
教育機関のお客様に特別価格で提供 !

校内ネットワークやオンライン学習環境の整備に最適 !

Cisco Meraki 文教向け特別パッケージ

教育機関

採用実績 *1

約 7,000 校

1 人 1 台端末によるデジタル教材の活用など、着 と々デジタル化が進む教育現場。 
それに伴い、校内ネットワークやオンライン学習環境の整備がますます重要になっています。

Cisco Meraki では、補助金を利用できない教育機関のお客様も支援するために、 
特別価格で購入できる「Cisco Meraki 文教向け特別パッケージ」を用意しました。

生徒一人ひとりが ICT で快適に学習できる校内ネットワークおよびオンライン学習環境の構築には、 
ぜひ Cisco Meraki 製品をご検討ください。

端末や通信の見える化と
万全のセキュリティで
安心・安全な学習環境

40 人学級でも快適 !
高速かつ安定した
校内ネットワーク

生徒一人ひとりの端末も
ネットワークとまとめて管理 !
オンライン授業も安心

特別価格で短期導入 !
ICT 管理を兼務する先生も

らくらく運用管理

Cisco Meraki❹つの導入効果

*1　当社調べ。



特別価格で短期導入 ! ICT 管理を兼務する先生もらくらく運用管理

特別価格で購入できるだけでなく、Meraki ならきわめて短期間で
迅速に導入可能。ICT 管理を兼務する多忙な先生でも使いこなせ
る管理ツール「Meraki ダッシュボード」で、初期設定だけでなく運
用管理やトラブル対応も遠隔から簡単に操作できます。

40 人学級でも快適 ! 高速かつ安定した校内ネットワーク

1 人 1 台端末環境ではきわめて多数の端末が接続するため、校内ネットワークには非常に高い性能が求められます。Meraki なら、たとえば 
40 人学級で 40 台の端末が同時に接続しても快適な無線 LAN など、高速かつ安定した校内ネットワークを構築できます。

Meraki クラウド

無線 LAN コントローラや
認証サーバもクラウドで提供

先生、
動画が止まりました !

先生、
何も見えません !

Meraki の校内ネットワーク（Wi-Fi） なら快適 !

複数の校内ネットワークをクラウドで一元管理可能

現場では機器を箱から出してつなぐだけで OK

校内ネットワーク（Wi-Fi） の性能が不十分だと ...

スイスイ快適 !

端末が
多すぎる

高速かつ安定
Wi-Fi 6 対応 !

電波環境も
自動で最適化 !

トラブル対応

初期設定

運用管理

らくらく!

クラウドから設定情報を
自動的にダウンロード

わかりやすい管理ツールで設定管理

Meraki クラウド
認証サーバ

最新の暗号化
WPA3 対応 !

生徒一人ひとりの端末もネットワークとまとめて管理 ! オンライン授業も安心

Meraki なら、ネットワーク機器と同じ管理ツールで生徒の端末も管
理できるため、ICT 管理の負担が軽減されます。生徒の端末のセキュ
リティやアプリを遠隔管理できるだけでなく、紛失対策も可能。オ

ンライン授業や持ち帰り学習でも安心です。

端末や通信の見える化と万全のセキュリティで安心・安全な学習環境

ネットワークに接続している端末や通信内容、通信量を見える化して、

学習や業務に関係がない通信を制限することができます。さらに世

界最高峰のセキュリティで校内ネットワークを保護できるため、先生

も生徒も安心して授業に集中することができます。

Cisco Meraki ❹ つの導入効果

ゲームや SNS には
警告が表示されちゃう

次世代
ファイアウォール

侵入防御
システム

アンチ
ウイルス

コンテンツ
フィルタリング

世界最高峰のセキュリティで安心・安全な学習環境 端末や通信を見える化して制御可能

学習に関係がないアプリの利用を制御可能

端末の場所に応じた管理が可能最も安全な「証明書認証」を導入可能

許可 学習系コンテンツ
拒否 ゲームや SNS

OFF アプリ制御
ON 紛失対策

OFF Web 閲覧制御

OFF 紛失対策

ON アプリ制御

ON Web 閲覧制御

許可 拒否

認証
OK

認証
OK

認証
OK

インターネット

Google Workspace
for Education の
ユーザ情報と
連携可能 !

自動切替

（例）
生徒の
持込端末



 Cisco Meraki 全製品を文教向け特別価格で提供!
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お問い合わせは「Cisco Meraki 文教課」へ !

“ 生徒の端末を管理者が簡単に管理できて
生徒が安全にインターネットを利用できるネットワークソリューションを探していました ”

“ 端末やクラウドの利活用、オンライン講義など、教育現場での無線 LAN の重要性が高まる中、
環境変化に対応する柔軟な拡張性を求めていました ”

“ 無線 LAN は e-ラーニングサービスの生命線ともいえるインフラです。
Meraki によって、生徒がストレスなく学習できる環境が整いました ”

“ 専門知識のない教員でもクラウド上のダッシュボードから簡単に運用管理できることが
Cisco Meraki を採用したポイントでした ”

日本大学高等学校・中学校

“OS などが自動的に更新されるだけでなく、新機能も推奨設定で自動的に実装されます。
管理負荷を高めることなく、投資を有効活用できると感じています”

“Meraki ダッシュボードで、無線 LAN も有線 LAN も統合管理できます。
この便利さを一度でも経験すると、複数のツールでの運用管理を不便に感じてしまいます”

 Cisco Meraki お客様の声

Meraki MR
クラウド管理型無線 LAN アクセスポイント

Meraki システムマネージャ
クラウド管理型 MDM

Meraki MS
クラウド管理型スイッチ

Meraki MV
クラウド管理型セキュリティカメラ

Meraki MX
クラウド管理型 UTM

Meraki MT
クラウド管理型センサー

各製品の仕様など詳細は、次の Web サイトをご覧ください。 meraki.cisco.com/ja-jp

Meraki なら保守もついてて安心

Cisco Meraki 文教向けウェビナーのご案内
最後までご視聴いただいたエンドユーザ様には無線 LAN アクセスポイントを 1 台プレゼント！*

お申し込みは「Cisco Meraki 文教向け特設サイト」から ! meraki.com/schooljp

*　プレゼントには一定の条件があります（学校で ICT を管理されているかた、かつ、Meraki から無償で無線 LAN アクセスポイントを受け取ったことがないかたに差し上げます）。
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