［文教向け］NECの映像ソリューション
デジタル
掲示板

学内の連絡、行事・活動を
視線を集める映像で発信

生徒・保護者
へのお知らせ

生徒や保護者へのメッセージを明るく大きな画面で発信。

学内の行事
活動を案内

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サポート

43型

部活動の入賞や活躍シーン、衛生面や重要な連絡内容も
動画や写真、音声を織り交ぜたメッセージで効果的に発信できます。

［文教向け］NECの映像ソリューション

50型

直観的な操作でメッセージ作成とスケジュール設定ができる
設置場所に合わせてメッセージの配信方法を3つから選べる
デジタル掲示板に必要な機器をセットでご提供
●セット内容

4K表示

メッセージの配信は

4K
43型/50型
液晶ディスプレイ

＋

メディアプレーヤ−
ボード

有線LAN

＋

無線LAN

USBメモリ

※2

スタンド

※オプション対応

対応

※1

から選択可能

※1：オプションの無線LANユニットが必要です。
※2：USBメモリは付属していません。

オーサリングソフトウェア（無償ダウンロード）を使用して、
メッセージの作成とスケジュールに合わせて情報発信ができます。

デジタル掲示板

50型：LCD-ME501-SDM
43型：LCD-ME431-SDM

オープン価格

詳細はWebサイトをご覧ください
https://jpn.nec.com/d̲signage/solution/mihaeru/index.html

NEC映像ソリューション
ショールーム
三田国際ビル1F
正面入口より左折

Showroom

三井住友
信託銀行

NEC映像ソリューション ショールーム

お客様の様々な業務用途に応える、
ディスプレイとプロジェクターの
幅広いラインアップとその高品質をご体感いただけます。

港区

■NEC映像機器による映像ソリューションをご体感

店舗、公共施設、交通機関、ホテル、美術館やホールまで、様々な用途に応えるプロジェクターとディスプレイや、各種の
映像ソリューションを展示。4Kディスプレイの美しい画面や9面マルチスクリーン、200型スクリーンへの高輝度プロジェ
クター投写など、迫力の大画面もご覧いただけます。
ショールームご見学のご予約はこちらから

https://www.nec-display.com/jp/support/show̲room/

【 所 在 地 】 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4-28三田国際ビル シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社
【営業時間】 9：00 〜 16：30 月〜金曜日 ※土・日・祝日および当社所定の休日を除く

※お申込みは法人・団体・官公庁様に
限らせていただきます。

TEL：03-5446-5200

●本カタログに掲載しておりますディスプレイ、
プロジェクターはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発・製造しております。
■注意事項 ●このカタログに記載された仕様、
デザインなどは予告なしに変更することがあります。 また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●Brain Board、ViewLight、MultiSync、美映エルはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発・
製造しております。NECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標または商標です。 ●PenPlusおよびPenPlusロゴは有限会社プラスソフトの商標または登録商標です。 ●Zoom、Zoom RoomsおよびZoomロゴは、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。 ●導入にあたっての配送費・工事費・現地調整費に要する費用は、
それぞれ個別見積となります。 ●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。 ●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●画面は
ハメコミ合成です。 ●オープン価格商品の価格は販売店にお問合せください。●本商品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ご用命は充実したサービスの当店へ

NECディスプレイに関する情報サイト

https://jpn.nec.com/products/ds/
商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NECモニター・インフォメーションセンター

0120-975-380

NECプロジェクター・カスタマサポートセンター ０
１２０-６１０-１６１
受付時間…9：00 〜 18：00 月曜日〜金曜日（祝日、その他特定日を除く）
携帯電話・PHSからでもご利用になれます。
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

日本電気株式会社

〒108-8001

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

NECの映像ソリューション
2021年4月

2021年4月現在

Cat.No. APB749 21042001PP

生徒に興味を持たせて理解を深める授業づくりや
先生の働き方改革をサポートする
NECの文教向け映像ソリューション

静音設計
プロジェクター

集中力を妨げない静音設計で
授業の進行がスムーズ

授業で

図書室で

視聴覚室で

集中力の妨げとなるファンノイズを抑えた独自の静音設計を採用。
また、複数のタブレットPCとのワイヤレス接続対応により、
画面の切り替えがスムーズに行えます。

NECの文教向け映像ソリューションは、生徒の興味や理解が深まる授業づくりや先生の業務の効率化、
学内の行事活動やお知らせの効果的な案内等、学校のさまざまな課題を解決へ導く映像機器をご提案。

図書室でもファンノイズが気にならない独自の静音設計

先生や生徒などの
「学び」
の主役から、保護者などの
「学び」
に関係する方々まで、映像で幅広くサポートします。
ランプとフィルタの交換不要でメンテナンスの負担を軽減

電子黒板

（インタラクティブボード）

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

発表や
課題研究で

授業で

教材を表示した画面に、先生と生徒が
生徒の興味や理解が深まる授業が可能。

オプション
スマートフォンや
PCなどの画面を
ワイヤレスで表示

さらに書き込んだ画面の保存もできるので、
授業の復習や見直し学習にも活用できます。

図書室

リアル解像度

NP-P605ULJL

6,000 lm WUXGA

NP-P525ULJL

5,000 lm WUXGA

NP-P525WLJL

5,000 lm

WXGA

オープン価格

詳細はWebサイトをご覧ください
https://jpn.nec.com/products/ds/projector/viewlight/p605uljl.html

視聴覚室

無線LANユニット

拡大しても文字や画像を見やすく表現できる
高精細な４K液晶パネル採用

教室間の移動に

スリムベゼル
ディスプレイ

Chrome OSなどマルチOS※のタッチ操作に対応。
利用の幅が広がります

キャスター付スタンド

※Chrome OS/Windows/macOS。

電子教材や
書画カメラを使った授業で
電子黒板用ペンソフト
※75型ディスプレイに
キャスター付きスタンド
（オプション）
を装着した状態。

for NEC

インタラクティブホワイトボード
75型/65型ディスプレイ

MultiSync® LCD-CB752
MultiSync® LCD-CB652

Windows PC用

https://jpn.nec.com/products/ds/display/digitalsignage/lcd-cb752/index.html

他校との
共同学習で

遠く離れた学校とのコミュニケーション向上

作業領域が広いマルチ画面で
業務の効率化をサポート

職員室で

ノートPCとつなげることで、画面の作業領域は、2倍以上に。
複数のウィンドウを同時に表示できるので、

画面を頻繁に切り替える手間を軽減でき作業スピードが向上します。

マルチ構成時に画面の継ぎ目が目立ちにくいスリムベゼル

他校との
ミーティングで

目が疲れにくいブルーライト低減＆画面のちらつきを抑制

●マルチ画面でデスクワークを効率的に

３辺スリムベゼル採用
IT/スタンダード液晶ディスプレイ

スリムベゼル

見やすさ、
使いやすさとエコで選べる
３つのシリーズをご用意

●Brain BoardとZoom連携による遠隔地の授業イメージ

クラウド型Ｗｅｂ会議サービス

Zoom Rooms

学校Aの教室

遠く離れた学校と教材などの情報を大画面で共有でき、
複数人数での同時書き込みも可能。高画質、高音質を

学校Bの教室
距離を感じさせない
コミュニケーション

教材

部活動で

斜め方向に設置しても色の変化が少なく見やすいIPS方式液晶パネル

オープン価格

詳細はWebサイトをご覧ください

映像

確保したクラウド型会議サービスで、距離を感じさせない
コミュニケーションが可能です。

詳細はWebサイトをご覧ください

明るさ

ファンノイズの
抑制で
さまざまなシーン
に対応

PCレスで書き込みできるホワイトボード機能の内蔵で
授業の進行がよりスムーズに

明るさや解像度で選べる3モデルをご用意

※ネットワーク環境により、同時接続台数は異なります。

授業を効率的にサポートする
オプション品をご用意

直接手書きで書き込むことができるので、

レーザー光源採用静音プロジェクター

タブレットPCとワイヤレスで同時接続（最大16台※）でき
ケーブル接続の手間を削減

ノートPCのみ
ウィンドウが重なり、
見えづらい

ノートPC＋スリムベセルディスプレイ
ウィンドウの移動や
切り替える手間を軽減

情報を並べて比較でき、
判断スピードを向上

EA シリーズ

装備や機能が充実したモデル

E シリーズ

小型PCを背面にできるモデル

AS シリーズ

27型

27型

24型

24型

22.5型

21.5型

基本性能を追求したモデル
24型

21.5型

オープン価格

https://jpn.nec.com/products/ds/solution/allbrains/zoom/index.html

詳細はWebサイトをご覧ください
https://jpn.nec.com/products/ds/display/business̲standard/index.html

