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WizeFloorとは ?
インクルーシブ・コミュニケーション・知識のシェア

WizeFloor は国際的なプロダ
クトデザイン賞であるRed Do
t Award 及び世界最大規模の
教育 ICT展示会「bett」で bett
Award 2016を受賞しています。

WizeFloor についてさらに知るには
[www.WizeFloor.com]

WizeFloorの利点

WizeFloor はデンマークで開発された、床に投影したインタラクティブな映像を使った身
体活動を通じ、集団または個々のニーズに合わせた学習ゲームや感覚遊びを提供するソフ
トウェアです。

複数の子どもがひとつのメディアを共有するので、自然に共同の場を生み出すことがで
きるのも、タブレット等他メディアとの大きな違いです。

天井設置型

持ち運び型



アプリの開発あたっては、教育
機関や児童施設などでデモ実
演を実施し、使用者や専門家か
らご意見・アドバイスをいただ
きました。

Relax'Creation project と NHKエデュケーショナルで共同開発したアプリ。
たくさんの子どもたちに届けます。

絵や文字にタッチすると、
何かに変わるよ。何が何に
変わるかは、キミ次第。

ABC

Score :  2

Score : 1

Sc
or

e 
: 1

Time : 12

泳ぐ魚を上手にキャッチ。
手や足だけでなく、道具を
使ってもキャッチができるよ。

魚釣り

Time : 12
Score : 3

落ちてくる絵を順番
どおりにキャッチ！

細かい違い、わかるかな？

順番パズル

GOAL START

細い道。横歩き。そろ～り。
思い切りジャンプ！楽しく
いろんな動きに挑戦しよう！

フロア体操

大画面を使ってみんなで
合奏しよう！楽器の種類は
自由に組み合わせられるよ。

楽器で遊ぼう

遊びリパーク　リノア
（放課後等デイサービス）

宇都宮大学教育学部附属
特別支援校

東京学芸大学附属
小金井小学校

女子美術大学



アプリ一覧
小さなお子さんからお年寄りまで、誰でも楽しく頭と身体を動かすことができるアプリが揃っていま
す。クラウドを利用したWebアプリを使うと、先生や子どもが好きな画像や音声を入力したり、難易
度をカスタマイズすることができるので、何度でも楽しく使うことが可能です。

クイズ

風船を割って遊ぶだけでなく、風船の
中に文字を入力したり、九九の段を覚
えるカスタマイズができます。

風船
フロア上の石に手と足を置き、正解
を選択します。正解が複数あるので、
仲間同士の協力が必須です。

ステップストーン

風船の中に画像を入力し正誤判定が
できるので、好きな画像を入れて学習
に役立てることができます。

風船（イメージ）
幾何学的な形状を作成し、面積、角度、
長さを物理的に把握します。主に4人
用ですが、複数でも参加できます。

幾何学

数直線上で調整し、大砲を海賊船に
命中させるゲームです。　算数・桁
数・分数などの学習に有効です。

海賊船をやっつけろ
貨車に回答の宝石を乗せるゲーム
です。リズム感覚を使いながら正し
いペースで踏む必要があります。

ジュエルパッカー

 一連のカード（文章・画像・音声な
ど）をカテゴリーごとに分類するアプ
リです。

カテゴライズ
フロアの周囲に配置された紙片に隠
された「共通する線」を見つけること
を目的としたゲームです。

ペーパーライン 

ある石から別の石にジャンプするこ
とによって単語のスペリングを練習
することができます。

ダンジョンジャンプ（スペリング）
 クイズに回答するアプリです。選択
肢が２つの「シングル」、２－４の「マル
チ」があります。

クイズ（シングル/マルチ）

記憶

最初のプレイヤーは１つめの石にジャ
ンプします。次のプレイヤーはまず前
のプレイヤーがジャンプした石に飛ん
でから次の石にジャンプし、シーケンス

ダンジョンジャンプ（記憶）
神経衰弱のインタラクティブフロア
版です。１つのチーム /複数のチー
ム用があります。

記憶（シングル /チーム）

移動させたいピースに赤いマーク
を付けることができ、そのピースを
置きたい位置まで移動させます。

パズル
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スポーツ・音楽

サッカーゲームのWizeFloor バー
ジョンです。サッカーは2人以上の
プレイヤーが行うことができます。

サッカー
フロアでピアノを演奏することがで
きます。音色を変えたり、楽譜どおり
に曲を演奏することもできます。

ピアノ

ピンポンゲームのWizeFloor バー
ジョンです。2人以上のプレイヤーが、
10ポイントに達するまで競います。

ピンポン

感覚遊び

歩いたところにお花が咲きます。
一度に複数の子どもが使用すること
ができます。

花
３匹のこやぎのおとぎ話です。緑の草
の橋を渡りながら、さまざまな効果音
を利用することができます。

３匹のこやぎ

リラックスに適したアプリです。触れ
ると水面に波紋ができ、おもちゃの
アヒルが動きます。

ラバーダック
泡に触れると割れます。活発に身体を
動かすことだけでなく、リラックスを促
すことにも活用できます。

泡

花と同じテンプレートをベースですが、
画像を変更することができ、幅広いス
タマイズか可能です。

軌跡
上の層の写真やイラストを消し、下に
隠された情報を発見するためのアプ
リです。

スクラッチ

プレゼンテーション

背景画像・音楽・動画を追加するだ
けでなく、SE・レイヤーなどを変更し、
さまざまな方法で使用できます。

物語をつくろう
テーマの探索・発見・議論について
のアプリです。一連のカードの画像表
示・動画再生ができます。 

テーマカード

”
コラボレーティブ・ラーニング

“ WizeFloorはチームワークを必要とする多くの活動と  
  共同学習の素晴らしい機会を提供してくれます ”

イギリス 小学校教師“保育園の重要なツール
“ WizeFloorは年齢や性別に関わらず、子どもたちが一緒に遊べる
  私たちの保育園おいて、とても重要かつ完璧なツールです ”
デンマーク 保育士



アプリパッケージ

搭載アプリ 15 種 搭載アプリ 31 種搭載アプリ 15 種

上記アプリの利用にはライセンス登録およびハードウェア一式を揃えていただく必要がございます。
詳細は別冊の資料をご覧ください。

遊びをメインとした、乳幼児
から高齢者まで幅広くお使い
いただけるシンプルなアプリ
が揃っているパッケージです。

学習要素を多く取り入れたア
プリのパッケージです。放課後
デイサービス・療育センター・
高齢者施設にもおすすめです。

AとBどちらも揃ったパッケ
ージです。様々な種類のアプ
リケーションが揃っています。

ABC
魚釣り

楽器で遊ぼう
順番パズル
フロア体操
サッカー

ABC
魚釣り

楽器で遊ぼう
順番パズル
フロア体操
サッカー

ジュエルパッカー
風船（イメージ）  
カテゴライズ
記憶 /シングル  
ステップトーン

海賊船をやっつけろ
パズル

ダンジョンジャンプ（記憶）
クイズ /マルチ

物語をつくろう
泡
花

ラバーダック
スクラッチ   
軌跡
ピアノ
ピンポン 
風船

A B

ステップストーン
ジュエルパッカー
海賊船をやっつけろ

ダンジョン・ジャンプ（記憶）
ダンジョン・ジャンプ (スペル)

物語をつくろう
風船

風船（イメージ）
泡
花

ラバーダック
スクラッチ   
軌跡
ピアノ
ピンポン

ペーパーライン
記憶/シングル
記憶/チーム
カテゴライズ
テーマカード
パズル

クイズ/シングル
クイズ /マルチ
３匹のこやぎ
幾何学

A・B 共通アプリに加え
以下のアプリを搭載

C

お問い合わせ

Relax'Creation project 株式会社
info@relaxcreation.co.jp

ソフトウェア開発及びサポート
株式会社NHKエデュケーショナル
www.nhk-ed.co.jp

総合窓口


