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iOSコンソーシアム文教WG ソリューションカタログ2016 編集に寄せて
一般社団法人iOSコンソーシアム 文教ワーキンググループは、2013年6月に発足した、教育
分野のiOS(iPadやiPhone等)の活用促進を目指す組織です。発足した2013年頃は、iPad等を
活用した教育改善の事例が出始めた頃で、多くの企業が教育分野に注目してはいたものの、
「教育にICTを活用する目的」があまり共有されていない状況でした。
そこでワーキンググループでは、ICTに関心のある先生とiOSコンソーシアム会員企業が、  
同じ場所で好事例や課題を共有し、相互理解を深め合う「月例勉強会」を進めてきました。
その中で学校から課題として聞かれたのが「どこからICT化に手をつけて良いか分からな
い」という声でした。ICTに必ずしも詳しくない学校にとっては、目的にあった製品をどう
探すか、どんな製品があるかの情報収集が難しい場合があったのです。今回のソリューショ
ンカタログはそうした「現場の先生」の要望をもとに、会社を横断し、教育関連製品を分野
別にまとめたものです。
本カタログが現場の課題解決や、生徒児童・学生の可能性を広げる一助となれば幸いです。

2016年3月　iOSコンソーシアム 文教ワーキンググループ　座長 
野本　竜哉
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教育用ソフトウェア

対応製品： 価格：

iOS Consortium Solution Catalogue for Education 4

小中高校向けｅポートフォリオシステム まなBOX
iOS/Safari,  Windows/Chrome

学びのポートフォリオ × 教えのポートフォリオ

株式会社 NSD

要お見積り

URL : http://www.nsd.co.jp/package/mana-box.html
MAIL : epf@nsd.co.jp TEL : 06-6442-1304

【主な特徴】
• 学習カリキュラムの登録
• 評価規準、評価基準の設定
• レポートファイル、画像、動画の提出
• 日記（振り返り日記、観察日記など）の登録
• オンラインディスカッションの記録
• 確認テスト、アンケートの作成・集計
• 学習教材の配布
• 保護者への公開
• 評価（点数、観点別、コメントなど）登録
• 学習カリキュラムの共有（教員間）
• 学習成果の公開

【サービスの概要】
まなBOXは、小中高校を対象とした簡単かつ使い
やすいクラウドベースのeポートフォリオシステム
です。

児童生徒の学びの過程（学習カリキュラム、学習
成果物、評価）を体系的に経年にわたって保存し
ながら一人ひとりの成長の見える化を実現すると
同時に、能動的で自立した学習者の育成をサポー
トします。

また、Webベースのサービスなので、インター
ネット環境があれば、校内・校外など学びの場を
選びません。



教育用ソフトウェア

対応製品： 価格：
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たよれーる　どこでもキャビネット
iPad / iPad mini / windowsタブレット

【サービス概要】
どこでもキャビネットは、インターネットが接続さ
れている環境であれば、いつでもどこでもファイル
共有ができるオンラインストレージサービスです。

いつでもどこでも利用できる、マルチデバイス対応のオンラインストレージサービス
【iOS版アプリケーションをご用意】
PCや複合機で登録したファイルをiPad・iPhoneで
参照できます。また、スマートデバイスで撮影した
写真のアップロードも可能です。

【安心の管理・セキュリティ機能】
法人向けならではの管理機能やセキュリティ機能を
備えているので、安心してご利用いただけます。

株式会社　大塚商会
〒103-8573  東京都千代田区飯田橋2-18-4

月額3,000円～

URL:http://www.otsuka-shokai.co.jp/
E-mail:Kanbun-h@otsuka-shokai.co.jp 03-3514-7521

iOS端末に
データを
残さない

パスワード
有効期限

アクセス権限

管理者
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対応製品： 価格：

iOS Consortium Solution Catalogue for Education 6

OPTiM cafe
iPad / iPad mini / iPhone / iPod touch/Mac/Android/Windows

【OPTiM Cafeとは】
主催者が会議番号を発行し、参加者はブラウザー
上で会議番号を入力するだけの簡単操作で画面
共有が開始できるシンプルコラボレーションサー
ビスです。

利用開始までの複雑な手順をすべて省き、思い
立ったらすぐに、手元のタブレットやパソコン
上の資料をリアルタイムで共有できます。

マルチデバイス・マルチOS対応なので、ブラウ
ザーさえあれば、最大10名まで利用可能です。

Web会議よりも簡単！シンプルコラボレーションサービス
【ご利用イメージ】
教室でのグループワークの場面では、手元の端末
にある資料や画面イメージを手軽に共有できます。
プロジェクターを用意しなくても、グラフや図を
用いたプレゼンテーションも可能！議論が活性化
することにより、更なる学習の深まりも期待でき
ます。

職員会議の場面でも、思いついたらすぐ、簡単に
画面共有が開始できます。面倒な資料の準備が不
要なので、ちょっとした周知事項や情報共有にも
最適です。また、ペーパレスなので、環境への配
慮も万全です。

弊社までお問い合わせください。

株式会社オプティム

URL : http:// www.optim.co.jp/biz/cafe
MAIL : info@optim.co.jp TEL :03-6435-8567

番号は
「123-456」です

発行された番号を
ブラウザーから入力するだけで
コラボレーション開始！



教育用ソフトウェア

対応製品： 価格：

iOS Consortium Solution Catalogue for Education 7

ハイブリッド黒板アプリ「Kocri（コクリ）」
iPad / iPad mini / iPhone / iPod touch

＜特長＞
Kocri（コクリ）は、黒板と電子黒板のイイところを兼ね備
えたアプリです。このアプリを入れると、端末からプロジ
ェクターを使って、黒板に画像や線を一瞬で映せます。PC
を起動する時間もいらず準備が簡単なのが特徴です。ま
た、黒板に操作部分などの余計な画面が映らないように設
計しており、授業に必要な映像だけを表示させます。先生
は黒板に図や写真を映し、その上にこれまで通りチョーク
で書き込みを行いながら授業を進めます。
「カメラ機能」を使うことで実物投影機の代わりにもなり
ます。

＜実績＞
発売から半年で7,000ダウンロードを突破！
公立小中高校、私立小中高校に多数導入

黒板を電子黒板化するアプリ
＜機能＞
シーン機能
黒板に投影した画像の切り替えが瞬時にでき、 
資料提示の手間が軽減できます。
カメラ機能
机間巡視しながら、生徒の回答もすぐに写せます。
黒板で見やすくする「白黒反転撮影」も便利です。
ファイル表示
画像や動画、PDFファイルなどを表示可能。
拡大縮小・移動なども手元で行えます。
ガイド表示
板書に便利な暗線や図形を黒板に表示できます。

＜必要な機材＞
iOS端末,プロジェクター,Apple TV

株式会社サカワ

DL無料 (月額600円、年額6,000円)

URL : http://www.sakawa.net/
MAIL : web_info@sakawa.net TEL : 089-966-5566

Kocriの無料ダウンロードはこちらから

mailto:web_info@sakawa.net
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iOS Consortium Solution Catalogue for Education 8

　　　　　 （スタディリンクス）
（PC：Windows 7以上　タブレット：iOS 7以上/Windows 7以上）

学習指導
（Ｚ会 TestEditorPLUS)

　先生が使用するテスト作成機能に加えて、採点集
計機能も完備。WEB経由で生徒端末に配信するだ
けでなく、印刷して配布することも可能です。
　また、英語教科書『NEW TREASURE』をはじめ
とした充実のＺ会コンテンツを自由に利用できるだ
けでなく、先生
オリジナルの問
題を作成するこ
ともできます。

教室＋職員室＋自宅を結ぶ　次世代型学習支援サービス
個別成績管理
（生徒カルテ）

　Ｚ会×河合塾主催の模試はもちろん他社の模試
データや校内成績、e-learningの結果を統合して管
理・閲覧が可能です。
　成績データと進路情報、面談履歴などを統合管理
することで生徒一
人ひとりにとって
最適な質の高い進
路指導と面談を実
現します。

校務支援

　先生方のスケジュール管理や、出欠管理※、校内の
情報共有や連絡など、多忙な先生方の日常業務をサ
ポートするさまざまな校務支援機能もご用意してい
ます。先生方のご要望に応じて今後、順次整備して
まいります。

※出欠管理機能は、
今後リリース予定
です。

株式会社Ｚ会

基本機能無料（有料機能有）

URL : https://www.zkai.co.jp/home/teacher/studylinkz.html
TEL : 03-5296-2830（Z会営業部）　受付時間 : 月～金　9:00～17:30（祝日・年末年始を除く）

NEW TREASURE
Digital Textbook
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（エドモド）
Webブラウザ（Chrome推奨）、アプリ（iOS,Android,Windows）

　パソコンかスマホがあれば利用できるEdmodo
は、とても手軽で効果的なICTツールです。
　先生から生徒・保護者に対して、いつでも簡単に
メッセージや資料の配信ができるため、情報の伝達
にかける時間が短縮されます。また、生徒に対して
は簡単なテストやアンケートの配信も可能です。

先生・生徒・保護者をつなぐ、学校向けSNS・学習プラットフォーム

株式会社Ｚ会

基本機能無料（有料機能有）

手軽で効果的なICTツール 学習コンテンツの共有・取得
　Edmodoでのやり取りは、先生が作成するグ
ループ内で行われます。参加するメンバーも先生
が自由に指定できるため、安心安全に利用する
ことができます。
　グループの下層には、さらにメンバーを限定し
た小グループの作成も可能です。メンバーそれぞ
れに必要な働きかけを、効率的に行うことがで
きます。

安心安全・便利なグループ機能

無料で今すぐにご利用いただけます。
https://www.edmodo.com/

　Edmodoでは、さまざまな形式のファイルを保存
することができます。作成したテストやワークシー
トを先生どうしで簡単に共有することができます。
　また、Edmodo内のコンテンツストアや、
学校を越えて先生が交流するコミュニティでも、教
科や目的に応じたさまざまな学習コンテンツの取得
が可能です。

TEL : 03-5296-2830（Z会営業部）　
受付時間 : 月～金　9:00～17:30（祝日・年末年始を除く）

https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/
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ロイロノート・スクール
iPad / iPad mini / windowsタブレット

ロイロノート・スクールは、これからの教育に必要
とされる、主体的な学びにマッチしたタブレット用
授業支援アプリです。

簡単に自分の思考をまとめ、発表することができる
ので、子供たちが自ら考え表現できる機会をとても
増やすことができます。
何度も自分の言葉で説明することで、「思考力」  
「判断力」「表現力」を育てます。
 
その双方向型授業による成果が、全国で報告されて
います。

圧倒的なシンプルさで、先生の授業アイディアをすぐに実現する授業支援アプリ
【できること】
・カードをつなげて簡単にプレゼン・発表
・生徒の回答を一覧表示し、回答を比較・添削
・教材の一斉配布
・カードを送り合い、協働学習
・先生の板書をリアルタイムで配信
・生徒の操作をロック・現在の状態を表示できる
・予習、復習、授業の記録が残る

200校以上のタブレット導入校で、標準ツールとして  
採用されました！

株式会社LoiLo

URL : http://loilo.tv/jp/
MAIL :loilo@loilo.tv TEL : 045-228-9446

導入事例や、ご利用料金などの詳細は製品webページをご覧ください。　https://n.loilo.tv/ja/

お問い合わせください
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MetaMoJi Share for ClassRoom
iPad、Windows

MetaMoJi Share for ClassRoomは「書くこと」を大切
にした リアルタイム授業支援アプリです。MetaMoJi 
Noteの高度な手書き編集機能をベースに、学校での授
業を支援する機能を搭載しました。

今、誰が、何を書いているかをリアルタイムに共有で
きます。個別学習では、児童・生徒一人ひとりの解答
状況が先生のタブレットで一目瞭然。支援が必要な生
徒には直接ヒントを書き込めます。また協働学習では、
一つのワークシートを複数のタブレットで、協働で編
集をして、作り上げることが可能です。

ユーザー認証にはQRコードを採用。タブレットのカメ
ラで読み取るだけで簡単にログインできます。共用タ
ブレットの利用でも、ズムーズな授業運営が行えます。

「書くこと」を大切にしたリアルタイム授業支援アプリ

株式会社 MetaMoJi

お問い合わせください

http://product.metamoji.com/education/classroom.html
info_ep@metamoji.com 03-5114-2912

生徒最大50人の
学習内容を
リアルタイム
に把握可能

先生

11
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MetaMoJi Note 学校版 
iPad、Windows

MetaMoJi Note 学校版は、タブレットでの学習に最適なノ
ートアプリです。豊富な色やペンの種類を用意し、大きさ
や位置の変更も自由自在に。生徒が表現したいことを、紙
とペンの感覚そのままでノートに表現することができま
す。

手書き、写真・Webページ、テキスト、イラストなど、
様々なコンテンツを組み合わせて利用できます。PDFを読
み込んでのアノテーションや、カメラ機能を使って、教材
を撮影して書き込んだりと、手書きの自由さとデジタルな
らではの表現力を持ちあわせています。

Apple TVを利用すれば、ワイヤレスで電子黒板やプロジェ
クターなどにノート画面を表示して、発表などでご活用い
ただけます。

タブレットでの学習に最適な手書きノートアプリ

株式会社 MetaMoJi

http://product.metamoji.com/education/note.html
info_ep@metamoji.com 03-5114-2912

児童・生徒の創造性を最大限活かす
高度な手書き編集機能

お問い合わせください
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フェイスアップテーブル

グループディスカッションを活性化させる共創促進型テーブル

株式会社イトーキ

http://www.itoki.jp/
http://www.itoki.jp/cs/  0120-164177

対面テーブルに大型のディスプレイを内蔵。
複数の情報を画面上でタッチ操作しデータを
共有することが可能です。
資料への手書き機能、文字の文字認識機能、
必要な部分だけクリッピングし貼り付ける機
能により、アイディア出しからブレスト、プレ
ゼンまでをテーブル上で行うことが可能です。

カードの投げ込み操作により、コンテンツを大画
面等に簡単表示。より印象に残るプレゼンテーショ
ンが可能です。

ディスプレイ面とテーブル面に段差がなくフラットです。
また天板総厚は70mm,エッジ部は40mmのスリムなデザイ
ン。椅子に座ってご利用できます。

オープン価格

13

iPad / iPad mini / iPhone / Android / Windows端末から投射可能
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　　　　　　　（LANシート ライト）

ノートPC・タブレット等Wi-Fi対応機器

無線LANのように電波を遠くへ飛ばさず、シートに
閉じ込めるため、情報漏えいや外部からの攻撃を軽
減し、有線LANと無線LANのメリットを融合した、
独自のネットワーク通信システム「LANシート」。
そのLANシートをリニューアルし、コネクトレス・
セキュリティ・簡単導入といった特長はそのままに、
「ネットワークの通信速度」や「テーブル上での作
業性」をより一層向上させたのが「LANシート ラ
イト」です。

電波の伝わるシートに置くと、PCがネットワークにつながる
よりコンパクトに、より快適に。お客様の声から生
まれた新しいLANシート

目的やスペースに応じて                                         
「 安心」「 安全」 なネットワーク環境を実現

株式会社イトーキ

オープン価格

http://www.itoki.jp/
http://www.itoki.jp/cs/  0120-164177

高速通信化（MIMO）を実現 近接コネクタの小型化

極薄1㎜を実現 家具に合わせやすいﾎﾜｲﾄ色

ＬＡＮ
シート 
ライト

従来品
ネットワーク上につながっている大型モニタを用いてノー
トPCやタブレットの画面を共有することで、ペーパーレ
スな会議を可能にします。

電波を閉じ込めるLANシー
ト ライトなら、役員会議
室や来客用会議室での情報
漏えいの危険性を減らすこ
とができます。

社内ネットワークと別のネッ
トワークのLANスポットを
つくることができます。社
外のお客様も安心して外部
へ通信できます。

14
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Tablet*Cart SMALL / FOUR-r / Secure2 /Secure2SmartPhone
iPad Pro / iPad / iPad mini / iPhone / iPod touch /

Apple iPadなどの10.1インチまでのタブレット端
末を最大40台保管できるタブレット収納キャビネ
ット。 
 
iPadを生産管理システムやハンディターミナルと
して活用する企業など、多数のタブレット端末を
保管・管理するシーンで活躍します。  
 タブレットカート・スモールは、
W:57cm x D:42.5cm x Ｈ:86.9cm のコンパクトサ
イズで、40台収納タイプの同様の製品群の中で最
も小さいのが特徴です。

キャスターは４輪ロックを装備。どの方向からで
も、しっかりロックできます。

iPadを最大40台、充電しながら保管できるタブレット充電保管庫

Apple iPad Proなど最大13インチまでのタブレット
端末を収納できるタブレット充電保管庫。
丸みを帯びたゆったりデザイン。厚手のケースに収
納したiPadも余裕で収納出来ます。庫内の温度上昇
時に給電をストップする温度センサー、充電タイマー
機、ダイヤルロック、冷却ファンなど、カスタマイ
ズが可能。

Apple iPadを10台、iPhone6sPlus、iPod Touchを20
台保管できる卓上タイプの小型充電保管庫です。
iPadやiPod Touch/iPhoneを業務用端末やハンディ
ターミナルとして活用する現場、工場や店舗でご利
用いただけます。扉の向きを変えることができ、右
開き/左開きどちらにも対応可能です。

オープンプライス

エム・ティ・プランニング株式会社

オープンプライス

http://www.mt-planning.com/ipadcart/index.html
d2@mt-planning.com 03-5413-6433
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2.1A急速充電対応USBハブ『USB-haco10』
iPad Pro / iPad / iPad mini / iPhone / iPod touch / Nexus シリーズ

複数台のiPadやAndroidなどのUSBデバイスを2.1A
急速充電しながらデータ同期をとることができるセ
ルフパワーUSBハブです。

　複数のiPadのバックアップやデータの同期、キッ
ティング、iOSのアップデートに活用いただけま
す。
旧製品Usb-HUB28で必要だった充電モード/同期
モードのスイッチによる切替操作が不要。データ同
期中のバッテリ切れやモードの切替忘れによる未充
電の失敗を抑制できます。

　デバイスの状態を表示するLEDランプを装備。充
電中は「赤色」、同期中は「青色」、充電完了は「緑
色」と色でデバイスの状態がひと目でわかります。

最大10台のiPadの充電とデータ同期が同時にできる2.1A急速充電対応USBハブ
　背面には『USB-haco10』を3台増設できる拡張
ポートを装備。『USB-haco10』を4台使えば40台の
デバイスを同時に管理することが可能です。

　Wi-Fi環境下でiOSアップデートなど、大容量デー
タの同期を複数台同時に行うと、Wi-Fiネットワーク
のトラフィック遅延を発生させたり、電波状況によ
り正常にアップデートが完了しないことが多々あり
ますが、USB-haco10による、USBケーブルによる有
線接続のデータ配信は、iOSのアップデートや動画
データの事前配信など大容量データのインストール
や配布を高速にかつ安定して提供できます。

　またTablet*Cartシリーズに収納できるように設計
されているので、Tablet*Cart SMALL、FOUR-r、
SECURE2」に格納してタブレットを保管しながら、
充電・同期を一括管理することが可能です。

エム・ティ・プランニング株式会社

オープンプライス

http://www.mt-planning.com/ipadcart/index.html
d2@mt-planning.com 03-5413-6433
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BF1シリーズ（TH-80BF1J/TH-65BF1J/TH-50BF1J)
iPad, iPhone, iPod touch, Android, Windows, Mac

【製品概要】
◆最大6名までタッチ操作可能な
　インタラクティブディスプレイ
    - 内蔵のホワイトボード機能を使えば、
      PCレスで簡単に書き込み・保存が可能。

◆ BYOD教育に活用できるワイヤレス投写
 　- パナソニックオリジナルのiOS用アプリでiPad,
      iPhone, iPod touchなどから投写可能

◆色弱の方にも見やすい配色
    - カラーユニバーサルデザイン（CUD)対応

◆大きな教室でも見やすい授業進行が可能
    - 2台目のディスプレイやプロジェクターに
      接続でき、同じ画面を同時に表示できます

iOSデバイスからのワイヤレス対応　マルチタッチ可能な電子黒板
【Panasonic Wireless Projector for iOS】
 iOSデバイスに保存したPowerPoint(R)ファイル/
 PDFファイルや画像などを、対応ディスプレイや
 プロジェクターへ無線LAN（Wi-Fi）で送信し、 
 表示するアプリケーションソフトです。
 授業中に重宝するマーカー機能や、最大16台の
 デバイスを同時に投写できるので、一度に複数の
 生徒の画面を投写することができます。

パナソニック株式会社AVCネットワークス社

オープン価格

URL: http://panasonic.biz/prodisplays
         http://panasonic.biz/projector

TEL ：0120-878410（システムお客様センター）
　　　 0120-872601（プロジェクターサポートセンター） 

TH-80BF1J TH-65BF1J TH-50BF1J

サイズ 80v型 65v型 50v型
明るさ 350cd/m2

コントラスト 5,000:1 4,000:1 TBD

※同等機能をもつAndroid
版、Windows版、
Mac版アプリケーションソ
フトもあります。

65”
80”

50”
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VW355Nシリーズ（PT-VW355NJ/PT-VX425NJ)
iPad, iPhone, iPod touch, Android, Windows, Mac

【製品概要】
◆コンパクトでも高輝度のプロジェクター
    - 小～中規模の教室に最適な、約3.4kgという
　   コンパクトながら輝度は4,000lm以上を実現

◆ BYOD教育に活用できるワイヤレス投写
 　- パナソニックオリジナルのiOS用アプリでiPad,
      iPhone, iPod touchなどの様々なiOSデバイス
　　からワイヤレスで投写可能
◆メンテナンスの手間やコストの抑制を実現
　 - 最長交換サイクル7,000時間※のランプと
　　フィルター搭載

◆教育現場で便利な多彩な機能を完備
　 - ダイレクトパワーオフ、メモリービューワー機能

iOSデバイスからのワイヤレス対応　高輝度ポータブルプロジェクター
【Panasonic Wireless Projector for iOS】
 iOSデバイスに保存したPowerPoint(R)ファイル/
 PDFファイルや画像などを、対応プロジェクター 
 やディスプレイへ無線LAN（Wi-Fi）で送信し、 
 表示するアプリケーションソフトです。
 授業中に重宝するマーカー機能や、最大16台の
 デバイスを同時に投写できるので、一度に複数の
 生徒の画面を投写することができます。

パナソニック株式会社AVCネットワークス社

オープン価格

URL: http://panasonic.biz/prodisplays
         http://panasonic.biz/projector

TEL ：0120-878410（システムお客様センター）
　　　 0120-872601（プロジェクターサポートセンター） 

PT-VW355N PT-VX425N

明るさ 4,000lm 4,500lm

解像度 WXGA XGA 

コントラスト 12,000:1 12,000:1

※同等機能をもつAndroid
版、Windows版、
Mac版アプリケーションソ
フトもあります。

インテル®

Pro WiDi対応

※上記の値はランプ：エコモード時の最大値の目安で、ご使用の環境により交換時期が早くなる場合があります。
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Bamboo Spark
iPad mini,iPad3,iPhone4S以降 (iOS8i以降)/Android4.3以降

Bamboo Sparkは、紙とペンで書いたノートをデジ
タルデータ化するスマートフォリオです。
付属のペンで書きとめたノートが自動的に専用アプ
リケーションに保存され、お手持ちのタブレット端
末で自由に閲覧、編集が出来ます。
デジタル化したノートはJPG形式、PDF形式で保存
でき、他アプリケーションとのデータ連携も可能で
す。
タブレット、スマートフォンに接続されていなくて
も100ページまで保存可能で、あとで同期すること
も出来ます。

手書きノートを自動でデジタル化して編集・共有が可能に
・ポケットの大きさは2タイプ
Bamboo Sparkがジェットポケットモデル
スマートフォン、ペン、名刺、紙などのキャリーケー
スタイプ

Bamboo Sparkタブレットスリーブモデル
スマートフォン、タブレット、ペン、紙などのキャ
リーケースタイプ

・構成
Bamboo Spark ペン、ノートパッド30ページ、替え
芯2本、芯抜き、USB ケーブル、クイックスタート
ガイド（スマートフォンやタブレットは含まれませ
ん） 

株式会社ワコム

19,224円(ワコムストア価格,税込)

http://tablet.wacom.co.jp/business/
vm-info@wacom.co.jp 03-5337-6706
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端末管理システム

対応製品： 価格：
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MDMサービス　Optimal Biz
iPad / iPad mini / iPhone / iPod touch/Mac/Android/Windows

【これまで】
協働学習・アクティブラーニングをはじめ、授業
でタブレットを使用する際に、必要なアプリケー
ションのインストールを一台ずつ実施。すぐにア
プリが見つからず、授業がとまってしまうこと
も・・・。

【MDMサービス Optimal Bizがあると】
パソコン、スマートフォンやタブレットなどネッ
トワーク上の様々なデバイスをクラウド上で包括
的に管理することができます。また、数台～数千
台単位まで管理者がアプリケーションを一括配信
できます。授業に関係ないサイトの閲覧を禁止す
ることもできるため、学生が授業に集中すること
ができ、円滑な授業進行を強力サポートします。

協働学習・アクティブラーニングでのタブレット活用をサポート
【Apple : DEP・VPPでさらに運用を楽に！】
Apple社提供の法人・教育機関向け導入支援サービス　
DEP（Device Enrollment Program）/ VPP（Volume 
Purchase Program）にいち早く対応！

DEPを利用することで、端末を配布/運用するための各
種作業を大幅に省力化し、 デバイス導入・運用コスト
を飛躍的に低減します。
あわせて、VPPを利用することにより、管理者は、アプ
リケーションを一括購入し、生徒にネットワーク経由で
一括配信・回収・再配布することが可能になります。

【Apple IDなしでの端末運用も可能に！】
2016年春のバージョンアップ以降は、各端末へのアプ
リケーションの配布にApple IDが不要となり、
更なる運用コストの軽減が見込めます。

卒業した生徒

株式会社オプティム

弊社までお問い合わせください。

URL : http:// www.optim.co.jp
MAIL : info@optim.co.jp TEL :03-6435-8567

新しい生徒 生徒

ライセンス
回収

ライセンス
一括配布

管理者

VPP

有料アプリ一括購入
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セキュリティ

対応製品： 価格：
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i-FILTER ブラウザー＆クラウド
iPad / iPad mini / iPad Air / iPhone / iPod touch

「校内」も「校外」も安全で快適な教育ICT環境を実現します

デジタルアーツ株式会社

\3.300～/1Lic/1年

URL : http://www.daj.jp/bs/ifb/
MAIL : sales-info@daj.co.jp TEL : 03-5220-3090

不適切な有害サイトのみブロック
授業に必要なサイトは、閲覧OK
生徒の閲覧サイトや利用状況を把握
28,000校導入「i-FILTER」と同じDB

「校内」も「校外」でもフィルタリング
授業単位のルールをブラウザー経由で設定
学年ごとやグループごとに設定変更
閲覧時間の設定（21時以降は利用禁止など）　 

不健全なサイトはカテゴリを選択

するだけでブロック

対象ごとに閲覧ルールを設定可能



サービス

対応製品： 価格：
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iPad延長保証
iPad Air 2/Air/mini2/3/4 Wi-Fiモデル

【対象製品】
新規購入(メーカー保証1年)の 　

　　　　　　　 iPad Wi-FiモデルおよびiPad mini 
Wi-Fiモデルで、iPad本体との同時
購入が必須となります。

【特徴】
通常使用における自然故障に加え、落下破損・水濡
等の偶然の事故に起因する故障に対する物損故障※
にも対応した保証サービスです。
※物損故障は保証金額が経過年度により逓減いたし
ます

iPadのメーカ保証期間は1年間ですが、ご利用期間に応じた保証期間延長プランをご用意いたしました。
【保証範囲】
自然故障とは商品製造メーカーのマニュアルまたは
取扱説明書に書かれている正しい使用法をしたにも
かかわらず発生した電気的、機械的故障をいいます。

【保証期間】
初回契約時に2年（メーカ保証1年+1年延長）、
3年（メーカ保証1年+2年延長）、4年（メーカ保証
1年+3年延長）、5年（メーカ保証1年+4年延長）の
プランをお選びください
※契約途中でのプラン変更はできませんのでご注意
ください。

【保証対象外】
※バッテリーの経年劣化、付属のUSBケーブルと電源ア
ダプタは保証対象外となります。
物損に関しては「急激性」「偶然性」の事故を対象と
します。物損であっても故障の確認が取れない場合は
（水害で流された等）は対象となりません。また、盗
難や地震に起因する故障も対象外となります。
※対象事由にて、故障した場合でも製品現物の状況が確
認できない場合は保証の対象とはなりませんのでご注
意ください。

株式会社　大塚商会
〒103-8573  東京都千代田区飯田橋2-18-4

5,000円～(2年保障上限6万円プラン～)（税抜）

URL:http://www.otsuka-shokai.co.jp/products/apple/
TEL:03-3514-7870

火災 落雷 水濡れ 破損 交通事故 風災・雪災自然故障

※自然故障に関してはメーカー保証終了日から保証開始されます。
※物損に関してはメーカー保証開始日より保証が開始されます。
※メーカー保証期間中の修理依頼はお客様より直接メーカー様へご
依頼ください。

物損
故障

自然
故障

1年 2年

延長保証メーカ保証

3年 4年 5年

2年 3年 4年 5年1年

保証上限（税込）

\60,000

\100,000

\5,000 \8,500 \12,000 \15,500

\8,500 \14,500 \19,800 \25,000保証上限（税込）

保証料金/保証プラン
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