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蓄積した知見を具現化

まるで “文房具”のように使いやすく

堅牢なパソコンで
円滑なICT活用教育をサポート
GIGA スクール構想の実現に向け、全国の小中学校で進められてきた1 人 1 台の学習向けパソコンの導入。ここで大きな
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法人向け以上の堅牢性を実現
長時間使えるバッテリーも装備
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になっていくでしょう。そのためには

このようなICTの提供を通じて、弊社

