第 9世代）■Apple Care for Enterprise （GIGA特別後付けプラン）
■その他  ■各カテゴリーソリューション

R

ブース№ S-12

ブース№ S-15

ブース№S-13

ブース№ F-4

ブース№ S-14

ブース№F-7

ブース№F-2

ブース№ S-11

ブース№ S-21

ブース№F-6

ブース№ S-3

ブース№ F-5

ブース№ S-5

ブース№S-4

ブース№ S-10

ブース№ S-17

ブース№S-18

ブース№ S-16

ブース№S-22

ブース№ S-20

ブース№ F-1

ブース№ S-8

ブース№ S-9

ブース№S-7

ブース№S-6

ブース№ S-1

ブース№ S-2

ブース№ F-3

ブース№ F-8

ブース№S-19

アクティブラーニングゾーン



F-1   株式会社サカワ
F-2   さつき株式会社
F-3   株式会社アイ・オー・データ機器
F-4   株式会社バッファロー
F-5   エレコム株式会社
F-6  サンワサプライ株式会社
F-7  株式会社プローバ
F-8   株式会社ラインズオカヤマ
　     イーディーエル株式会社

S-1    株式会社内田洋行
S-2    ブリタニカ・ジャパン株式会社
S-3   チエル株式会社
S-4    株式会社フルノシステムズ
S-5    OEC株式会社
S-6    デジタルアーツ株式会社
S-7    株式会社ソリトンシステムズ
S-8    株式会社ミライム
S-9   スズキ教育ソフト株式会社

S-10   日本電気株式会社
S-11    Ｓｋｙ株式会社
S-12    ASUS JAPAN株式会社
　　    Dynabook株式会社
S-13   レノボジャパン合同会社
S-14   ダイワボウ情報システム株式会社
S-15   シスコシステムズ合同会社
　　    日本エイサー株式会社
S-16    株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア

S-17   株式会社鳥取県情報センター
S-18   光村図書出版株式会社
S-19    株式会社サイバーフェリックス
S-20   イースト株式会社
S-21   東京書籍株式会社
S-22   株式会社ジャストシステム

アクティブラーニングゾーン
　　    株式会社ガイアエデュケーション

出展企業

＜お願い＞
講演会場はすべて自由席となっております。
席は、前から順に詰めてお掛けください。

インフォメーション

セミナー会場MAP

未来ホールエリア
＜ブース№S＞
ソフトウェア
ハードウェアゾーン

講演・セミナーゾーン

ホワイエエリア
<ブース№F>
ハードウェア
その他サービスゾーン

出展企業ブース S

出展企業ブース F

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。

ハードウェアの体感や、その
他、サービスの説明を行って
おります。
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。

講演会場

IN

受付

出展企業ブース

出展企業ブース

出展企業ブース

EXIT EXIT * 当日のレイアウトと異なる場合がございます。予めご了承ください。

IN

教育セミナーinおかやま第５回

ポスターセッション

高校生
毎日がワクワク！

私たちの「一人一台」がやってきた！

11 月

27
［SAT］

日

１３：３０ー１５：０５

アクティブ
ラーニング
ゾーン

S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2

S-21

S-19

S-22

S-20

S-1

F-4 F-3 F-2 F-1

F-8 F-7 F-6 F-5

S-10 S-11 S-12 S-13 S-14 S-15 S-16

S-8

S-9

S-18

S-17

11月27日 13:30-15:05
高校生ポスターセッション会 場
(こちらの扉は通り抜けできません)

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。
感染症対策のため、定員を超えた場合、
聴講いただけません。尚、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。

受付にて参加書をご提示ください。
お忘れの方は、再度ご記入をお願いし
ます。
※参加書は、お申込み方法に順次て返
信しております。

■オンライン配信ソリューション「GV-LSBOX」
■ハイブリッド学習支援システムサーバー「ラーニングスケルトン AI BOX」


