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2022年

出展のご案内

教育関係者が多数来場！
教育現場へのICT導入・利活用を
提案できる専門展示会

併催展
企業・団体の人事・社員教育担当者必見！

第1回

第7回

ICT 化に向けたコンテンツ・製品から、
知育・学習効果を上げる教材・備品、業務効率化へのシステム・サービスまで

幼保こども園

設備用品サービス展

（仮称）

主

催 : 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）
、大阪国際経済振興センター
（インテックス大阪）、
テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ

特別協力 ：

主催 :

日本イーラーニングコンソシアム
（eLC）
、

主

催 : 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）
、大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）、
テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ

マイクロラーニングコンソシアム（mLC）

日本教育情報化振興会
（JAPET & CEC）、

大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）
、

教育関係者が多数来場！
教育現場へのICT導入・利活用を提案できる専門展示会
ごあいさつ
GIGAスクール構想のスタートで、一人一台PCの学習環境が整いました。

ド・ソフトの展示はもとより、先駆的取り組みを実践されている学校の話な

これからが、構想の目的である個別最適化に向けた教育、一人ひとりの資

ど、
これからの教育を考えるヒントが盛りだくさんで、参加した皆さんから

質・能力を一層確実に伸ばすための利活用です。授業での活用はもとより、

は、大変有意義でまた参加したいという声を多くいただきました。

ユビキタスな学習環境のもと、いつでもどこでもSociety5.0時代を生き抜く

これらの教育関係者の期待に応えたく、今年も関連企業・団体の皆さん

情報活用リテラシーを身に着け、児童生徒が自らの学びを自らで考える、新

に是非とも出典へのご協力をお願いしたく思います。
どうかよろしくお願い

しい教育が始まるのです。

申し上げます。

そんななか、2022年8月には第7回関西教育ICT展を開催すべく準備が始
まりました。昨年、今年と、
コロナ禍にもかかわらず、関係者の皆さんの感染
拡大予防のご努力のもと、学校の先生や教育委員会の皆さんなど、多くの

(一社)日本教育情報化振興会 会長
上越教育大学監事／富山大学名誉教授

教育関係者にご参加いただきました。新たな教育を支える最先端のハー

山西

潤一

第7回関西教育ICT展開催に寄せて
最先端の情報を入手できるとても貴重な機会
１人１台端末が整備されたことを受け、学びの保障や安全安心な環境づくりをはじめ様々なシーン
において、児童生徒の学習者用端末の活用が推進されております。
この展示会では、最新の教育ICTに関するサービス情報や機器に触れることができ、
また多種多様な
セミナーにおいては、ICTを活用した情報交換が行われており、今後のさらなる教育ICT推進のきっかけ
として貴重な機会であると考えております。

大阪市教育委員会
教育長

山本 晋次 様

各自治体における好事例から様々なアイデアを学べる絶好の機会
Society5.0社会に向け、すべての子どもたちが多様性を認め、未来を切り拓くことができる力を、ICTを
積極的に活用しながら、誰一人取り残すことなく育む必要があります。
ICT展は、GIGAスクール構想の本質を改めて確認できるとともに、各自治体における好事例から様々
なアイデアを学べる絶好の機会です。

ICT 環境整備とその活用推進に役立つ関西教育 ICT 展
「GIGAスクール構想」によって学習環境は一変しました。全国の学校で実践が始まりました。適切に進
んでいる地域では，児童生徒による学びの広がりや教員の働きやすさを考えたハード・ソフトの整備努
力をし，活用推進につながる考え方をリーダー層が学んでいます。
関西教育ICT展を，
このような機会として捉え，ぜひご参集いただき，良い教育を目指した議論をしましょう。

堺市教育委員会
教育長

日渡 円 様

東北大学大学院
情報科学研究科 教授
東京学芸大学大学院
教育学研究科 教授

堀田 龍也 様

実際の機器やサービスに触れて ICT 教育の最新情報を入手
コロナ禍でのオンライン授業など、情報通信技術(ICT)の教育での役割が一層重要になっています。
こ
れに加え、未来に向けてプログラミングやデータ科学の教育も推進されています。
この展示会では実際
の機器やサービスに触れ、セミナーに参加いただくことで ICT 教育の最新情報を入手頂けます。

京都大学
国際高等教育院・教授
情報環境機構・機構長

喜多 一 様

どんな状況でも学校現場で使える情報が満載
非常時でも学校現場で使える情報満載のセミナーが多数あります。遠隔教育やGIGAスクール、ICT活
用授業事例、ICT環境整備や活用研修の事例などもあり、
これからの学校現場でのICT活用の ビジョン策
定から更なる推進まで、非常に参考になります。

関西学院千里国際
中等部・高等部
教諭

米田 謙三 様
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本展の特徴
全来場者の半分以上が
教育関係者！

教育関係者が半分以上

■来場者業種別グラフ
その他 1.6％

自治体 1.8％
教育委員会 7.9％

大学生 0.8％
一般企業その他 14.0％

保育園 0.6％
小学校
10.9％

情報システム部門 7.6％

ICTを現場に利活用しようという高い目的意識をもった方々が
多数来場されます。

関係省庁 0.6％

大学院生 0.3％

人事・社員教育・総務部門 6.7％

幼稚園 0.6％
こども園 0.5％

中学校 5.9％

学校対象販売会社・卸売会社、書店、文房具店等 9.3％

特別支援学校 2.5％

高等学校
12.4％

図書館等公共施設その他 0.4％

大学 4.5％

その他の教育機関 1.6％

大学院 0.5％

各種スクール 1.0％

短大 1.6％

高等専門学校 0.4％

予備校 1.1％
（前回実績より）

塾 3.2％

専修/専門学校 1.7％

8月はICT導入を検討する
絶好のタイミング
①授業が無い８月は、現場の先生方や教育委員会担当者など
教育行政に関わる方々が来場し易い時期です。
②学校関係、特に教育委員会は、次年度の予算を前年の９月までに申請するため、
本展会期がPRに適しています。

教育の情報化といった全体的な話題から、
整備・活用、校務の情報化や情報活用能力といった
個別のテーマまで、多彩なセミナーを多数開講！
前回40本を越えるセミナー・パネルディスカッション、模擬授業を開講。文部科学省の施策に合わせたセミナー
内容を企画し、質の高い来場者を迎えます。実践事例紹介も多く、来場者の方々から評価されています。
前回開講した主なセミナーテーマ

前回セミナー本数：40本

教育の情報化

ICT環境整備・活用

STEAM・プログラミング教育

校務の情報化・働き方改革

情報活用能力育成

情報モラル・セキュリティ

デジタル教科書

特別支援教育

図書館

主体的・対話的で深い学び

ICTを活用実践

大学経営

個別最適化学習

AI関連

塾関連

感染症対策

(アクティブ・ラーニング）

ICTで教育力を高める！
教育現場でのICT活用の提案

セミナー多数開講

第6回

豊富な告知により来場促進だけでなく、
教育現場へのICT普及の必要性も訴求
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■前回の広報実績

主催 :

特別協力 ：

●Osaka Metro

車内吊り広告

●テレビ大阪 コマーシャル

日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）、

入場
無料
登録制

大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）、

テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ

のべ22日間

10月6日〜10月27日

日本イーラーニングコンソシアム（eLC）
、

マイクロラーニングコンソシアム
（mLC）

企業・団体の人事社員教育担当者必見！
第6回

新型コロナウイルス
感染防止策に努め、
皆様のご来場を
お待ちしております。
ご来場時には
ご協力お願いします。

ほか、関連セミナー等でのチラシ配布など

お問い合わせ

幼稚園・保育園・認定こども園関係者必見！
第2回

幼児教育と保育の情報化展
来場登録やセミナー聴講の
申し込みはHPまで

登録
消毒液

事前来場登録制

マスク着用

入場時検温

手指消毒

会場内換気

入場口の混雑を緩和、来場者人数把握の
ため、事前に来場登録を
してくださいますようご協力ください。

来場者、出展者、運営スタッフ
その他関係スタッフ全員のマスク着用を
徹底します。

非接触体温計等による体温測定を行います。
37.5度以上の方は入場をお断りします。

会場入り口への消毒液の設置ならびに
共用部の巡回清掃・消毒。

会場のドア開放や空調運転により
定期的な換気を行います。

関西教育ICT展事務局：
（株）テレビ大阪エクスプロ

フィジカル
ディスタンス
ほかの人との間隔を十分にお取りください。

TEL 06-6944-9918 E-mail kyouikuict@tvoe.co.jp

アプリ

商談

「大阪コロナ追跡システム」
「厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ」
の登録およびインストールをお願いします。

密になり得る場所での
長時間の商談は避けてください。

次の方は展示会への
参加を控えてください
発熱、咳、咽頭痛、陽性者との濃厚接触者、
体調がすぐれない場合など。

関西教育ICT

検索

http://kyouikuict.jp

B3ポスター

各主催者の特徴

周辺自治体との
辺自治体と
辺自
自治
治体
体と

業界団体

●教育業界団体(JAPET&CEC)−文部科学省事業を委託されており、各種事業を通じて、

ネットワークを
ッ ワー
ット
ワーク
クを
ク
持つ会場
持 会
会場
場

全国の教育委員会に本展案内を送付したり、同省の施策に合わせたセミナーを企画
するなど、文教分野へ強い情報発信力を持っています。
●会場(インテックス大阪)−周辺自治体とのネットワークを活かした来場誘致活動が展開できます。
●地元テレビ局（テレビ大阪）−TVCMにて来場の案内だけではなく、ICT導入・利活用の必要性を広く訴求します。

地元
地
テレビ局

展 示 会運 営
展示会運営
専門会社
専門会社

●展示会運営専門会社（テレビ大阪エクスプロ）−各分野のニーズをとらえた専門性の高い展示会を数多く
開催。
ご出展者と来場者が出会える場を提供します。
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開催概要
名

称：第7回

関西教育ICT展

会

期：2022年8月4日(木)〜5日(金)

会

場：インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102）

10:00-17:00

主

催：一般社団法人日本教育情報化振興会、一般財団法人大阪国際経済振興センター、テレビ大阪株式会社、株式会社テレビ大阪エクスプロ

後

援：総務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、京都府教育委員会、

前回実績
申請予定

兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、滋賀県教育委員会、三重県教育委員会、
徳島県教育委員会、岡山県教育委員会、広島県教育委員会、大阪市教育委員会、京都市教育委員会、
神戸市教育委員会、堺市教育委員会、姫路市教育委員会、大阪府専修学校各種学校連合会、
京都府専修学校各種学校協会、兵庫県専修学校各種学校連合会、大阪私立中学校高等学校連合会、
京都府私立中学高等学校連合会、兵庫県私学総連合会、大阪府私立幼稚園連盟、大阪府社会福祉協議会 保育部会、
大阪市私立保育連盟、神戸市私立保育園連盟、全国認定こども園協会 ※順不同

協

賛：ICT CONNECT21、大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会、学習情報研究センター、関西ICT協会、

前回実績
申請予定

私立大学情報教育協会、全国ICT教育首長協議会、全国学習塾協会、全国地域情報化推進協会、
大学ICT推進協議会、
日本イーラーニングコンソシアム、
日本オープンオンライン教育推進協議会、
日本教育工学会、
日本教育工学協会、
日本視聴覚教育協会、
日本電子出版協会、全国学習塾協同組合、
才能開発教育研究財団、パナソニック教育財団、全国学校図書館協議会 ※順不同

特別協力：日本教育工学協会（JAET）
協

力：日経BP

併

催：第6回 eラーニング・トレンド・フェア

会場内に各種企画コーナーを特設

第1回 幼保こども園設備用品サービス展（仮称）

●STEAM・プログラミング教育コーナー

募集小間数：180小間

●デジタル教科書コーナー

想定動員数：5,000人

出展対象

●先進的 ICT 利活用教育委員会コーナー
下記の製品・サービスを提供する企業。

教育用機器・設備

教育サービス

学習システム／ソリューション

●電子黒板、
プロジェクター

●インターネット接続サービス

●授業支援システム

●書画カメラ

●クラウドサービス
（SaaS、
ストレージ）

●アクティブラーニング用システム

●コンピュータ、
タブレット

●教材配信サービス

●外国語学習システム（LL／CALL）

●プリンター、3Dプリンター

●テレビ会議サービス

●学習管理システム（LMS）

●レスポンスアナライザー

●ICT支援員派遣サービス

●教材作成システム
●遠隔教育システム

●デジタルカメラ
●電子辞書
●デジタル楽器（MIDI）

eラーニング関連
学校運営システム

●特別支援教育用機器

●eラーニングコンテンツ

●その他、周辺機器

●eラーニングコンテンツ開発・提供サービス

●校内LAN

●eラーニングシステム

●無線LAN

●eラーニング・ソリューション
●ラーニングプラットホーム(LMS)
●マイクロラーニング

コンテンツ／ソフトウェア

●モバイル・ラーニング
●デジタルラーニングメディア

●デジタル教科書

●講義収録、遠隔講義

●授業用デジタルコンテンツ（各教科）

●テレビ・Web会議システム

●特別支援教育用コンテンツ

●反転型研修

●教育用ソフトウェア/アプリ

●MOOC

●STEM・プログラミング教育用コンテンツ

●学習履歴

●家庭学習用コンテンツ

●教育用ハードウェア

●電子出版

●タレントマネジメント

●教育用ゲーム

●ゲーミフィケーション

●校務支援システム
●ホームページ作成システム
●セキュリティシステム
●災害対策システム
●図書館システム
●就職支援システム
●ECO化対応システム

●EdTech、ポートフォリオetc.

来場対象
関係省庁・自治体・教育委員会
保育園・幼稚園・こども園
小･中･高校・特別支援学校
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大学・大学院・短大
高専・専修/専門学校
塾・予備校

その他の教育機関
図書館等公共施設
学校向け流通業

一般企業
その他

基礎小間（9㎡）

出展料金
出展料やその他の附帯経費は、大阪開催に見合った料金設定となっていますので、費用対効果に優れています。
事務局では施工費の効率化等につきましても、地元協力会社のご紹介等、随時ご相談に対応させて頂きます。

約2.7m

一般小間（間口3m×奥行3m）¥280,000（税込 ¥308,000）
※角小間の場合は通路面に壁面パネルを設置しません。また、独立島小間の場合は小間位置を示す印をつけた状態でお渡しします。
※社名板やカーペット等の備品類並びに電気工事料金等の費用は含まれていません。

間口約3m

奥行約3m

上記一般小間をお申込みの出展者は、希望によりパッケージプランのお申込みが可能です。
1小間

￥60,000（税込 ¥66,000）

2小間

￥104,000（税込 ¥114,400）

仕様（1小間の場合）
社名板 １枚／パラペット １式／受付カウンター １台／パイプイス １脚／
パンチカーペット 9㎡／コンセント １個（500wまで）／蛍光灯 １灯
１次側幹線工事費 ※電気器具を追加すると別途幹線工事費が発生します。
イメージ

※正式なご案内およびお申込みは2022年6月上旬を予定しております。

（角小間仕様）

小間設置イメージ
4小間

6小間

9小間

＜複列の例＞
※6小間以上の複列が独立小間（4面通路）
となります。
隣接小間

申込方法
最終ページの出展申込書にご記入・捺印の上、関西教育ICT展事務局宛に郵送・FAXまたはE-mailでお申込みください。
※出展内容が本展開催趣旨・目的に沿わない場合は、

※新規出展の場合は、会社案内および出展製品カタログをご提出ください。

出展をお断りすることがあります（※詳細は事務局にお問合せください）。

※出展申込書の「出展分野」にチェックを入れてください。

※申込出展者以外に共同出展する企業を表記する場合は、

また「出展内容」についても必ずご記入ください。

出展申込書の「共同出展者名」に必ずご記入ください。

この記載内容により、小間の位置を決定します。

出展者によるセミナーの開催について
※内容・開講日時等について、主催者と協議の上、開講可否を
決定いたします。なお、枠数に限りがありますので、希望者
多数の場合は、出展小間数の多い企業を優先させていただ
きます。

● 企業協賛セミナー：￥150,000（税込 ¥165,000）
館内特設セミナールームにて
定員150名（前回実績）

トライアルブースについて
事務局では、本展示会に出展実績がない企業・団体の出展誘致を目的として、
トライアルブースの設置を予定しています。一般小間の出展申込締切後、会場内
にスペースが確保できることが前提となるため、満小間に達した場合は募集い
たしません。詳細は2022年5月下旬以降に事務局までお問い合わせください。

トライアルブースの小間仕様
サイズ：間口2m×奥行2m
価格：150,000円（税込 ¥165,000）
対象：関西教育ICT展に出展実績がない企業・団体
※このブース仕様でのご出展は、初回出展の1回のみとします。

開催までのスケジュール
2021年

11/上旬
出展募集
開始

2022年

2022年

2022年

出展申込締切

6/上旬

6/30

5/13

※募集小間数に達した場合、4/16以前に
申し込みを締め切る場合があります。
悪しからずご了承ください。

出展細則・
各種申請関係
書類送付

出展料金
支払期限

2022年

2022年

8/2-8/3 8/4-5
（予定）
搬入・設営

開催

2022年

8/5
搬出・撤去
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併催展
企業・団体の人事・
社員教育担当者必見！

第1回

第7回

ICT 化に向けたコンテンツ・製品から、
知育・学習効果を上げる教材・備品、
業務効率化へのシステム・サービスまで

幼保こども園

設備用品サービス展
（仮称）
人事・社員教育担当者へプロモーションする絶好の機会！
出展ブースをセミナーステージの周囲に配置し、来場者を効率よく呼び
込み、商談ができる機会を増やします。
尚、告知・広報活動は、企業関係者を対象に、本フェア独自で展開します。
主

催 : 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）、
大阪国際経済振興センター
（インテックス大阪）、
テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ

特別協力 ：

昨年まで「幼児教育と保育の情報化展」
として、ICT化製品等を中心に展開
していたものを、今回から園児の知育・学習効果向上、職員の業務効率化に
関するシステム・サービス・設備・用品も加え、幅広く展示を可能とします。
周辺地域の各園に向けて、各種製品・システムなどがPRできる場として
ご活用いただけます。
主
催 : 日本教育情報化振興会（JAPET & CEC）
、
（ 予 定 ） 大阪国際経済振興センター
（インテックス大阪）、
テレビ大阪、テレビ大阪エクスプロ

日本イーラーニングコンソシアム（eLC）、
マイクロラーニングコンソシアム（mLC）

新型コロナウイルス感染症対策：関係機関によるガイドラインに沿って実施
フィジカルディスタンスを確保するため、
受付やセミナー会場で間隔を確保

検温や消毒、換気の実施、
マスク常時着用の徹底

厚生労働省アプリ
「COCOA」、
「大阪コロナ追跡システム」の登録依頼

など

前回実績
来場者数

8月5日
（木）

晴れ

1,427人

8月6日
（金）

晴れ

1,151人

出展者一覧

6

合計

2,578人

77社・団体／109小間

〇第6回関西教育ICT展
株式会社アーテック
アクテック株式会社
株式会社アップ
アルヒテクトン株式会社
株式会社インプレス（こどもとIT）
株式会社内田洋行
エスエイティーティー株式会社
岡谷エレクトロニクス株式会社
カーデックス株式会社
株式会社がくげい
株式会社学研教育みらい
九州教育情報化研究会
株式会社CURIOUS WORLD
京栄社株式会社
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社
クリア電子株式会社
国文学研究資料館 古典籍共同研究事業センター
コニカミノルタ株式会社
株式会社シーエスイー
株式会社シー・エス・シー
株式会社シー・オー・コンヴ
株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア
株式会社JECC
株式会社システムディ
JATO ジャトー株式会社
株式会社シンプルエデュケーション

スキャネット株式会社
株式会社Smarky
ソースネクスト株式会社
ソニーマーケティング株式会社
Dynabook株式会社
テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー
凸版印刷株式会社
株式会社ナテック
日経BP/日経BPマーケティング
(一社)日本教育情報化振興会(JAPET&CEC）
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
株式会社ネットアドバンス
NOCC
株式会社ハイパーブレイン
BPS株式会社
広島県教科用図書販売株式会社
ブリタニカ・ジャパン株式会社
株式会社ブレインアカデミー
株式会社ブレインテック
株式会社ブレンディングジャパン
株式会社プロディライト
株式会社ポプラ社
株式会社マトリックスコミュニケーションズ
モノグサ株式会社
株式会社ユニティ
株式会社ワコム

デジタル教科書コーナー
株式会社教育芸術社
新興出版社啓林館
数研出版株式会社
株式会社大修館書店
株式会社帝国書院
東京書籍株式会社
日本文教出版株式会社
光村図書出版株式会社

第6回

e ラーニング・トレンド・フェア

アルー株式会社
株式会社アルゴ
株式会社デジタル・ナレッジ
日本イーラーニングコンソシアム(eLC)/
マイクロラーニングコンソシアム(mLC)
株式会社ネットラーニング
株式会社WARK

第 2 回 幼児教育と保育の情報化展
株式会社エステム
株式会社ダイワホーサン
ミズノ株式会社
株式会社ミマモルメ

下記の申込様式内にある各項目に該当
する内容を入力のうえ、事務局へご提
出ください。※なお、ご覧になる環境に
よっては入力できないことがあります。
その場合は事務局までご連絡ください。

主な出展規程
1

߾ࢧڴೱ

9

߾ӕഐޤǼ߾ࢧࠟڴǸూږݨȟӫǤþࠞ൮͝ǻǓǕþݨൣե̠ǳǸ
ঝþɕȡȯȹþCɡĘɫǷǶǻਬǸȕȗળ߾ǤǳǜǭǢǑÿ
Į߾ࢧࠟڴঝ౫रį
ýҸआՑ͑GARݨൣեĦѶހЕޢɆɬɓ৫۹Ȩȯȹɗɭħ
ýţ32.+...6৫۹݆ੈρք৫ॖ/+0+/3
ýRcjă.4+4722+77/6
ýD_vă.4+4722+77/0
ýC+k_gjăiwmsgisgar>rtmc,am,hn

2

3

10

11

12

13

ݨൣեǙ߾ࢧࠟڴȟ߅ฺؽþ߾อվǻउԟࠟȟঝ౫ǤȋǦǻǴþ0.00உ
4ר1.&ඊ'ȋǴǸࡏएڴǻבڝվѝȟ݊પٕۖȋǴࢠȗڴȍȏǻǵǤȋ
Ǧÿ߾อվȟӜȋǴǸಛȜǷǑࡸڝǼþ߾ࢧڴȟȗࡏǤǵǦȘࡸڝ
ǙǏȗȋǦÿ
ǷǗþ߾อվȟҾȎþമݸЕǸҸǦȘग़ǳǻउԟǸǘǘȘࢠࣞڴอǼþ
߾ޤǙ౿ਖǦȘȏǻǵǤȋǦÿ

6

14

Жýඣýอ
߾อվ&ࡏएבڝվѝ'ǻ3.#

0.00உ4ר/̲ڕ

߾อվĦࡏएבڝڴվѝħǻग़ѝ

4+1ЖඣอվǼþЖඣעપؽþǮǸಛǓȏǻǵǤȋǦÿ

7

ۙޤǸȕȘ߾ࢧֺڴඣǻȗࡏǤ
5+/ýۙޤǼþ߾ޤǙϠӫǻࡸڝǸмଔǦȘǵǚþ߾ࢧڴǻֺඣȟȗ
ࡏǦǠǵǙǴǚȋǦÿ
5+/+/߾ޤǗȕȀՂଭ߾ޤǙഏਦþഏਦ͟þഏਦҸֲޤþഏਦҸֲӋ
դþওЕϔଗþ௷ޢЕૈࣲǵ௵൰ǤǬࡸڝ
5+/+0߾ුǙݸЕЭۙݏĂඌૈǸήȜǷǑࡸڝ
5+/+1Ǫǻূþ߾Ǚਗ਼Ǥǜ౪ঐτǵȎȖșȘࡸڝ
5+0ýॖږǸǳ߾ࢧֺڴඣǙȗࡏǢșǬࡸڝǴȏþ߾ޤǼݨൣեǸ߾
อվ&ࡏएבڝڴվѝ'ȟಛǑþѦȗଔǳǳǑǬ߾࠺ҶǼþݨൣե
ǸȕǰǳढǷೱǴܺෟǴǚȘȏǻǵǤȋǦÿ

8

߾࠺Ҷ̴ਸǻעપ
߾࠺Ҷ̴ਸǻѦȗଔǳǼþ߾ࢧڴǻࠕఎȑ࠺ҶࣞþݸුþЕࡸǻࣶٳ
ଗȟҊ̮ǤǬǓǕǴþۙޤǸǳעપǦȘȏǻǵǤȋǦÿȋǬþۙޤǼþ
ْݸϰٖࡱȑࡸޤବॆþࡏഛଗҸֲํǷǶǵࡔڝǤþΥѬǘǱ̪ग़Ƿ΅Ί
ࡱూǵ௵ǤǬࡸڝǸǼþעપؽǴǏǰǳȏ߾࠺Ҷ̴ਸȟٯȟǴǚȘȏ
ǻǵǤȋǦÿ

（株）テレビ大阪エクスプロ
お問い 関西教育ICT展事務局：
合わせ 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-2-15
TEL 06-6944-9918

FAX 06-6944-9912

E-mail kyouikuict@tvoe.co.jp

ݸЕЭۙǻٯĂੈݑ
/2+/ۙޤǼþۦǗȕȀമږǸપȎȘǪǻূǻ౪Ϩ٩ǸȕȗݸЕǻЭ
ۙǙਗ਼Ǥǜڸ୭ǵǷǰǬࡸڝþЕӜĂЕࡸȟٯþݸӪൿǻߺ࠺þȋǬ
ǼЭۙȟੈݑǦȘǠǵǙǏȗȋǦÿۙޤǼþǠǻעપǗȕȀڊޒǸȕ
ȗధȘ߾ޢǸऀǥǬিдȑෟǻণϧþǪǻূ౪ฆǷݨǸҹȘǷǶ
ǸǦȘ͔ढǻझȟ౿ȜǷǑȏǻǵǤȋǦÿ
/2+0ЕӜٯǻȗ̟ǑǸǱǑǳ
ýý߾ࢧڴȌǼþٯǢșǬЕӜଗǸǱǑǳරْǵǤþЕӜٯǷǶȟซශ
ǵǤǳ߾ȟࡏǦǠǵǼǴǚȋǨȠÿ
/2+1߾อվǻೊվǸǱǑǳ
ýýۙޤǙݸЕЭۙȟݨॖǸੈݑǤǬݰǼþӛ߾อվǘȖϠӫǸપ
ȎȘվѝȟೊվǤȋǦÿǪǻ۱þրࣞڴࢠڊอǼ߾ޤǻ౿ਖǵǤȋ
ǦÿȋǬþۙޤǙЕӜٯĦΪӜħȟڊǰǬࡸڝǼþȑȍȟ଼ǷǑࡸڝȟ
ࠪǚӛ߾อվǻೊվǼڊȜǷǑȏǻǵǤȋǦÿ

4+/߾ࢧֺڴඣࣶตؽǸþࢧڴǻЖඣȋǬǼࢧڴුǻٯ
Ħࢧ࠺ڴҶࣞǻ܃
ؒǷǶħ
Ǽ؎ফǵǤǳȎȖșȋǨȠÿȑȍȟ଼ǧþࢧڴǻЖඣȋǬǼࢧڴ
ුǻٯȟڊǓࡸڝǼþǪǻซශǷǶȟ൰ӫǤǬಬࠟȟݨൣեǸળ߾Ǥþ
ࡁ৾ȟ଼ǬࡸڝǸȎȖșȘȏǻǵǤȋǦÿ
4+0߾ࢧڴહढǻ
Ħ0.00உ3ר/2ħ
̲ڕþȑȍȟ଼ǧ߾ࢧڴǻЖඣþ
ࢧڴුǻٯȟڊǓࡸڝǸǼþϠӫฺǸ߬ǰǳþЖඣอվȟࢧǤ߅ǞȘ
ȏǻǵǤȋǦÿ

0.00உ3ר/2ǘȖ3ר1/ȋǴ

িдிࠬ
߾ޤǼþ߾ࢲݻޤȋǬǼ߾݊ޤપǻդޤǷǶǻ৩ซࢷǻ౪̽þǪǻূ
ǻซශǸȕȗþݸЕࡸधయȋǬǼݸЕ״নಞȏǤǜǼࢷࢲǷǶǸǤǳ
ǕǬ͔ढǻিдǸǱǑǳझȟ౿ǓȏǻǵǤȋǦÿ߾ޤǼ؉ǸϧǦȘǷ
Ƕþ߫ಠǷ܊ȟڌǥǳǜǭǢǑÿ

߾ࢧڴǻЖඣ

ࠟർǸȕȘЖඣǗȕȀٯઌਰȟ߅ซǤǬ

ݸಞଗǻҩซǵ൸झ
߾ޤǼþ௺ǘȖЕӜþ௺߾ǻग़ӜҶੈþझȟȏǰǳ߾ȹɚĘȹǸࡻ
ǤþݸಞǻنþͅݯҩซȑࡸޤȅǻτǸǏǬȘȏǻǵǤȋǦÿ
ۙޤǼדయ͟ȟவਸǦȘǷǶǤǳЕࡸग़ǻҩซĂग़ǸǏǬȗȋǦǙþ߾
࠺ҶǸधਸǢșǳǑȘݸಞଗȅǻۦþ౪Ϩ٩þ୭þಪފǷǶǻ؎
͠ǸȕȗऀǥȘিފȋǬǼিдǸǱǑǳþǪǻझȟ౿ȜǷǑȏǻǵǤȋǦÿ

߾ࢧڴહढ

߾อվǻಛǑೱ

߾ಞǗȕȀݸছࢊǸҸǦȘӪࣱ
//+/ۙޤǼþ߾ޤǙ߾ࢧࠟڴǻ߾ුกǸӫ۰ǤǬුþȋǬǼþ߾
࠺ҶǸधਸǢșǬݸಞȑছࢊಞଗǸǱǑǳþݸЕЭۙݏĂඌૈ
ǸήȜǷǑǵ௵ǤǬࡸڝþǪșȖȟ߾ޤǸԬǢǨǬȗþ߾ȟԯక
ǴǚȘȏǻǵǤȋǦÿǷǗþǪǻࡸڝþۙޤǼþԬෟǻ౿ਖȑ߾อ
վǻೊվǸǱǑǳþ͔ढǻझȟ౿ǑȋǨȠÿ
//+0ݸছࢊǸǱǑǳþսๅ࠺Ҷǻ߾ޤǘȖֈࡼǙ߾ǬǵǚþۙޤǙݸЕ
ȟ΅ΊǦȘตࡸǘȖǪǻছࢊුȟٯǦȘూǙǏȘǵ௵ǤǬࡸڝþ
мଔǦȘ߾ޤǼǪǻছࢊුȟٯǤǷǞșǽǷȗȋǨȠÿȋǬþǪǻࡸ
ڝǸ௧ऀǦȘෟଗǼٯȟउǢșǬ߾ޤǙ౿ਖǦȘȏǻǵǤȋǦÿ

0.00உ3ר/1
Ħվħ
ǬǭǤþࡱӫહढ̲ॖǴǏǰǳȏþ߾ࢧڴǙપ࠺ҶࣞǸਅǤǬࡸڝþࢧǤ
ڴȌȟહȎढȘࡸڝǙǏȗȋǦÿ
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߾࠺Ҷǻ͢ǚ૭ǤĂ࠺Ҷছࢊ
߾࠺ҶǼ/࠺ҶǏǬȗ7ĦҶٕ1kĻςڊ1kħǵǤȋǦÿๅतǦȘ߾ޤǙǏ
ȘࡸڝǼþಓ1kĻژǢ0,5kǻಽർɑɍɫȟधਸǤǬࢁǴ͢ǚ૭ǦǠǵǵǤ
ȋǦÿǬǭǤþѓ࠺ҶǻࡸڝǼþઌർǸɑɍɫȟधਸǤȋǨȠÿ
ࡱӫǸપȎǬු̲вǸছࢊȟǦȘࡸڝǼþೀǸપȎȘছࢊӪસĦ0.00உ4ר
ࡱࠊڶ௧પħǸήǰǳ࠺ҶছࢊȟڊǓȏǻǵǤȋǦÿ

߾ࢧڴǻֺඣ
߾ࢧޤڴĦ̲Ϡþ߾ޤħǙݨൣեǻપȎȘষǚȟڊǑþ߾ࢧǤڴȌĦ߾
ࢧࠟڴǻঝþɕȡȯȹঝ࢘þCɡĘɫঝ࢘ǷǶǻਬǸȕȗળ߾ħȟݨൣե
Ǚ߅ฺǤǬݰǴ߾ࢧڴǻֺඣࣶตǵǤȋǦÿ
ǬǭǤþǪǻ߾ޤǙ߾ݣьȟݯǬǷǑþȋǬ߾ුǙݸЕЭۙ߁ݏĂඌૈ
ǸήȜǷǑǵݨൣեǙ௵ǤǬࡸڝǼþ߾ȟԯకǦȘǠǵǙǏȗȋǦÿ

4

߾ޤǼþѦȗଔǳȖșǬ࠺Ҷǻग़ಊȋǬǼ͔ಊȟ৬ޤܢǸࢅ૭ĂৣȏǤǜ
Ǽ߾ޤঐطǸǗǑǳيҙǦȘǠǵǼǴǚȋǨȠÿ

Ղଭ߾ޤǻȗ̟Ǒ
0Ǳ̲ࡱǻӋդĂਦǙՂଭ߾ȟǦȘࡸڝǼþ؎ফǵǤǳ/ǱǻӋդĂਦǙ৩
Ǥǳ߾ࢧڴȟڊǑþ߾อվǷǶǻउԟȟǼǥȎǵǦȘݨൣեǘȖǻ
ǼþǦȆǳ৩ࢧޤڴǻޒൣਖଔޤǸǻȌڊǓȏǻǵǤȋǦÿ
Ղଭ߾ȟڊǓӋդĂਦ൮ǼþࢧݰڴǸݨൣեǸઌਰǤǳǜǭǢǑÿǪǻઌਰ
ǙǷǑࡸڝþۙޤǙࣱ܂ǦȘ͝ܒಞଗǸ൮࡚Ǚׁ۰ǢșǷǑࡸڝǙǏȗȋǦÿ

࠺Ҷǻৣଗǻմݑ

ݸЕЭۙੈݑȟעપǤǬ

ೊվǻѦڝ

0.00உ3ר/1ȋǴ

߾อվǻ/..#

0.00உ3ר/2〜 0.00உ4ר1.

߾อվǻ6.#

0.00உ5ר/〜 0.00உ6ר/

߾อվǻ5.#

0.00உ6ר0〜 0.00உ6ר1
Ħ௺ĂधΊħ

߾อվǻ3.#

0.00உ6ר2
ĦЕӜࠗħ

߾อվǻ1.#

0.00உ6ר3
ĦЕӜۛߘĂ௺߾ӜҶħ

߾อվǻ.#

/2+2౪Ϩ٩ǸǱǑǳ
ýýषþഏବþ௷þþɆɭþϴۦþ௧þ࣏ٵþ୭þд̽ǸȕȘিдþ
ȹɈɩȤȭþตࣱؚþٍþ৬ޤܢǸȕȘ́ڊݑۍþڧഛþِߞΘऀǸ
ҸȜȘշԜݨþڧȋǬǼೱِՂਦǻ́ڊȋǬǼӪࣱǷǶþۙޤ
ǻȳɳɈɭĘɫǻԘǽǷǑǏȖȓȘ؎͠ȟǑǑȋǦÿ
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߾Ӫસଗǻࠓ
߾ޤǼþۙޤǙપȎȘ߾ӪસȑছࢊӪસþݸЕ΅Ίೱ
Ħ̲ϠþӪસଗħ
ȟࠓǤþূǻ߾ޤǻഊǟǸǷȖǷǑȕǓǸݸȟڊȜǷǞșǽǷȖǷǑȏ
ǻǵǤȋǦÿۙޤǼӪસଗȟ͋௷ǤǬ߾ޤǸǤǳþǪǻ࣯ࣽǵþࡸڝǸ
ȕȗԬȟ൯ǥȘǠǵǙǴǚȘȏǻǵǤȋǦÿ
ȋǬþ߾ޤǼþЕࡸݎधǸෟǢșȘǦȆǳǻࡏഛǗȕȀ̪ग़ǸҸǦȘӪĂ
̽ږݨȏࠓǤǷǞșǽǷȗȋǨȠÿ

http://www.kyouikuict.jp

