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報道関係各位

 

文教市場向け
 

サイレックス・テクノロジー株式会社
インタラクティブ画像伝送対応無線
荷開始いたします

本製品はインタラクティブ画像伝送対応無線
に、文教市場向けの無線
像提⺬までの時間を大幅に短縮した『
搭載されています。

学校のICT
生徒へのタブレット端末
はもちろん、児童・生徒の端末を
求められています
します。 

 
●瞬速切り替え機能

授業中に
プレイへ
切り替わりの時間を待つことがないので、
止めることがありません
 
 
 
 
 
 
 
 

●生徒画⾯の選択表⺬
教員のタブレットから授業に参加している児童・生徒の
タブレット画⾯をサムネイル表⺬。
ワンタッチで児童・生徒の画⾯を全画⾯表⺬することが
できます。
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いたします。 
インタラクティブ画像伝送対応無線

文教市場向けの無線LAN
像提⺬までの時間を大幅に短縮した『
搭載されています。 

ICT 化に伴い、多くの自治体では
タブレット端末の導入が検討されています。

はもちろん、児童・生徒の端末を
求められています。『SX Virtual Link Display for Education

●瞬速切り替え機能 
授業中にタブレットの画⾯を
プレイへ瞬時に表⺬することができます。
切り替わりの時間を待つことがないので、
止めることがありません

●生徒画⾯の選択表⺬ 
教員のタブレットから授業に参加している児童・生徒の
タブレット画⾯をサムネイル表⺬。
ワンタッチで児童・生徒の画⾯を全画⾯表⺬することが
できます。 

 
Vol. 183 

サイレックス・テクノロジー
無線LAN 環境

サイレックス・テクノロジー株式会社
インタラクティブ画像伝送対応無線 LAN

インタラクティブ画像伝送対応無線
LAN 環境支援ツール『

像提⺬までの時間を大幅に短縮した『瞬

化に伴い、多くの自治体では
の導入が検討されています。

はもちろん、児童・生徒の端末を複数画⾯
SX Virtual Link Display for Education

タブレットの画⾯を、電⼦⿊板等の大型ディス
に表⺬することができます。

切り替わりの時間を待つことがないので、
止めることがありません。 

 
教員のタブレットから授業に参加している児童・生徒の
タブレット画⾯をサムネイル表⺬。
ワンタッチで児童・生徒の画⾯を全画⾯表⺬することが

サイレックス・テクノロジー
環境支援ツール『

サイレックス・テクノロジー株式会社(本社：京都府精華町、代表取締役
LAN アクセスポイントの新製品、『

インタラクティブ画像伝送対応無線 LAN
環境支援ツール『SX Virtual Link Display for Education

瞬速切り替え機能』をはじめ、授業での活用をより容易にするための各種機能が

化に伴い、多くの自治体では公立の小・中・高等学校の普通教室への
の導入が検討されています。

複数画⾯同時に表⺬することによって
SX Virtual Link Display for Education

電⼦⿊板等の大型ディス
に表⺬することができます。 

切り替わりの時間を待つことがないので、授業の進行を

教員のタブレットから授業に参加している児童・生徒の
タブレット画⾯をサムネイル表⺬。 
ワンタッチで児童・生徒の画⾯を全画⾯表⺬することが

サイレックス・テクノロジー、『SX-ND
支援ツール『SX Virtual Link Display for Education

本社：京都府精華町、代表取締役
アクセスポイントの新製品、『

LAN アクセスポイント
SX Virtual Link Display for Education

替え機能』をはじめ、授業での活用をより容易にするための各種機能が

小・中・高等学校の普通教室への
の導入が検討されています。タブレットのコンテンツを大型ディスプレイへ表⺬すること

同時に表⺬することによって
SX Virtual Link Display for Education

電⼦⿊板等の大型ディス 

授業の進行を 

教員のタブレットから授業に参加している児童・生徒の 

ワンタッチで児童・生徒の画⾯を全画⾯表⺬することが 

ND-4350WAN Plus
SX Virtual Link Display for Education

本社：京都府精華町、代表取締役社⻑：河野
アクセスポイントの新製品、『SX-ND

アクセスポイント『SX-ND
SX Virtual Link Display for Education

替え機能』をはじめ、授業での活用をより容易にするための各種機能が

小・中・高等学校の普通教室への
タブレットのコンテンツを大型ディスプレイへ表⺬すること

同時に表⺬することによって比較学習を行うといった学習スタイルが
SX Virtual Link Display for Education』ではこれらの用途に

 

 

サイレックス・テクノロジー株式会社

4350WAN Plus』および
SX Virtual Link Display for Education

社⻑：河野 剛士、以下
ND-4350WAN Plus

ND-4350WAN
SX Virtual Link Display for Education』と連携した製品です。

替え機能』をはじめ、授業での活用をより容易にするための各種機能が

小・中・高等学校の普通教室への無線LAN
タブレットのコンテンツを大型ディスプレイへ表⺬すること
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●生徒画⾯の
児童・生徒の画⾯を選択して最大
表⺬することができます。
比較学習をス
の考え方に触れることにより、
されます。

 
 
 
 
 
●生徒画⾯への注目画⾯表⺬

児童・生徒のタブレットに「
と注意喚起メッセージを
の操作を

 
 
 
 
 
 
 
 
SX-ND-4350WAN Plus
http://www.silex.jp/products/netda/sxnd4350wan_plus.html?pr=150918
 
 
 
サイレックス・テクノロジーについて

サイレックス・テクノロジー株式会社
ウェア・ソフトウェアの技術を核とした研究開発型企業です。
プリンタや
な接続性が求められる機器にもネットワークやワイヤレスのノウハウを活かした製品を提案し、ビジネスの幅を広げ
ています。品質基準を厳格に保つため、設計・開発・生産・品質保証といった一連のプロセスを「けいはんな本社」
に集約しています。海外パートナーとの連携や新市場開拓、新技術の情報収集・開発などグローバルなビジネス展開
のため、北米・欧州・中国に拠点を設けています。

 
・記載された社名及び製品名は、各社の商標または
  
【本プレスリリースに関するお問合せ先】

■サイレックス・テクノロジー株式会社
PR 担当窓口：
E-mail：press@silex.jp
Tel. 0774

Twitter
http://twitter.com/silex_marcom
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●生徒画⾯の4 分割表⺬
児童・生徒の画⾯を選択して最大
表⺬することができます。
比較学習をスムーズに行えるので、他の児童・生徒
の考え方に触れることにより、
されます。 

●生徒画⾯への注目画⾯表⺬
児童・生徒のタブレットに「

注意喚起メッセージを
を制限し、より授業に集中させることができます。

4350WAN Plus
http://www.silex.jp/products/netda/sxnd4350wan_plus.html?pr=150918

サイレックス・テクノロジーについて
サイレックス・テクノロジー株式会社
ウェア・ソフトウェアの技術を核とした研究開発型企業です。
プリンタやMFP といった
な接続性が求められる機器にもネットワークやワイヤレスのノウハウを活かした製品を提案し、ビジネスの幅を広げ
ています。品質基準を厳格に保つため、設計・開発・生産・品質保証といった一連のプロセスを「けいはんな本社」
に集約しています。海外パートナーとの連携や新市場開拓、新技術の情報収集・開発などグローバルなビジネス展開
のため、北米・欧州・中国に拠点を設けています。

・記載された社名及び製品名は、各社の商標または

【本プレスリリースに関するお問合せ先】
■サイレックス・テクノロジー株式会社

担当窓口：経営企画
press@silex.jp

Tel. 0774-98-3781 
Twitter：@silex_marcom
http://twitter.com/silex_marcom
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分割表⺬ 
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ムーズに行えるので、他の児童・生徒
の考え方に触れることにより、高い学習効果が期待

●生徒画⾯への注目画⾯表⺬ 
児童・生徒のタブレットに「⿊板に注目してください

注意喚起メッセージを表⺬することで、タブレット
、より授業に集中させることができます。
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