
伝えたい情報を、素早く確実に。

さまざまなシーンで活躍する
三菱電機のカンタンサイネージ®

カンタンサイネージ®納入事例集



株式会社アパマンショップネットワーク 様

三菱電機  カンタンサイネージ ®

納入事例集 INDEX 多彩な使用シーンと設置スタイルをご紹介します。
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販促・教育用と用途に合せて使用できる
デジタルサイネージ

導入後はTVCMやキャンペーン内容を分かり
やすく解説した動画を表示し、情報発信力アップ
とブランドイメージアップを実現。

評価ポイント評価ポイント

イベント/キャンペーンを効果的にお客様へ
伝えるとともに、店舗社員教育も実現できる
ツールを探していた。

❶電源ONだけで自動リピート再生ができ、店舗での運用が簡単
❷既存のポータルサイトを用いて全国の店舗にコンテンツ配信可能
❸ USBメモリによるSDカード書き換えでコンテンツ更新も容易

店舗入り口：CM/キャンペーン等ご紹介

導入前導入前 導入後導入後

株式会社アパマンショップネットワーク 様
〈東京都目黒区〉

●「お客様のために一生懸命。」というスローガ
ンの下、賃貸住宅仲介業店を全国展開されて
いるアパマンショップネットワーク様。この度、
イベント等の情報発信強化と店舗社員教育
ツールを導入するため、カンタンサイネージ®
をご採用いただきました。
●店舗内でTVCMやキャンペーン内容を分かり
やすく解説した動画を表示されています。

ご採用機種 DSM-40型

店 舗

関東エリア

店  舗

2



●使用事例：シーズンごとのキャンペーン情報も、しっかり訴求！

様々な店舗が立ち並ぶショッピングモールで
際立つ存在感

カンタンサイネージⓇは動画やスライドショー形式
で静止画を表示できるため、導入後はお客様の
目に留まりやすくなった。

評価ポイント評価ポイント

従来は紙ポスターを掲示していたが、動きがな
いため目立ちづらいだけでなく、貼るスペース
にも限りがあった。

❶店舗ごとの運営でもPRに偏りが出ない簡単さ
❷動画だけでなく、静止画もスライドショー形式で再生可能
❸設置スペースが少なくて済み、坪効率向上に貢献

タワーレコード株式会社 様
〈東京都立川市〉

●1980年に輸入レコード販売店を出店して以
降、全国に86店舗※を展開されているタワー
レコード様。お客様へのPR強化のため、12店
舗※にカンタンサイネージ®をご採用いただき
ました。
●店舗の入り口に設置してキャンペーン情報を
発信し、離れた場所からでも目立つ広告塔とし
てご活用いただいております。

ご採用機種 DSM-40型 ×11台

店舗入り口：キャンペーン等ご紹介 ※2016年2月現在

導入前導入前 導入後導入後

店 舗

関東エリア

店  舗
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●使用事例：天吊り設置にて展示会・イベントでもご活用！

タイムリーな製品/サービス情報を発信し、
来店の促進やお客様との話題作りに活用

導入後はコンテンツのスケジュール配信により、
店頭と連動したセールスプロモーションを実現。

評価ポイント評価ポイント

導入前はカー用品や公式グッズの案内をタイム
リーに店頭でPRするのが難しかった。

❶コンテンツの配信をスケジュール管理できるため、CMと店頭が連動したプロモーションを実現可能
❷動画・静止画・テロップなど複数の要素を自由にレイアウト可能
❸ 50型の大画面が紙ポスターよりもインパクトあり

導入前導入前 導入後導入後

店舗入り口：店頭と連動したプロモーションにご活用

株式会社オートバックスセブン 様
〈静岡県静岡市〉

●カー用品店を中心に全国展開されているオート
バックスセブン様。この度、高速道路2拠店目
となるNEOPASA清水店様にM-Signage®
をご採用いただき、店頭と連動したプロモー
ションを実現されています。
●また、TOKYO AUTO SALON 2015の出展
ブースにもM-Signage®をご採用いただき
ました。天吊り・棚への据え置きで設置し、
カー用品の案内等にご活用いただきました。

ご採用機種 DSM-40型
■DP-01VS-S （サイネージプレーヤー）

店 舗

関東エリア

店  舗
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●使用事例：タイムリーなコンテンツで購買意欲を高める空間演出！

導入コストが安価で
自作コンテンツにより経費削減に貢献

評価ポイント評価ポイント

従来の紙ポスターでは動きがなく、お客様に
認識していただきづらかった。

❶コンテンツを自作できるので、期間限定キャンペーンや特売情報などをタイムリーに表示可能
❷他社や従来のデジタルサイネージと比較して、導入コストを抑えることが可能
❸静止画でもスライドショー再生で動きを出すことができ、注目度アップ

JA西印旛
とれたて産直館 印西店 様
〈千葉県印西市〉

●千葉県印西市を中心とした新鮮な野菜や果物
が好評なJA西印旛「とれたて産直館」様。お
客様への情報発信力強化のため、カンタンサ
イネージ®をご採用いただきました。
●農産物の生産者の紹介や期間限定キャンペー
ンを表示し、お客様の購買意欲を高める取り組
みに貢献しています。

ご採用機種 DSM-50型 ×2台

導入前導入前 導入後導入後

店内：キャンペーン情報や生産者をご紹介

●導入後、動画はもちろん、静止画でもスライドショー
形式で動きがあり、注目度アップを実現。カンタンサ
イネージⓇを見た関連会社様から「CMを放映してほ
しい」と依頼があるなど、注目度とアピール力を実感
●紙の印刷にかかっていたランニングコストの削減も
実現

店 舗

関東エリア

店  舗
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●使用事例：店舗の前に設置することで遠くからでも目を引き、来客数アップ！

遠くからでも注目を集める動く広告で、
集客力向上に貢献

評価ポイント評価ポイント

従来は紙ポスターを掲示していたが、スペース
の制約から1枚に全ての情報を集約しなければ
ならなかった。

❶電源ONで日々の運用ができるので、機械に詳しくなくても簡単に運用可
❷店舗イメージに溶け込むデザインで、違和感なく導入
❸多くの情報を効果的に訴求でき、今までうまく告知できなかった情報もお客様に伝えられる

導入前導入前 導入後導入後

店舗入り口：イベントやフェアをご紹介

●カンタンサイネージⓇを見て足を止めてくださるお客
様が増え、お声掛けして店内へ誘導しやすい。
●多くの情報を1枚に詰め込まず、複数枚に分けること
ができ、従来以上にお客様へ情報を伝えやすくなった。
●同時に導入した他店舗でも売上が好調

飲 食

関東エリア

株式会社アールディーシー　
がってん寿司 テラスモール湘南店 様
〈神奈川県藤沢市〉

●関東地方から北海道まで幅広い地域に寿司店
を出店されているアールディーシー様。この度、
お客様へのPR力強化を目指し、カンタンサイ
ネージ®をご採用いただきました。
●店舗の前に設置し、メニューの紹介やキャン
ペーンの告知等を表示し、お客様への情報発信
強化に取り組まれています。カンタンサイネー
ジ®を見て足を止めて下さるお客様が増えてお
り、来客数アップにも貢献しています。

ご採用機種 DSM-40型

飲  食
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●使用事例：メニューを映像で紹介し、注目度アップ！

豪快なロブスターの魅力を
シズル感あふれるビジュアルでPR

●導入後はカンタンサイネージⓇの前で足を止め、
興味を持っていただけるお客様が増えた。

●映像を見て入店いただいたお客様もいる。

評価ポイント評価ポイント

お台場店と沖縄ライカム店は競合ひしめく
ショッピングモール内にあり、他店舗との差別
化を課題としていた。

❶日々の運用は電源ONのみであり、わずらわしい操作が不要なため、現場に負担を強いることなく運用可能
❷必要な配線は電源1本のみであるため、見た目スッキリ
❸周辺機器が必要ないため、設置できる範囲が広い

レッドロブスタージャパン株式会社 様
〈東京都港区〉

●ディナーレストランにおいて全米No.1の620
店舗※を誇るレッドロブスター様。日本では

1982年に初出店し、現在では24店舗※を運
営されています。
●この度、お台場店様と沖縄ライカム店様にカン
タンサイネージ®をご採用いただきました。
●店舗入り口に設置してメニューをスライド
ショー形式で表示し、豪快に盛り付けたロブス
ターやシュリンプの魅力をお客様にPRされて
います。

ご採用機種 DSM-40型 ×2台

導入前導入前 導入後導入後

店舗入り口：メニュー等をご紹介

飲 食

関東エリア

※2016年2月現在

飲  食
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●たまたま実車が出払っていたが、映像を流して
いた車種のご成約を決めていただいた例が
半年ほどで2～3台ある。
●「スタッフ紹介」の表示でも、お客様によく立ち
止まっていただける。

カーディーラー

関西エリア

●使用事例：待ち時間もゆったり過ごしていただけるスペースを演出！

展示物を少なくスマートな店舗で
“違い”を効果的にアピール

評価ポイント評価ポイント

桂川洛西店の移転リニューアルに伴い、掲示物
を少なくスマートにし、他店との差別化を図り
たい。

❶ 65型の天吊設置は非常にインパクトがあり、PR効果が大きい
❷受付スタッフでも内容更新が手軽にできる
❸出張展示会や社内の他店舗からキャスター付フロアスタンド設置タイプの貸出依頼が多く、社内でも好評

導入前導入前 導入後導入後

店内：ウェルカムボードや整備点検メニューのご紹介

京都トヨタ自動車株式会社 様
〈京都府京都市〉

●駅前再開発のロケーションに移転リニューアルオー
プンされた桂川洛西店様では、掲示物を少なく、ス
マートに車を引き立たせて見せることに注力されて
います。お客様にも好評なため、京都府下の全店舗
ベースで、追加導入をいただきました。

●非常にインパクトのある65型大画面をメインに玄
関正面に向けて天吊設置され、店内のあらゆる場所
に壁掛、スタンド設置で、ウェルカムボードや整備点
検メニューなどの案内にご活用いただいています。

ご採用機種

DSM-65型 ×4台
DSM-50型 ×2台
DSM-40型 ×2台

桂川洛西店

DSM-65型 ×1台
DSM-40型 ×17台

他 大型店
■専用無線LANカード FBCSW008A-M×1枚

カーディーラー
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●使用事例：お客様向けの製品紹介や、社内向けの情報共有に活用！

清潔感のある受付に調和する白モデルが
イメージアップに貢献

●白基調の受付がより洗練され、お客様からのイメージ
アップ
●使い慣れたMicrosoft® PowerPoint®でコンテンツ
を手軽に修正できるだけでなく、SDカードを挿すだけ
で表示を切り替えることができるため、作業時間が短縮
●ポスター印刷費の節約も実現

店内：車検やサービス等をご紹介

評価ポイント評価ポイント

車検やサービス料金が定期的に変わる中、従来は
車検料金を紙で表示していたが、変更の都度、
修正作業に時間が割かれてしまっていただけで
なく、紙ポスターの印刷費もかさんでいた。

❶白基調の受付にマッチする白モデルを選択可能
❷店舗の従業員でも困らずに運営できる簡単な操作性
❸使い慣れたMicrosoft® PowerPoint®でコンテンツを手軽に修正可能

ネッツトヨタ愛知株式会社
プラザ安城 様
〈愛知県安城市〉

●愛知県を中心に33店舗※を展開し、車の販売・
点検から保険のご紹介まで幅広くサービスを
提供されているネッツトヨタ愛知様。お客様と
初めて出会う受付は清潔感のある白を基調に
デザインし、装飾にも気を配られています。
●受付に調和するカンタンサイネージ®の白モ
デルをご採用いただきました。車検やサービ
スの料金と車の特徴を紹介した動画を放映し、
お客様に情報を提供されています。

ご採用機種 DSM-50型 ×6台
（うち、白モデル2台）

カーディーラー

中部エリア

※2016年2月現在

導入前導入前 導入後導入後

カーディーラー
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●使用事例：会合のご案内でおもてなし力をアップ！

作業時間短縮で接客対応の時間を増やし、
顧客満足度向上を実現

●カンタンサイネージⓇなら会合表を保存したSDカードを挿し、
付属のリモコン操作だけで表示を切り替えられ、作業量が軽減

●MicrosoftⓇ PowerPointⓇで誰でも会合表を作成でき、修正
も容易なため、作業時間が週に2時間も短縮。新しく生み出さ
れた時間を接客に充てられるようになり、お客様満足度の向上
も実現

評価ポイント評価ポイント

従来はマグネット式の案内板に手書きの会合
表を張り出していたが、手書きで作れる従業員
は限られており、毎日の張り替えにも時間が
かかる。

❶ SDカードを挿し、付属のリモコン操作だけで表示を切り替えられる簡単操作
❷使い慣れたMicrosoftⓇ PowerPointⓇで誰でも会合表を作成可能
❸曜日別にSDカード(計7枚 )を差し替えれば、より確実に運営可能

ロビー：会議や宴会プランのご紹介

宿泊・
リラクゼーション
施設

中部エリア

導入前導入前 導入後導入後

株式会社ナカモサンルート
ホテルサンルートプラザ名古屋 様
〈愛知県名古屋市〉

●JR名古屋駅から徒歩5分の好立地に位置す
るホテルサンルートプラザ名古屋様。吹き抜
けから優しい自然の光が差し込むロビーに、
カンタンサイネージ®をご採用いただきま
した。
●会議のご案内や宴会プランのご紹介などにご
活用いただき、作業時間の大幅な短縮を実現
されました。

ご採用機種 DSM-40型

宿泊・リラクゼーション施設
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●使用事例：空間演出とともに、お客様へのアピール力も向上！

大画面でインパクトある様々なPRが行え、
注目度アップ

●導入後は歓迎板だけでなく、料理長の解説や食
材写真が入ったお食事メニューも表示し、訴求
力アップに貢献
●ホームページやチラシの素材をアレンジし、経
費削減効果もあり

店内：イベントのご紹介

評価ポイント評価ポイント

従来は手書きの「お客様歓迎板」を玄関に掲げ
ていたが、達筆な従業員の確保が難しくなって
いた。

❶現行のお客様歓迎板サイズに近い50型縦置きの大画面
❷ SDカードをセットするだけのスタンドアロンでシンプルな使い易さ
❸他社や従来のデジタルサイネージと比較して導入コストの抑制が可能

導入前導入前 導入後導入後

宿泊・
リラクゼーション
施設

中四国エリア

株式会社はんべえ 様
〈広島県広島市〉

●八十余年の歴史を誇り、重森三玲作庭の四季
折々の美しい表情を見せる庭園が魅力の料亭
とイベントスペース。
●正面玄関に50型、日帰り温泉入口に40型を
縦置き設置し、庭園の花鳥風月やイベント案
内・お食事メニューなどを表示し、空間演出と
共にお客様へのアピール力も向上。

ご採用機種
DSM-50型
DSM-40型

宿泊・リラクゼーション施設
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●使用事例：ウェルカムボードや製品紹介に活用！

納まりがイメージしやすい製品紹介動画で
提案力アップ

【埼玉】
商品紹介の動画でお客様にご提案し、従来よりも生活シー
ンをイメージしていただきやすくなった。
【鹿児島・宮崎】
●お客様に対して入念なお迎え準備をお伝えすることが
できるようになった。
●紙を貼りかえる手間が省けただけでなく、エントランス
のイメージアップにも繋がった。

ショールーム：入口のウェルカムボードがお客様をお出迎え

導入前導入前

評価ポイント評価ポイント

導入後導入後
【埼玉】
2015年11月のオープンに合わせ、洗練された演出が
できるツールを探していた。
【鹿児島・宮崎】
従来からウェルカムボードは導入していたが、お客様の
お名前を紙に印刷しており、インパクトに欠けるだけで
なく、手間もかかっていた。

❶操作がシンプルなため、手軽に様々な情報を発信可能
❷ウェルカムボードだけでなく製品紹介にも活用できる汎用性
❸高精細な大画面の液晶が華やかな雰囲気を演出可能

企業・
ショールーム

関東・九州エリア

タカラスタンダード株式会社
ご採用ショールーム 様
〈埼玉県／鹿児島県／宮崎県〉

●業界トップクラスを誇る全国約170箇所※に住
宅設備機器ショールームを持つタカラスタン
ダード様。この度、埼玉県越谷市と鹿児島県・
宮崎県の７ショールームにカンタンサイネージ®
をご採用いただきました。ウェルカムボードや
商品紹介動画の表示にご活用いただいており
ます。
●高精細な大画面の液晶が華やかな雰囲気を演
出し、お客様満足度の向上に貢献しています。

ご採用機種 DSM-40型

導入前のウェルカムボード 導入後のウェルカムボード

※2016年2月現在

企業・ショールーム
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吹田ゴルフセンター 様
〈大阪府吹田市〉

●使用事例：SDカード再生のみでなく、カメラ映像表示モニターとしてイベント時も活用！

●通常の打席練習はもちろん、「ニアピン1球勝
負」等の参加型イベントにも積極的に取り組ま
れている吹田ゴルフセンター様。この度、イベ
ント運営強化を目指し、カンタンサイネージ®
をご採用いただきました。

●普段は縦に設置してSDカード再生で催事案
内をし、イベント時には横に設置して勝敗判定
用にカメラ映像を表示されています。カンタ
ンサイネージ®ならではの特徴を巧みに使い
こなし、お客様満足度の向上を実現されてい
ます。

汎用性がある機能を巧みに活用し、
イベント運営力強化を実現

打席フロアの入り口に置いて催事案内をしたり、
ニアピン勝負の時にはお客様が集まりやすい場所
に移動させてグリーン上の映像を表示し、勝負の
機微までわかる実況中継ができるようになった。

場内：催事案内でご活用

評価ポイント評価ポイント

既にデジタルサイネージは導入していたが、
パソコンが必要な上、壁に固定していたため、
自由に移動させられるタイプを探していた。

❶ SDカード再生による催事案内から、カメラ映像表示モニターまで幅広く活用可能
❷ SDカードと電源さえあればコンテンツを再生できるため、自由に移動可能
❸複雑な操作が不要なため、現場に負担をかけずに運営可能

ご採用機種 DSM-50型

導入前導入前 導入後導入後

レジャー施設

関西エリア

レジャー施設
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●使用事例：各フロアに学生へのご案内を表示！

1箇所の紙掲示から8フロアへの一括配信で
情報発信力アップ

校内フロア：連絡事項等を表示

評価ポイント評価ポイント

●従来は 1つの掲示板に連絡事項を紙で張り出
していたため、掲示板前に人溜まりができて
しまっていた。
●全フロア全てに張り出したかったが、職員の
負担も鑑み、1カ所にせざるをえなかった。

❶ 1台のPCで8フロアへ情報発信が可能
❷配信のスケジュール設定ができるため、タイムリーに効率よく情報を発信可能
❸ 65 ⁄ 50型の大画面液晶による優れた視認性

文 教

中四国エリア

学校法人高松高等予備校 様
〈香川県高松市〉

●中四国のみならず全国からも合わせ、1,000
人以上の学生が在籍する高松高等予備校様。
この度、情報発信力強化と業務改善を目的に、

M-Signage®をご採用いただきました。
●各フロアにカンタンサイネージ®を設置し、

1台のパソコンからコンテンツをLAN配信さ
れています。紙の掲示より情報発信の頻度が
増えただけでなく、コスト削減と作業効率化も
実現されています。

ご採用機種

DSM-65型 ×1台
DSM-50型 ×8台

■M-Signage®ソフトウェア 〈通常版 Ver2.2〉
■M-Signage®認証カード DP-3SD16G-AT×9枚

導入前導入前 導入後導入後
●各フロアに情報を出せるようになったため、掲示板
前の人溜まりが解消された。
●紙を貼りかえる手間と時間が減ったことで、生産
的な活動へより多くの時間を割けるように
なった。

文  教
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●使用事例：イベントや貸会議室の予定を、わかりやすくご案内！

催し物や会議室案内をデジタルサイネージ化し、
注目度アップ

施設内：会議室・ホールの予約やイベントをご案内

導入前導入前

評価ポイント評価ポイント

導入後導入後

❶ LAN回線工事が不要にも関わらず、高所へ設置したサイネージのコンテンツ更新が可能
❷ JPG形式の静止画を再生できるため、既存の自作コンテンツの再利用が可能
❸コンテンツの切り替えを、付属のリモコンで誰でも簡単に設定可能

多摩市文化振興財団
パルテノン多摩 様
〈東京都多摩市〉

●音楽や演劇の講演 ,映画の上映 ,博物館の運営
など、複合的な文化施設であるパルテノン多
摩様。この度、ご来場者への情報発信力強化
のため、カンタンサイネージ®と無線LANカー
ドをご採用いただきました。
●50型と40型を見えやすい高所に設置し、会
議室 ,ホールの予約やイベントをご案内をされ
ています。
●高所でもワイヤレスでコンテンツ更新ができ
る無線LANカードを採用されたため、回線工
事コストのカットも実現されました。

公 共

関東エリア

ご採用機種
DSM-50型 ×1台
DSM-40型 ×3台

■専用無線LANカード FBCSW008A-M×4枚

既に導入していたサイネージがサポート外とな
るため、LAN回線工事が不要かつ簡単な操作
のデジタルサイネージを探していた。

●50 ⁄ 40型の大画面が来場者の目を引き、情報
発信力の強化を実現

●従来の催し物紹介用の紙ポスターを削減し、
印刷費を節約

公  共
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●使用事例：インパクトのある大画面で、訴求力・注目度アップに貢献！

“観光地に着きました”という雰囲気作りに貢献

評価ポイント評価ポイント

観光誘致の紙ポスターの掲示要求が多く、貼り
替え対応も手間であり、スペースが限られてい
るため、雑然となるだけで十分に効果が得られ
ていなかった。

❶静止画だけでなく動画も表示できるため、従来の紙ポスターでの告知より、お客様からの注目度が高い
❷紙ポスターと比較して、スペースの有効活用ができた
❸ SDカードでコンテンツを更新できるので、運用が簡単

導入前導入前 導入後導入後
●動画と静止画の組み合わせで"観光地に着き
ました"という雰囲気作りを実現
●紙ポスターよりも動きがあるため、お客様から
の注目度も高い

交 通

中四国エリア

西日本旅客鉄道株式会社
米子支社 様
〈鳥取県／島根県〉

●鳥取県と島根県を中心に管轄されている西日
本旅客鉄道 米子支社様は、駅舎内の限られた
スペースで情報発信することを検討され、カン
タンサイネージ®をご採用いただきました。
●駅のコンコースで県内外の観光誘致や地元の
情報を発信され、“観光地に着きました”という
雰囲気を演出されています。

ご採用機種 DSM-50型

構内：観光情報を発信

〈松江駅様〉 〈鳥取駅様〉 〈米子駅様〉

〈松江駅様〉 〈鳥取駅様〉 〈米子駅様〉

交  通
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●コンテンツ例：限られたスペースで多くの情報提供にご活用！

50枚以上の静止画を1台で表示し、
見た目スッキリ、情報伝達力アップ

●カンタンサイネージⓇなら、全てを表示できる。
●カンタンサイネージⓇなら、スッキリとし、訴求
力も向上。

評価ポイント評価ポイント

●掲示板だけでは掲示物を貼り切れなかった。
●多くのポスターを掲示すると見づらい。

❶ 導入後の患者様アンケートでは、「病気の豆知識が参考になった」「職員の紹介を見て親しみを覚えた」などのお声をいただき、効果を実感
❷ 50枚以上の静止画を1台で表示し、見た目がスッキリとした上、情報伝達力もアップ
❸Microsoft® PowerPoint®でコンテンツの自作が可能なため、タイムリーな情報提供を実現

導入前導入前 導入後導入後

病院・
クリニック

関東エリア

導入後導入前

診療所内：診療スケジュールや検診等ご案内

はるな生活協同組合
通町診療所 様
〈群馬県高崎市〉

●群馬県高崎市内で病院、診療所、介護センター
を展開されている はるな生活協同組合様。こ
の度、通町診療所様にカンタンサイネージ®を
ご採用いただきました。
●紙ポスターの代用として活用することで、見た
目がスッキリしただけでなく、印刷費の削減も
実現されています。

ご採用機種 DSM-40型

病院・クリニック
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店  舗

カーディーラー 宿泊・リラクゼーション施設

企業・ショールーム 文  教

そ の 他 納 入 事 例そ の 他 納 入 事 例

本体だけで映像の再生ができるので
手軽に設置・更新のカンタン運用

静止画・動画に加え、
音声によるPRで注目度アップ

スタンド設置で簡単移動、
告知表示で集客力アップ

店内をスッキリ、イメージUPに貢献
操作も簡単で、運用も手間いらず

入口にウェルカムボードとして設置、
施設内の店舗のPRにも活躍

ポスター印刷や張替えも、サイネージで
簡単置換！ 複数表示で館内スッキリ

営業成績や連絡事項などの
社内情報伝達手段として導入

株式会社チヨダ 様
関東エリア  東京都杉並区

西川産業株式会社 様
関東エリア  東京都杉並区

株式会社オッシュマンズ・ジャパン 新宿店 様
関東エリア  東京都新宿区

鹿児島三菱自動車販売株式会社 様
九州エリア  鹿児島県鹿児島市

学生向けにイベント／就職情報／
学内誌などを紹介

日本工学院八王子専門学校 様
関東エリア  東京都八王子市

ホテルリリーフ札幌すすきの 様
北海道エリア  北海道札幌市

札幌北広島クラッセホテル 様
北海道エリア  北海道北広島市

株式会社Wiz 様
関東エリア  東京都豊島区

ご採用機種 DSM-32型 ご採用機種 DSM-40型

ご採用機種 DSM-40型 ご採用機種 DSM-40型 ご採用機種 DSM-40型

ご採用機種 DSM-32型 DSM-19型

ご採用機種 DSM-40型
■DP-01VS-S （サイネージプレーヤー）

ご採用機種 DSM-50型
■FBCSW008A-M （専用無線LANカード）

紙での会議室予約管理より予約状況が
わかり易く、社員の手間を軽減

株式会社共同テレビジョン 様
関東エリア  東京都中央区

ご採用機種 DSM-32型 DSM-19型
■DP-01VS-S （サイネージプレーヤー）
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▼DSM-L7シリーズの特長▼

DSM-50L7
オープン価格

DSM-65L7
オープン価格

DSM-40L7
オープン価格

DSM-32L7
オープン価格

DSM-24L7
オープン価格

DSM-19L7
オープン価格

□新機能でさらに使いやすく！□
 NEW① 動画フォーマットの拡張
　・MP4、WMVにも対応
 NEW② プレイリスト機能
　・静止画と動画のミックス再生が可能
 NEW③ スケジュール再生※1

 NEW④ テロップ機能の強化
　・縦スクロール、上部テロップ配置にも対応
 NEW⑤ 連動画像（スタンプ）機能
 　⇒上記全ての設定をリモコンから操作可能！

□今までの機能も変わらず搭載！□
 ①SDカードを挿しこむだけで簡単サイネージ
 ②電源オンで自動リピート再生
 ③USBメモリによる追加・上書き機能
 ④ワイヤレスでのコンテンツ更新※2※3

 ⑤TVチューナー内蔵
 ⑥テロップ表示機能
 ⑦画面切替時のエフェクト機能（静止画）
 ⑧BGM再生機能（静止画再生時）

⑨縦置き設置可能※4

⑩サイネージ効果を高める高音質
⑪SDカードの盗難防止カバーを同梱
⑫縦置き時の見栄えを良くする“シンメト
　リーデザイン”※5　（DSM-65L7は除く）

⑬焼き付き軽減機能
⑭パワーマネジメント機能※6

⑮表示画面調節機能(画面位置・幅)

●シンプル構成でコンテンツの
レイアウト編集から配信・表示
までトータルサポート！

●カンタンサイネージ®や液晶マ
ルチなど様々な表示機器に対応

●外付けプレーヤー不要の配信を
実現した蓄積型配信※など、運用
に応じた配信形態に対応！

DP-01VS-S
サイネージプレーヤー
（セット・トップ・ボックスタイプ）

オプション品
■カンタンサイネージ型専用キャリアブルスタンド（本宏製作所製）
　 ST-HK-0257V2M※1

■専用無線LANカード FBCSW008A-M
■専用壁掛け金具※4

■シリアル通信ユニット※5 DP-4RS232-A 〈受注生産〉
■時刻保持ユニット※5 DP-5RTC-A 〈受注生産〉
※1：40V/50V型専用です。　※2：横置き設置専用です。縦置き設置には対応しておりません。　※3：50Vで使用するためには別途
「MK06アダプター」が必要となります。40Vを縦設置で使用するためには、別途「MK06アダプター」が必要となります。
※4：専用壁掛け金具に関しては三菱電機株式会社では取り扱っておりません。商品の詳細に関しましては、右記取扱いメーカーまでお問
い合わせください。 アルファーテック株式会社 TEL：045-913-1940（代）
※5：本ユニットの電源としてカンタンサイネージ本体のUSB端子を常時使用します。USBメモリによる追加・上書き機能を使用するた
めには、市販のUSBハブが必要となります。

キャリアブルスタンド
ST-HK-0257V2M

時刻保持ユニット
DP-5RTC-A

シリアル通信ユニット
DP-4RS232-A

※1：時刻保持ユニット(別売)または放送アンテナとの接続が必要です。　※2：専用無線LANカード（別売）が必要です（32V型以上で対応）。　※3：Android端末が対応しています。また、Android標準ブラウザ、もしくはGoogle C hromeTM ブラウザがインス
トールされている必要があります。但し、ブラウザの種類やバージョンによっては一部制限事項があります。　※4：32V型以上で対応。　※5：完全なシンメトリーではありません。　※6：電源OFF時に選択されていた入力のみ自動電源ONとなります。

M-Signage認証カード

DP-3SD16G-AT

※蓄積型配信はM-Signageソフトウェア＜通常版Ver2.2＞にて対応。

カンタンサイネージ®

M-Signage®

65V ：チルトタイプ※2 PS-6F-MK05
   固定タイプ PS-6F-MK05RX
50V/40V ：チルトタイプ※3 PS-6F-MK06B
  固定タイプ PS-6F-MK06RXB
32V ：チルトタイプ PS-6F-MK03C
24V ：チルトタイプ PS-3FH-VESA75
19V ：チルトタイプ PS-3FH

※テレビの「〇〇V型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

用途に応じて65V型～19V型まで選べる、豊富なラインアップ

●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

●カンタンサイネージ® 、M-Signage®は、三菱電機株式会社の登録商標です。 ●Microsoft® PowerPoint® 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。 ●Android is a trademark of Google Inc.

京都製作所
〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地

2016年2月作成

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/signage「カンタンサイネージ®」のウェブサイト


