
安心安全設計 硬化ガラス保護パネル製品
 ProLite PB1705S
使いやすさを重視 昇降スタンドモデル
 ProLite B2280HS
【参考出展】 タッチパネル

MousePro Aシリーズ
・停電時も安心！
バッテリー搭載マルチタッチ一体型PC
MousePro Mシリーズ
・事務端末に最適な性能とサイズのスモール
PC

多くのシーンでワイドに使える次世代タブレットPC
11.6型 IPS液晶 高解像度1920×1080

展示予定製品
LuvPad WN1100
・IPSパネル採用で高い色再現性と広い視野角
・アプリや動画の再生もスムーズに行えるパワフルなAMD Z60 APUを
搭載
・2GBメモリ、128GB SSDドライブ、10点マルチタッチ

iiyamaホーム  お知らせ  【イベント報告】「New Education EXPO 2013｣ たくさんのご来場ありがとう
ございました。

2013年6月27日

【イベント報告】
「New Education EXPO 2013｣ たくさんのご来場ありがとうございました。

東京会場 6/6（木）～6/8（土） 3日間、大阪会場6/21（金）～6/22（土） 2日間 に開催さ
れました「New Education EXPO 2013」展示会が無事終了いたしました。
これからも全社員一丸となり、お客様のお役に立つ商品・サービス＆ソリューションを提供して
まいります。

会場の様子

弊社ブース展示予定内容

校務や児童用端末として最適なタブレット・パソコン・ディスプレイのご提案いたします。

●ディスプレイ
環境に、身体に優しいiiyama液晶
タッチパネルや学校環境衛生の基準をクリアした液晶をご紹介します。

展示予定製品

●パソコン
予算と用途に応じたカスタマイズ可能な国産のMouseProパソコンのご紹介します。

展示予定製品

●タブレット

New Education Expo 2013概要

名称 第18回 New Education Expo 2013

会期/会場 東京会場
 2013年6月6日（木）～8日（土） 3日間
 東京ファッションタウンビル 西館2F TFTホール

大阪会場
 2013年6月21日（金）～22日（土） 2日間
 大阪マーチャンダイズ・マート／大阪市中央区大手前1-7-31

主催 New Education EXPO 実行委員会

後援 文部科学省
総務省
経済産業省 国立教育政策研究所
独立行政法人 科学技術振興機構

公式サイト http://edu-expo.org/

本件に関するお問い合わせ

TEL：03-6739-3812
メールでのお問い合わせはこちら

C O N T E N T S

iiyama製品メディア掲載記事一覧
各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ
イに関する記事一覧ページはコチラから▶

テレワークの生産性UP！
テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ
ィスプレイが解決します！詳細はコチラから▶

液晶デジタルサイネージ
iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる
スペシャルサイトはコチラから▶

商品ラインアップ

液晶ディスプレイ

タッチパネル

業務用サイネージ

純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

お客様の声への回答

旧製品一覧

店舗情報

仙台

秋葉原

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

デスクトップPC ノートPC
＆タブレットPC

ゲームPC
(G-Tune)

クリエイターPC
(DAIV)

ビジネスPC
(MousePro)

iiyama
液晶ディスプレイ

周辺機器
＆IoT製品

セール・特集
キャンペーン

アウトレット＆
即納モデル サポート情報 店舗情報 企業情報

iiyama ホーム 製品一覧 スペシャルサイト サポート情報 お知らせ
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