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７色に描画することができます（図３）
。
今回の出展では、図４のように光センサ機能付き赤色
LED デ ィ ス プ レ イ ２ 台（80×80ド ッ ト、40×40ド ッ ト ）、
フルカラー LED ディスプレイ１台（24×24ドット）を出展
させて頂きました。
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ブース前にて参加学生と教員

（左より松下君、向君、三木君､ 若山さん､ 長谷川）
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