インタラクティブユニット

eB-P・e- 黒板アシスタントVer.2.5
Windows Vista 対応

黒板が あっという間に e-黒板 に！

外部操作シートで簡単操作！
コンピュータ操作が
簡単、書 き 込 み・
拡大表示も

O
K
!

コンピュータを意識させない簡単
インタラクティブユニット

マウスペン
外部操作シート
パソコン
プロジェクター

専用のユニットで教室の黒板があっという間にｅ-黒板に！
外部操作シートで簡単操作！初めてでもＯＫ!
拡大ボタンで小さな文字でも大きく共有！
ボタンを押せばすぐに書き込みペンに！
授業を補助する便利なスクールスタンプ集付
（100点）
動画・静止画記録で予習・復習等の利用も

インタラクティブユニットeB-P＋e-黒板アシスタント
7-177-1025

¥134,800
（ ¥141,540）

7-177-1029

¥140,000
（ ¥147,000）

7-170-0034

¥95,000
（ ¥99,750）

▶eB-P+e-黒板アシスタントV2.5セット
（専用ケース付き）

税込

▶eB-P

税込

NEW

税込

▶eB-P+e-黒板アシスタントV2.5セット

製品構成 ●ユニット×1個●プロジェクションペン×1個●USBケーブル（4.4m）●吸盤付ブラケット
●マグネット付ブラケット●ソフトウェアCD×1枚●取扱説明書●保証書●単三電池×1本
■eB-P基本仕様
入力操作方法

■eB-Pコンピュータ動作環境
OS

超音波、赤外線

インターフェイス USB

CPU

有効記録範囲（最大） 1800（幅）×1200（高さ）mm
寸

法

質

量

160（幅）×160（奥行）×30（高さ）mm
約150g

HD
その他

Windows 2000 ／ XP ／ Vista
PentiumⅢ 500MHz以上
32MB以上の空き
CD-ROMドライブ（ソフトウェアの
インストール時に必要）、USBポート

※eB-Pのみでも、コンピュータ操作・書き込みが可能です。

ほかにもあります。
ウチダのe-黒板
（電子情報ボード）

ライン ナップ
付属のペンで誰でも簡単に操作ができる!

専用ケース

コンピュータ操作に特化したタイプ

ボード型
IS-80
●大型80型スクリーンタイプ
●上下昇降機能
●付属品 保管ボックス付き
7-177-1026

¥387,800（ ¥407,190）

7-170-1100

¥348,000（ ¥365,400）

IS-80

税込

設置も簡単。
PCとの接続はUSBケーブル1本でOK

税込

IS-80+e-黒板アシスタントV2.5セット

e-黒板。

チョークを利用するようにコンピュータを操作できます！
2つの
ら
モードか
！
選べます

e-黒板アシスタントの主な機能

共同作業にも使える拡大機能
ポイント

①すぐ簡単に使える基本機能だけがほしい！という先生は
簡単モード
（青色部分のみ使用）

書き込み・消去、拡大等のよく使
用する基本的な機能が使えます。

②色んな機能を活用したい！という先生には
詳細モード
（全シート使用）

動画・静止画の記録・再生等
の機能が加わり、より授業での
活用の幅が広がります。

マウス機能によってe-黒板（電子情報ボード）上で、直接
画面を操作。また拡大機能等も活用することで、より見
やすい、効果的な授業が可能になります。

例えば資料集や地域の地図等をプ
ロジェクタで表示し、拡大機能によ
り任意の箇所を拡大して提示し、拡
大して見せたい部分を電子ペンで
補足説明することができます。
e-黒
板アシスタントV2では拡大した箇
所を電子ペンで記述したり、指定し
た拡大箇所の移動ができるほか、
拡大部分を元に戻しても書いた記
述が画面上に残るので先生の授業
での活用範囲が広がります。

（拡大ボタンを押す）

プレビューウィンドウ

便利な黒板としても使えるホワイトボード
ペン機能・消去機能により、表示された画面への書き込み
や指定した範囲の消去が可能です（全消去も可）
。動画再生
中の書き込みも可能なので
「伝わる」
さらに
「わかる」
授業を
支援します。また、ボタンを左右になぞることにより線の太
さ・消去の方法
（部分消し）
が可能になります。

ポイント

板書に便利なホワイトボード機能。複数枚使用（最大10枚
まで可能）することが可能なので、グループの発表等に便
利です。また三角定規・分度器・日本地図といった板書で使
えるスクールスタンプ集（100点）
を用意しておりますので、
すぐに教材として活用できます。
先生がパソコンで表示したコンテンツや板書を、動画・
静止画として記録・再生できます。授業のポイントを
静止画として記録しておけば、ふりかえりに活用できます。
また、事前に書き順などを記録しておけば簡単な教材と
しても活用いただけます。

ふり返りや復習で利用できるスライド機能
ポイント

※特許出願中

7-177-1020

税込

▶e-黒板アシスタントV2.5

¥39,800
（ ¥41,790）

e-黒板アシスタントは、e-黒板（電子情報ボード）をより快適にお使いいただく
ための便利ツールです。
e-黒板とセットでご利用ください。
製品構成 ●ソフトウェアCD×1枚●操作シート×1式●取扱説明書
■e-黒板アシスタント動作環境
OS
CPU
メモリ
HD
インストール容量
対応機種

Windows 2000 ／ XP ／ Windows Vista
Pentium-4 1.4GHz,Pentium-M 1GHz 以上
128MB以上（256MB以上推奨）／ Windows Vistaは1024MB以上
1GB以上の空き（10GB以上推奨）
120MB以上（10GB以上推奨）
eB-P ／ eB-3 ／ IS-80 ／ IS-80BT ／ TG-520RC
（インタラクティブセット）／ IB-72 ／ IB-6
※操作シートは対応機種以外では動作いたしません

■電子情報ボード
（e-黒板）
がない所でも、
PCのみでもお使いいただけます。

※パソコン画面内の操作パネルのみの利用となります。

e-黒板アシスタントV2ではホワイ
トボードをさらに使いやすくしまし
た。ホワイトボードの背景色を変更
したり、授業で利用する100種類以
上のテンプレート（背景画）を標準
装備。電子ペンやチョークを利用
して補足できるので、授業で簡単
に利用することができます。

その日の授業で見せていたポイン
トとなる箇所をカメラボタンを押
すことにより電子データとして保
存ができます。さらに保存したデー
タをふり返りや復習等で必要な箇
所を繰り返し見せるなど再利用が
できるので、子どもたちの理解度向
上に役立てることができます。

簡単キャリブレーション
ポイント

授業中に投影した画面がずれたとしても簡単キャリブレーションに
より画面位置の再設定が行えます。

コンピュータ操作＆ホワイトボードの取り込みができるマルチタイプ

ユニット取付型
eB-3

ボード型
IB-72

●ホワイトボードや
黒板に設置できるユニットタイプ
¥138,800（ ¥145,740）

IB-72+e-黒板アシスタントV2.5セット

7-170-0030

¥99,000（ ¥103,950）

税込

7-177-1028

税込

eB-3

税込

eB-3+e-黒板アシスタントV2.5セット

●スクリーンとホワイトボードの
表裏2面タイプ
●付属品 収納ボックス付き
¥337,800（ ¥354,690）

7-170-0029

¥298,000（ ¥312,900）

税込

7-177-1027

IB-72

e-黒板アシスタントを利用したシーン例
scene

1

scene

2

ホワイトボードを使った効果的な教材提示

scene

拡大表示と書き込み

3

scene

授業ポイントの記録・保存と振り返り

4

授業前の資料作成・準備への活用

□□㎝
□□㎝

次の授業

おはじきや地図・分度器などの素材を

小さな文字や図形を拡大して共有する

使いながら、視覚的に「わかる」
「伝わる」 ことができます。
授業を実践！

授業のポイントを書込み、保存し、さらに 「デスクトップ操作シート」
やカメラムー
次回の授業で振り返ることができます！

ビーを活用して、事前にオリジナル教材

拡大した図面にも書き込み可能！

の準備ができます！

あると便利な関連別売品

スクールスタンプ集

授業で使えるイラストが15ジャンル900点!!
■授業にあわせた教材が簡単に作れます！
■イラストを「選んで貼るだけ」の簡単操作で日頃お使いのプレゼン
ソフトやワープロソフトがデジタル教材に早変わり。
■授業で活躍する教具などのイラストを900点以上収録しています。
■e黒板と組み合わせれば板書の手間が省け、授業の効率化が期待で
きます。
税込

￥8,200（ ￥8,610）
￥40,000（ ￥42,000）
￥60,000（ ￥63,000）
￥80,000（ ￥84,000）
￥5,000（ ￥5,250）

単品

税込

25ライセンス

税込

50ライセンス

税込

学内無制限

税込

4-810-2426
4-810-2431
4-810-2432
4-810-2433
4-810-2427

先生個人用

簡易教材提示装置ビューパ・DS

書けるマグネットスクリーン

光源の映りこみがなく、
明るく・広視野角なスクリーンです。

デジカメ機能搭載！
大事なシーンを記録・
再生が可能！

付属品

■マーカーで書き込みができ、専用イレー
ザーにより簡単に消去できます。マグ
ネット付樹脂バー付きなので、貼り付け・
巻き取りも簡単。

特殊PETフィルム
SM-64K

税込

SM-70K

￥22,050）
￥34,440）
￥35,700）
￥39,900）

税込

￥21,000（
￥32,800（
￥34,000（
￥38,000（

SM-60KN

税込

7-157-0043
7-157-0045
7-157-0041
7-157-0042

VP-DS 本体

ホームページ

￥76,000（ ￥79,800）
￥85,800（ ￥90,090）
税込

VP-DS ケース付

税込

7-137-0142
7-137-0143

ウチダホームページアドレス

http://school.uchida.co.jp/

税込

※黒板モード付ではないプロジェクターの場合にご使用
SM-80K
ください。
●スクリーン寸法：SM-60KN/1102×820mm（約53型）
、SM-64K/1306×

970mm（ 約64型 ）
、SM-70K/1500×1120mm（ 約73型 ）
、SM-80K/1770
×1120mm（ 約 ワ イド80型 ）● 質 量：SM-60KN/1.5kg、SM-64K/2.8kg、
SM-70K/3.8kg、SM-80K/4.2kg●付属品：マグネット携帯ケース、マーカー 3
本（黒・赤・青）
、専用イレーザー、面ファスナー

環境マネジメントシステム規格

は
●
●

品質マネジメントシステム規格

・

潮見オフィス ●新川オフィス
大阪支店 ●北海道支店 ●九州支店

ご用命は信頼ある……

●

認証取得企業です。

マ ー ケ テ ィ ン グ 本 部

教育システム事業部
東京 〒１３５-８７３０ 東京都江東区潮見２-９-１５
東日本機器営業部
０３
（５６３４）
６２８０
０３
（５６３４）
６４０２
ICT東日本第１営業部
ICT東日本第２営業部
０３
（５６３４）
６４０６

大阪 〒５４０-８５２０ 大阪市中央区和泉町２-２-２
西日本機器営業部
０６
（６９２０）
２４８０
ICT西日本営業部
０６
（６９２０）
２６４１

札幌 〒０６０-0041 札幌市中央区大通り東３-１
北海道営業部
（２１４）
８６１１
０１１

福岡 〒812-8692 福岡市博多区博多駅南１-１４-１４
九州営業部
０９２
（４８２）
５８５０

名古屋 〒４６０-０００２ 名古屋市中区丸の内１-１７-１９ キリックス丸の内ビル２階
中部営業部
（２２２）
７２５５
０５２
＊当カタログ掲載内容（仕様、価格等）は諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
DS・2274-3・0902Mi300SH

