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Tidebreak サポートサービスメニュー

Tidebreak 各PCシステム要件

項目 Windows Mac
OS Windows Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7以降

CPU Dual Core 2GHz以上 Dual Core 2GHz以上

メインメモリー（RAM） 4GB以上 4GB以上

HDD容量 1GB以上 1GB以上

ホストPCリモート操作時：80-400kbps/user 
画面共有実行時：200k-1Mbps/user
アイドル時：10kbps/user

ホストPC要件
項目 Windows Mac
OS Windows Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.7以降

CPU Dual Core 2GHz以上 Dual Core 2GHz以上

メインメモリー（RAM） 2GB以上 2GB以上

HDD容量 512MB以上 512MB以上

クライアントPC要件

項目
対応機器及びOS 7インチ以上の液晶タブレット

Android 4.0以降  Google Chrome browser
iPad/iPad Air/iPad Mini iOS 6以降  Mobile Safari

クライアントタブレット要件セッション中の通信帯域

デモンストレーションや体験版のご用命は、お気軽にご連絡ください。 E-Mail ：  tidebreak-info@princeton.co.jp

・本紙に掲載されている商品情報は、2016年1月時点での参考情報です。
・本紙に掲載されている商品仕様などは予告なく変更されることがあります。
・Microsoft , Windows , Windows Vista  は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Dual Core は、アメリカ合衆国およその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の登録商標または商標です。
・Mac、iOS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・Google、Google Chrome、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

遠隔地のキャンパスや研究室、会議室との協働作業が可能に。
ビデオ会議システム

ホストPCの画面をビデオ会議システムに入力し共有するだけで、簡単に遠隔での“コラボレーション＆コミュニケーション”を実現します。

サービス名 サービス内容 内容 プリンストン型番 受付・対応時間 サポート対象地域

オンサイトサポート 
サービス

・ 万一、製品に問題が発生し正常に動作しなくなった場合に、有償で弊
社あるいは弊社提携業者の保守員が設置先にお伺いし、障害の切り
分けやログ収集、問題の解決を行います。

・ 問題の解決が現地で困難な場合は、ログ解析を必要としメーカーへ
エスカレーションを行いますので、原因の究明に数日お待ち頂き、 
その後に対応についてご相談させて頂きます。
 
このサービスは以下の項目にも適用できます。

・ ホストの再インストールサービス（TeamSpot/ClassSpot）。
ClassSpot PBLは別途ご相談ください。

・ ご使用方法の講習会

東京または大阪より移動時間
（片道）2時間以内 PT-SUP/TCPBL2

受付、オンサイト対応共に
平日（祝祭日、年末年始除
く）の9:00～18:00

沖縄本島を含む日本国内。但し、
一部離島地域は別途、交通費が
かかる場合がございますので、個
別にご相談ください。

東京または大阪より移動時間
（片道）2時間以上 PT-SUP/TCPBL3

オンサイトホスト 
インストールサービス1
 
TeamSpot / ClassSpot

新規にホストのインストールを設置場所にて行うサービスです。 
ご使用方法の簡単な講習会を含みます。（約1時間）

ホスト3台まで PT-SETUP/TC3

ホスト4台目から1台毎 PT-SETUP/TC4

オンサイトホスト 
インストールサービス2
 
ClassSpot-PBL5/10

新規にClassSpot PBLホストのインストールを設置場所にて行う
サービスです。
ご使用方法の簡単な講習会を含みます。（約1時間）

ClassSpot PBL-5 PT-SETUP/CPBL5

ClassSpot PBL-10 PT-SETUP/CPBL10

コラボレーション・ソフトウェア

製品カタログ

講義や教室で活用できる便利なアイテムもプリンストンにお任せください！



Ti d e b r e a k   P r o d u c t  I n f o r m a t i o nTi d e b r e a k   P r o d u c t  I n f o r m a t i o n

メンバー間での協働作業を促進するコラボレーション環境を提供

かんたんに参加
自分のワークスペースが広がった
ような感覚でホストPCを操作

ホスト
PC

教室のメインモニター

クライアント
PC

ホストPC上の作業スペース（デスクトップ画面）に複数のクライアントPCが参加し協働作業が可能に。
Windows／MacのOSが混在している環境下で、よりクリエイティブなディスカッションやグループ作業を実現します。

ペアで編集（Team Spotのみ）
ペアで協働編集

ペアプログラミングなどのペア学習
研修時のデータの添削や編集に

Education

Business

ペアで画面共有（Team Spotのみ）
1対1でコンテンツの共有

作業経過の確認やアプリケーション操作のヘルプに
Education

Business

ファイル転送

Drag
＆

Drop

クライアントPCの
デスクトップ

クライアントPC

データ編集後は完成データを個人または全員に一斉配布！
会議時のプレゼンテーションにメインモニターに簡単に表示

Education

Business

ファイルをドラッグ＆ドロップ
してその場で簡単にデータ
の転送が可能
（個人へ or 全員へ一斉配布）

IP
Network

タブレットPC／スマートフォンの活用
タブレットPCやスマートフォンからホストPCのマウスやキーボード操作を
行ったり、保存してある写真や動画の共有を簡単に行うことができます。

ホストPC
システムの中心で、参加メンバーの協働作業スペースとなるPC

大型ディスプレイ
ホストPC（作業スペース）
の画面を表示

※参加メンバーが見やすい
大型サイズ推奨

クライアントPC

ネットワーク

ホストPCホストPC

メインモニターメインモニター

■ iOSデバイス
iPad、iPad Air、
iPad mini
 （各iOS 6以降）

■ Androidデバイス
7インチ以上の液晶タブレット
（Android 4.0以降）
※スマートフォンへの正式サポートは、
次期バージョンを予定しております。

参加者のパソコンからネットワーク経由でホストPCにアクセス
最大9台まで接続可能

ホストPCおよび各クライアントPCはIPネットワーク
経由でリモート接続

規模や用途にあわせた3つのモデルをラインナップ。各モデルともに1年・3年・5年契約のライセンスをご用意しております。

Tidebreak コラボレーション･ソフトウェア モデルラインナップ

基本システム構成（TeamSpot）

項目
1年ライセンス 3年ライセンス 5年ライセンス

価格
アカデミック版 通常版 アカデミック版 通常版 アカデミック版 通常版

TeamSpot PT-TS-1Y/A PT-TS-1Y/C PT-TS-3Y/A PT-TS-3Y/C PT-TS-5Y/A PT-TS-5Y/C 各オープン

ClassSpot PT-CS-1Y/A PT-CS-1Y/C PT-CS-3Y/A PT-CS-3Y/C PT-CS-5Y/A PT-CS-5Y/C 各オープン

ClassSpot-PBL5（グループホスト5台） PT-CSPBL5-1Y/A PT-CSPBL5-1Y/C PT-CSPBL5-3Y/A PT-CSPBL5-3Y/C PT-CSPBL5-5Y/A PT-CSPBL5-5Y/C 各オープン

ClassSpot-PBL10（グループホスト10台） PT-CSPBL10-1Y/A PT-CSPBL10-1Y/C PT-CSPBL10-3Y/A PT-CSPBL10-3Y/C PT-CSPBL10-5Y/A PT-CSPBL10-5Y/C 各オープン

通常版 ⇒ 一般のお客様向けアカデミック版 ⇒ 教育機関向け

TeamSpot
クライアントPC同時接続最大9人まで

ホストPCへの参加が可能なベーシックなモデル

●システム構成
ホストPC：1台
クライアントPC：最大9台同時参加

●モデル特徴
・  ホストPCへ最大9名まで同時参加可能
・  チームメンバーでの会議やディスカッション、
協働作業に最適

ゼミ・研究室に
少人数でのミーティングにBusiness

Education

●システム構成
ホストPC：1台／ファシリテーターPC：1台
クライアントPC：最大38台同時参加

●モデル特徴
・ ファシリテーターがメンバーの参加や
操作権限等をコントロール

・ クラスルーム授業などの一斉授業スタイル
での利用に適したモデル

Teacher station

ClassSpot
クライアントPC同時接続最大38台まで

ファシリテーター（先生）役が
授業や研修のコントロール可能なモデル

一斉講義に
会議室でのプレゼン、研修にBusiness

Education

ClassSpot-PBL
アクティブラーニングや

PBL型講義の実践に最適なモデル

●システム構成
メインホストPC：1台
グループホストPC：２～10台
クライアントPC：最大9台／グループホストあたり

●モデル特徴
・  メインホスト(ClassSpot）と各グループホスト
（TeamSpot）が統合されたモデル  
・  グループワークの実施は各グループホスト上で
実施、それらをメインホストPCで最終的に取り
まとめ

Teacher stationTeacher station

ClassSpotClassSpot

TeamSpotTeamSpot TeamSpotTeamSpot TeamSpotTeamSpot

アクティブ・ラーニングや
ラーニング・コモンズPBL型授業に
研修やトレーニングにBusiness

Education

Education

Tidebreakコラボレーション・ソフトウェアなら、海外の
小学校～大学で使われている最新の協働作業環境を
少ないコストで構築することが可能です。

ほぼトレーニングが必要なく、学生へ飽きない、興味深い、
主体的な学びの環境を提供します。

Business

Tidebreakコラボレーション・ソフトウェアなら、会議や
ミーティングに参加しているメンバー間で簡単にアイデア
を出し合い、１つにまとめたりプレゼンテーションを始め
たり、いつもより活発なディスカッションを可能にします。

動きが出ることで参加者の集中力が高まり、限られた時間
でまとめる力がアップし、社内のミーティングが新しく変
わります。

アクティブラーニング ラーニングコモンズ

講義／ゼミ／研究室

ミーティング プレゼンテーション

デザイン／設計／企画

これまでにない新しい協働作業のかたち。
学習成果と意欲の向上を提供。

「見せる＋全員でアクセスする」
アイデアが集まり進化させる場所へ。

コラボレーション・ソフトウェア
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エスカレーションを行いますので、原因の究明に数日お待ち頂き、 
その後に対応についてご相談させて頂きます。
 
このサービスは以下の項目にも適用できます。

・ ホストの再インストールサービス（TeamSpot/ClassSpot）。
ClassSpot PBLは別途ご相談ください。

・ ご使用方法の講習会

東京または大阪より移動時間
（片道）2時間以内 PT-SUP/TCPBL2

受付、オンサイト対応共に
平日（祝祭日、年末年始除
く）の9:00～18:00

沖縄本島を含む日本国内。但し、
一部離島地域は別途、交通費が
かかる場合がございますので、個
別にご相談ください。

東京または大阪より移動時間
（片道）2時間以上 PT-SUP/TCPBL3

オンサイトホスト 
インストールサービス1
 
TeamSpot / ClassSpot

新規にホストのインストールを設置場所にて行うサービスです。 
ご使用方法の簡単な講習会を含みます。（約1時間）

ホスト3台まで PT-SETUP/TC3

ホスト4台目から1台毎 PT-SETUP/TC4

オンサイトホスト 
インストールサービス2
 
ClassSpot-PBL5/10

新規にClassSpot PBLホストのインストールを設置場所にて行う
サービスです。
ご使用方法の簡単な講習会を含みます。（約1時間）

ClassSpot PBL-5 PT-SETUP/CPBL5

ClassSpot PBL-10 PT-SETUP/CPBL10

コラボレーション・ソフトウェア

製品カタログ

講義や教室で活用できる便利なアイテムもプリンストンにお任せください！
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