


3年

45,000円（税込）

基本パッケージ



Lenovo IdeaPad D330

学習者用コンピュータ

優れたパフォーマンスと携帯性を両立

Windows 10

タブレットとしても使える脱着型2-in-1

充実のインターフェースを搭載

長時間バッテリー駆動（約14.3時間）が可能

はじめてのPCにぴったり



ストレージ

メモリ

画面サイズ

タッチパネル

CPU

端末名

OS

メーカー名

重さ

保守保証

キーボード

端末管理ツール

バッテリ

カメラ機能

各種接続端子

通信方式Lenovo

IdeaPad D330

Windows 10 Pro

インテル Celeronプロセッサ N4000

eMMC 64GB

４GB

１０．１

マルチタッチ対応（10点）

Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n

インカメラ／アウトカメラ

USB Type-C × 1、Type-A × ２

約14.3時間（JEITA2.0）

610g （キーボード装着時：約１．１ｋｇ）

自然故障保証期間 3年

フルサイズ・キーボード （JIS配列）

Intune for Education

端末詳細仕様



Microsoft 365 Education 
GIGA Promo

日本の教育機関のお客様の GIGA スクール案件限定

MDMツール

✓ 「Intune for Education」でアップデート作業
を支援

✓ オンラインとオフラインの両方の機能を有する
フル機能版Officeが利用できます
＜Windows OS ならではの特長＞

他OSと同じく 事前にキッティングをすれば現地作業なく すぐにご利用いただけます。＋α



自然故障保証

3年間無償

保 証

＜ 24時間365日のコールセンター ＞ 児童生徒、保護者からのお問い合わせも受け付け、自宅への持ち帰り学習も安心です ！Point



SKYMENU Cloud
GIGAスクール版

無償提供するために新規開発

授業支援システムクラウド型教育プラットフォーム

プログラミング教材「みんなでプログラミング」

プレゼン作成「Adobe Spark」

学習コンテンツ「eboard」

授業記録システム「BANSHOT」

認証基盤（シングルサインオン）



基本パッケージ

Lenovo
IdeaPad D330

Microsoft 365 
Education 

GIGA Promo

SKYMENU Cloud
GIGAスクール版

3年保証
自然故障



3年版

8,000円（税込）

応用パッケージ
基本パッケージ



落とす

ぶつける

水没

物損故障

3年保証
予備機は補助金対象外

アクセサリ類も含め、盗難や自然災害にも回数無制限で保証します ！Point



セキュリティ条件が厳しい業界を含む世界10万社以上で活用され、数々の受賞実績を持つ非常に高性能なソフトウェアです。Point

安全なインターネット利用には不可欠

Webフィルタリング付き
アンチウイルスソフト



タブレットを活用した学習活動をサポート

機能一覧

■マイページ
授業の開始／終了
一覧表示、ロック（SKYMENU画面）
SKYMENUアプリケーションの起動、URLの登録／削除
教材作品（一覧表示、アップロード・ダウンロード・削除、配付・提出）
教材リンク

■カメラ活用
静止画・ノート撮影、動画撮影、カメラ切替
QRコード読み取り（コード解析、URLアクセス）

■発表ノート
ペン、蛍光ペン
付箋・カード
素材貼付、オブジェクト操作、方眼、背景編集、画像・動画トリミング
ページ一覧表示、順番入れ替え、ページ間のオブジェクトコピー
資料置き場
印刷、作品管理、スライドショー
配付、提出、回収、履歴表示
グループワーク
学習者によるグループ設定／切り替え
ノート、ページへの同時編集
編集保護、編集者表示
ノートの結合、他の学習者のページ参照・共有

■シンプルプレゼン
スライドの作成、スライドショー
情報活用レベル
履歴表示

■ポジショニング
課題作成（テンプレートからの選択、配付、期限設定）
回答（プロット・テキスト入力、回答履歴の確認、

他の学習者の回答／名前を表示）
分析
回答の一覧表示／合成表示（変化の大きさ、軌跡、
ワードランキング、ワード検索、グループによる分類）

分析する回答履歴の期間設定

■電子連絡板
作成・編集（連絡板の作成、連絡欄の編集）
提示（提示する連絡板の選択、授業開始時に非表示）



物損故障

SKYMENU Cloud
GIGAスクール版

応用パッケージ 3年版

Webフィルタリング付き
アンチウイルスソフト拡張キット

自然故障

3年保証
Microsoft 365 

Education 
GIGA Promo

Lenovo
IdeaPad D330



4年版

23,000円（税込）

応用パッケージ
基本パッケージ



授業単位のデジタルドリル

AIドリルによる個別最適化学習

インターネットが無い環境でも、
持ち帰り学習を実現

※AI機能は中学校のみ



リアテンダント

算数・数学・英語の
プリント約1300枚分を搭載

授業ごとの課題・朝学習・宿題として
様々なシーンで活用可能

オプションで理科・社会も追加が
可能で、宿題配信・管理機能も網羅

中学校ではスタディログをもとに、
個別に最適化された問題を提案

さらなる習熟度アップに向けて、
AIが復習・挑戦問題を出題

小学校では間違えた問題を選び、
効率的な復習が可能に

問題集から解きたいページだけを
選んでダウンロード

インターネット環境の有無に
関わらず、学びを深められる

授業単位のデジタルドリル
AIドリルによる
個別最適化学習

インターネットが無い環境でも
持ち帰り学習を実現

復習問題

挑戦問題

類似問題

問題検索



メニューやアイコンをわかりやすく変換

子どもの学年に応じた漢字表記

Microsoft Officeに慣れ親しめる

Dr.シンプラーから拡張



Microsoft Officeの機能は
そのままに、アイコンや表示名を
変えた「児童向け操作リボン」

直感的で分かりやすいデザインで、
迷うことなく思いのまま作成できる

こどもOffice

対象学年で習う漢字のみをリボンに
表記することで、より使いやすく

学年別辞書により、習った漢字だけで
文章を入力することが可能に

ICT支援員が作成したアイデア満載
の教材テンプレートを用意

各教科・学年別に授業ですぐ使えて、
Microsoft Officeの利活用度UP

メニューやアイコンを
わかりやすく変換

子どもの学年に応じた
漢字表記

Microsoft Officeに
慣れ親しめる



プログラミング的思考の育成

実証研究で培った指導案を提供



ソビーゴ

低学年でも直感的、視覚的に簡単に
取り組める

ゴールに向かってプログラミング的
思考を使い、楽しく試行錯誤

東京都教育庁との約3年間にわたる
プログラミング推進事業の実績

ほぼ毎月の授業実践により培われた
指導案をご提供

豊富な指導案を活用することで、
あらゆる教科でプログラミング教育
を実践することが可能

簡単、楽しい、教えやすい
実証研究で培った
指導案を提供

取り組める教科が豊富

国語 総合 体育

生活 英語



応用パッケージ 4年版

物損故障
自然故障

4年保証

SKYMENU Cloud
GIGAスクール版

拡張キット

Microsoft 365 
Education 

GIGA Promo

Webフィルタリング付き
アンチウイルスソフト

Lenovo
IdeaPad D330



5年版

38,000円（税込）

応用パッケージ
基本パッケージ



バッテリー交換は現地作業を含めて対応 ！ 交換時期は自由に調整いただけます。Point

バッテリーの劣化



応用パッケージ 5年版

物損故障
自然故障

5年保証

SKYMENU Cloud
GIGAスクール版

拡張キット

Microsoft 365 
Education 

GIGA Promo

Webフィルタリング付き
アンチウイルスソフト

Lenovo
IdeaPad D330

バッテリー交換
（作業込み）



教員研修



Sky安心GIGAタブレットを効果的に活用いただくための

動画コンテンツをYouTubeに公開

日本マイクロソフト社と都道府県向けに

集合研修プログラムを実施

※画面はイメージです



応用パッケージ
（4年版）

基本＋ 23,000円

応用パッケージ
（3年版）

基本＋8,000円

基本パッケージ

45,000円

ラインナップ
応用パッケージ
（5年版）

基本＋38,000円

バッテリー交換

リアテンダント

こどもOffice

ソビーゴ

物損故障保証

エフセキュア

Lenovo IdeaPad D330

Microsoft ３６５

自然故障保証

まなびポケット

SKYMENU Cloud

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

※1

※2

※1 Microsoft 365 Education GIGA Promo ※2 SKYMENU Cloud GIGAスクール版



価格について

基本パッケージ（45,000円）にプラス “8,000円” で 「物損故障保証」 と

「Webフィルタリング」 が搭載される『応用パッケージ 3年版』 は大変お得なパッケージです。

『応用パッケージ 4年版／5年版』 は、 補助金45,000円を1年換算した“15,000円” のプラスで

さらに充実した内容をご提供させていただきます。

基本パッケージ 応用パッケージ 3年版 応用パッケージ 4年版 応用パッケージ 5年版

プラス 8,000円

プラス 15,000円

プラス 15,000円



応用パッケージ（5年版）

応用パッケージ（4年版）

応用パッケージ（3年版）

調達パターン（例）

令和7年度
同時にリース満了

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度



ノート・鉛筆のように、安心して普段使いできる

子どもたちにもっと身近な

「Sky安心GIGAタブレット」




