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『第６回 教育ＩＴソリューション ＥＸＰＯ』出展に関するお知らせ
（当社連結子会社：株式会社エルモ社、株式会社ＳＵＷＡオプトロニクス）
当社の連結子会社である株式会社エルモ社及び株式会社ＳＵＷＡオプトロニクスは、「第６回
教育ＩＴソリューションＥＸＰＯ 」（東京ビッグサイト 平成27年５月20日～22日）に出展いた
します。
【エルモ社の主な展示製品】
①タブレット時代のクラスルームソリューション
～ 教育用無線アクセスポイント

CRI-1「つながるもん」

～

書画カメラ（実物投影機）

L-12iD 「みエルモん」

～

ユニット型 電子黒板 CRB-1 「つたエルモん」

～ タブレット端末用 電子黒板ソフトウエア EIT（ELMO Interactive Toolbox）
②書画カメラ（実物投影機）・遠隔授業(ＴＶ会議)ソリューション
～

モバイル

書画カメラ

～

ワイヤレス 書画カメラ

MO-1

「モバイル みエルモん」

MO-1w 「ワイヤレス みエルモん」

③大学向けソリューション
～

ＡＶコントロールシステム

Smart CVAS (Controller for Visual Audio System）

④スクールセキュリティソリューション
～ クラウド録画のネットワークカメラ QBiC CLOUD CC-1
～ かんたん設置、簡単録画のオールインワン防犯カメラ QBiC-S

【ＳＵＷＡオプトロニクスの展示製品】
全天球型高解像度球体プロジェクション
【展示会概要】
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詳細につきましては、添付資料「株式会社エルモ社 プレスリリース：第６回 教育ＩＴソリ
ューションＥＸＰＯに出展いたします。」及び「株式会社ＳＵＷＡオプトロニクス プレスリリ
ース：全天球型の高解像度球体プロジェクションを『第６回 教育ＩＴソリューション ＥＸＰＯ』
に参考出品いたします。
」をご参照ください。
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展示会出展のご案内
第６回 教育ＩＴソリューション EXPO に出展いたします。
教育ハードウェア ゾーン

（ブース番号：３－００１）

テクノホライゾングループ（証券コード：6629）の株式会社エルモ社（本社：名古屋市瑞穂区明前町 6-14
代表取締役社長：林 数馬）は、第６回 教育ＩＴソリューションＥＸＰＯ（東京ビッグサイト 2015 年５月 20 日
～22 日）に出展いたします。
本展示会でのエルモ社ブースでは、タブレット端末と連携して書画カメラを活用する小中学校向けのエル
モの新しいクラスルームソリューション、大学の講義室向けの AV コントロールシステム、遠隔授業システ
ムなど、初等教育から高等教育、e ラーニングまでの最新のトータルソリューションを展示いたします。また、
スクールセキュリティコーナーでは、学校及び通学路において子供たちの安全・安心を見守る最新のセキ
ュリティシステムをご提案いたします。
【 主な展示製品 】
①タブレット時代のクラスルームソリューション
～ 教育用無線アクセスポイント

CRI-1「つながるもん」

～ 書画カメラ（実物投影機） L-12iD 「みエルモん」
ＣＲＩ-1「つながるもん」

～ ユニット型 電子黒板 CRB-1 「つたエルモん」

L-12iD 「みエルモん」

～ タブレット端末用 電子黒板ソフトウエア EIT（ELMO Interactive Toolbox）
②書画カメラ（実物投影機）・遠隔授業(ＴＶ会議)ソリューション
～ モバイル 書画カメラ MO-1 「モバイル みエルモん」
～ ワイヤレス 書画カメラ MO-1w 「ワイヤレス みエルモん」
ＭＯ-1

③大学向けソリューション

～ ＡＶコントロールシステム Smart CVAS (Controller for Visual Audio System）

Smart CVAS

④スクールセキュリティソリューション
～ クラウド録画のネットワークカメラ QBiC CLOUD CC-1
～ かんたん設置、簡単録画のオールインワン防犯カメラ QBiC-S
QBiC CLOUD CC-1

QBiC-Ｓ
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■展示会招待券お申込みページ
https://contact.reedexpo.co.jp/expo/EDIX/?lg=jp&tp=inv&ec=EDIX

【この件に関するお問合せ先】
電話：03-3453-6471

株式会社エルモ社 マーケティング本部 ＩＣＴマーケティング部

FAX：03-3453-6479

住所：東京都港区三田３丁目１２番１６号 山光ビル４階
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全天球型の高解像度球体プロジェクションを
『第６回 教育ＩＴソリューション ＥＸＰＯ』に参考出品いたします。
テクノホライゾングループ（JASDAQ：証券コード 6629）の株式会社 SUWA オプトロニクス（本社：長野
県茅野市豊平 5239 番地 1 代表取締役社長：柴 篤志）は、このたび株式会社渋谷光学（本社：埼玉県和
光市）様のご協力のもと、当社の高輝度小型プロジェクターを組み込んだ「全天球型高解像度球体プロ
ジェクション」デモ装置を『第６回

教育ＩＴソリューションＥＸＰＯ』
（東京ビッグサイト

2015 年 5

月 20 日～22 日）に参考出品いたします。
今回の「全天球型高解像度球体プロジェクション」デモ装置は、地球や惑星を立体的に表示するもの
であり、一般的には４次元デジタル地球儀として、学校や科学館などで活用されております。
本装置では宇宙から見た地球の様子、雲の動き、普段見慣れている地図との違いなどの様子が分かる
デモンストレーション映像をご覧いただけます。
また、本装置には当社の高輝度小型プロジェクター（試作モデル）を搭載しており、従来より明るく
見やすいものを実現しています。

全天球型高解像球体プロジェクション

今回試作した高輝度（500lm）小型プロジェクター
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【本件に関するお問合せ先】
株式会社 SUWA オプトロニクス 営業部
TEL：03-6435-0491

10：00～18：00

