
本書は、配信基本アプリケーションソフトウェア「M-Signage」（以降、「本ソフトウェア」と表記
する）のインストール手順について説明した手順書です。本書で説明している部分以外の内容について
は、本ソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
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ご使用の前に
■	動作環境
本ソフトウェアのインストールを始める前に、お手持ちのコンピューターが以下の条件を満たすこ
とを確認してください。なお、サーバーコンピューターとオペレーションコンピューターは、共用
することも可能です。

サーバーコンピューター※１

(本ソフトウェアをインストールするコンピューター)
オペレーションコンピューター
(ウェブブラウザー搭載)

CPU
スペック

インテル®	Core™	i3プロセッサー、または
インテル®	Xeon®	プロセッサー	E3	以上	(推奨)

インテル®	Core™	i3プロセッサー	以上	(推奨)

OS Windows®	8.1	(32bit版、64bit版)
Windows®	10 (32bit版、64bit版)
Windows	Server®	2012	R2
Windows	Server®	2016
Windows	Server®	2019

Windows®	8.1	(32bit版、64bit版)
Windows®	10 (32bit版、64bit版)

ウェブ
ブラウザー

不要 Internet	Explorer®	11
※Microsoft	Edge®	には対応していません。

メモリー 4	GB以上	(推奨) 4	GB以上	(推奨)
ハード
ディスク

空き容量:	3GB	以上
(別途コンテンツ保存用の空き容量必要)

コンテンツ保存用の空き容量必要

インター
フェイス

LAN端子
CD-ROM、CD-Rが読み込み可能なドライブ

LAN端子、USB端子	※2

表示画面
サイズ

特になし 1440	x	900	以上	(推奨)

※1	 本ソフトウェア専用のコンピューターを用意してください。
	 他のサーバーアプリケーションと共用すると正常に動作しない場合があります。
※2	 USBメモリー配信機能を用いる場合に使用します。

[準備1]	Windowsユーザーアカウントの確認・新規作成
本ソフトウェアはコンピューターのOS部分に関連するファイルを変更しますので、必ず管理者権限
を与えられた英数字、半角記号のWindowsユーザーアカウントでインストールを実施してくださ
い。(全角のユーザーアカウントは使用できません。)
日本語名のユーザーアカウントしかない場合は、英数字、半角記号のユーザーアカウントを新規作
成してください。
既存ユーザーアカウントのユーザー名変更では正常に動作しません。

[準備2]	本ソフトウェアのファイルのコピー
ディスク内の「M-Signage_Setting_vX.XX」フォルダをサーバーコンピューターのデスクトップ
に、「M-Signage_Browser_Setting」をオペレーションコンピューターのデスクトップにコピー
してください。
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[準備3]	アプリケーションのインストール有無確認とアンインストール
サーバーコンピューターにて「コントロールパネル」を開き、右上の表示方法から「小さいアイコ
ン」を選択し、「プログラムと機能」を選択して、以下のソフトウェアのインストール有無を確認し
てください。
①	Javaアプリケーション	JRE
②	データベースアプリケーション	PostgreSQL
③	ウェブサーバーアプリケーション	Apache
④	サーブレットエンジン	Apache	Tomcat
既にインストールされている場合は、全てアンインストールを実施してください。

[準備4]	サーバーコンピューター、およびオペレーションコンピュー
ターとルーターまたはハブの接続

サーバーコンピューター、およびオペレーショ
ンコンピューターをルーターまたはハブと接続
してください。
ルーターと接続する場合は、ルーターのLAN
ポートと接続してください。

	お知らせ	
●	必ず電気通信事業法に基づく認定品ルー
ター、ハブに接続してください。

●	サーバーコンピューターはインターネット上
に設置することが可能です。

	 インターネット接続には、プロバイダー契約
が必要です。

	 (端末機器により、インターネット接続がご使
用いただけない場合があります。)

●サーバーコンピューターをインターネット上に設置する場合、ルーターに固定グローバルIPアド
レスの設定が必要です。固定グローバルIPアドレスの取得方法、およびルーター設定方法はプロ
バイダーへお問い合わせください。

●サーバーコンピューターをインターネット上に設置する場合、セキュリティの確保が必要な場合
は、VPN対応ルーターのご使用を推奨します。

ルーター(市販)/
ハブ(市販)

サーバー
コンピューター

オペレーション
コンピューター
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[準備5]	「イーサネット」以外のネットワーク無効化
サーバーコンピューターにて「コントロールパネル」を開き、右上の表示方法から「小さいアイコ
ン」を選択し、「ネットワークと共有センター」→「アダプターの設定の変更」を選択し、「イー
サネット」以外のネットワークを右クリックして「無効にする」を選択してください。

ネットワーク接続の場合の画面例

	お知らせ	
ネットワークの名前が「イーサネット2」のように数字が付加されている名前になっている場合
や、別の名前の場合は、「イーサネット」に名前を変更してください。

[準備6]	サーバーコンピューターに設定するIPアドレスの確認
■	DHCP(Dynamic	Host	Configuration	Protocol) 機能を持つルーター、
もしくはDHCP機能を持つルーターと接続されているハブとサーバーコン
ピューターを接続する場合

1	 サーバーコンピューターで「コントロールパネル」を開いて、右上の表示方法から
「小さいアイコン」を選択し、「ネットワークと共有センター」をクリックする

2	 左側にある「アダプターの設定の変更」をクリックする

3	 「イーサネット」をダブルクリックする
ネットワークに接続されていない場合は、ネットワークに接続の上、再度ダブルクリック
してください。

4	 「イーサネットの状態」の画面が表示されたら、「プロパティ」をクリックする

5	 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」をダブルクリックする
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6	 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/
IPv4)のプロパティ」画面が表示されたら、「IP
アドレスを自動的に取得する」、「DNSサー
バーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、
「OK」をクリックする

7	 「イーサネットのプロパティ」の画面で「OK」をクリックし、画面を閉じる

8	 「イーサネットの状態」の画面で「詳細」をクリックする

9	 「ネットワーク接続の詳細」画面が表示されたら、
	 IPv4アドレス
	 IPv4サブネットマスク
	 IPv4デフォルトゲートウェイ
	 IPv4DNSサーバー
	 の値を確認する

10	9で確認したIPv4アドレスのホストアドレス部(IPv4	アドレスの4ブロック目　
例：「192.168.0.7」の「7」の部分)を、使用するルーターのDHCP機能で割り当
てられる値以外の中から任意の値(例：200～254)を選択する
選択した値をサーバーコンピューターに設定する IPアドレスとします。
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11	サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、優先DNSサーバーを、9で確認した
値と同一の値にする
(この値は、		→ P7		[STEP1］の2で設定します。ここでは設定しません。)
( 例 )
IPアドレス 192.168.0.200 優先DNSサーバー 192.168.0.1

サブネットマスク 255.255.255.0
代替DNSサーバー

不要な場合は、0.0.0.0
を設定してください。デフォルトゲートウェイ 192.168.0.1

	お知らせ	
ルーターのDHCP機能で割り当てられるアドレスの範囲は、使用するルーターの取扱説
明書を参照してください。

12	「ネットワーク接続の詳細」画面で「閉じる」をクリックし、画面を閉じる

13	「イーサネットの状態」の画面で「閉じる」をクリックし、画面を閉じる

■	ハブとサーバーコンピューターを接続する場合
	 ネットワーク設定の規則に基づいて、任意のIPアドレス、サブネットマスク、デ
フォルトゲートウェイ、DNSサーバーアドレスを決定する
(この値は、		→ P7		[STEP1］の2で設定します。ここでは設定しません。)
( 例 )
IPアドレス 192.168.1.200 優先DNSサーバー 192.168.1.1

サブネットマスク 255.255.255.0
代替DNSサーバー

不要な場合は、0.0.0.0
を設定してください。デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1

	お知らせ	
企業内ネットワークに接続する場合は、各値についてネットワーク管理者へお問い合わせくださ
い。
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サーバーコンピューターの設定
サーバーコンピューターのデスクトップにコピーした
「M-Signage_Setting_vX.XX」フォルダ内の
「M-Signage	Setting.exe」をダブルクリックしてく
ださい。
「ユーザーアカウント制御」のメッセージ画面が表示
されたら、「はい」をクリックしてください。
セットアップ用アプリケーションが起動します。

	お知らせ	
M-Signage_Setting 以降のX.XXがバージョンNo. になります。

[STEP1]	IPアドレスの設定

1	 「1.	IPアドレスの設定」をクリックする
「IPアドレスの設定」画面が起動します。
現在サーバーコンピューターに設定されている
　IPアドレス
　サブネットマスク
　デフォルトゲートウェイ
　優先DNSサーバー
　代替DNSサーバー
が表示されます。

2	 「[準備6]サーバーコンピューターに設定するIPアドレ
スの確認」で決定した、

	 IPアドレス
	 サブネットマスク
	 デフォルトゲートウェイ
	 優先DNSサーバー
	 代替DNSサーバー
	 を入力し、「OK」をクリックする
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	お知らせ	
●	本設定により、「インターネットプロトコルバージョン4
(TCP/IPv4)のプロパティ」画面で、

	 「次のIPアドレスを使う」
	 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」
	 へ設定が変更され、「IPアドレスの設定」画面で設定し
た値が反映されます。

●	自動設定に失敗する場合は、「インターネットプロトコ
ルバージョン4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面で手動設
定してください。

[STEP2]	Javaアプリケーションのインストール

1	 「2.	 Javaアプリケーションのインストー
ル」をクリックする

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容
を確認し、「OK」をクリックする
Java のセットアップが起動します。

3	 「次へ」をクリックする
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4	 使用許諾契約書が表示されたら、記載内容を
確認し、「使用許諾契約書に同意します」に
チェックを入れ、「次へ」をクリックする

５	カスタムセットアップが表示されるので、	
何も変更せずに、「次へ」をクリックする

６	「インストール」をクリックする
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許
可しますか？」が表示されたら「はい」をクリッ
クします。

７	インストールが完了したら、「完了」を		
クリックする
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[STEP3]	PostgreSQLのインストール

1	 「3.PostgreSQLのインストール」をク
リックする

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容
を確認し、「OK」をクリックする

3	 「Setup」画面が表示されたら、	
「Next>」をクリックする

4	 インストールディレクトリを指定する画面が
表示されるので、フォルダ参照ボタンでイン
ストールディレクトリを「C:￥MITSUBISHI
￥M-Signage￥PostgreSQL￥10」に変更
し、「Next>」をクリックする
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５	部品の選択を行う画面が表示されるので、
何も変更せずに「Next>」をクリックする

6	 データ配置用のディレクトリを指定する画
面が表示されるので、

	 「C:￥MITSUBISHI￥M-Signage￥PostgreSQL￥10￥data」のまま変更
せず、「Next>」をクリックする

7	 パスワードの入力を求められるので、
	 「Password」および
	 「Retype	password」の両方に
	 「msigpass@2020」を入力し、
	 「Next>」をクリックする

	お知らせ	
●	 パスワードは「msigpass@2020」に限
らず任意の文字列でも問題ありません。設
定したパスワードは忘れないように、保管
してください。

●	 Pos tg r eSQLのインストールが完了すると、ここで設定したパスワードで	
「postgres」のWindowsユーザーアカウントが作成されます。

	 PostgreSQLの再インストールが必要となった場合、同一のパスワードを入力する必
要があります。

8	 ポート番号 ( 5432 )を変更せずに、
「Next>」をクリックする
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9	 「地域を選択する画面が表示されるので、
「Japanese,	 Japan」を選択し、「Next>」
をクリックする

10	インストールのサマリーが表示されるので、記載内容を確認し、「Next>」を	
クリックする

11	インストールの最終確認画面が表示されるので、「Next>」をクリックする

12	インストールが完了したら、Stack	Builder
のチェックを外して「Finish」をクリック
する
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[STEP4]	Apacheのインストール

1	 「4.	Apacheのインストール」をクリックす
る

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容
を確認し、「OK」をクリックする
コマンドプロンプトの起動、およびMicrosoft	
Visual	C++	2012	RUNTIME	LIBRARIES
のインストールウィザードが起動します。

3	 ソフトウェアライセンス条項の説明が表示さ
れたら、記載内容を確認し、「ライセンス条
項および使用条件に同意する」にチェックを
入れ、「インストール」をクリックする

	お知らせ	
●	既にインストールされている場合は、「修復」「アンインストール」「閉じる」が表示されます
ので、「閉じる」をクリックし、インストールをキャンセルしてください。

	 Apacheに関連するファイルのコピーが開始されます。

4	 インストールが完了したら、「閉じる」をク
リックする
Apache に関連するファイルのコピーが開始され
ます。

	お知らせ	
●	コマンドプロンプト上に「続行するには何かキーを押
してください」が表示されたら、キーボードの任意の
キーを押してください。
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[STEP5]	Tomcatのインストール

1	 「5.	Tomcatのインストール」をクリックす
る

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容を確
認し、「OK」をクリックする
Tomcat のセットアップが起動します。

3	 「Next>」をクリックする

4	 Tomcatに関する使用許諾の説明が表示さ
れたら、記載内容を確認し、「I	Agree」
をクリックする
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5	 「Tomcat」の左側にある「 」をク
リックして展開する

6	 「Service	Startup」にチェックを入れ、
その他の項目は変更せずに「Next>」をク
リックする

7	 設定内容を変更せずに「Next＞」をクリッ
クする
Server	Shutdown	Port 8005
HTTP/1.1	Connector	Port 8080
AJP/1.3	Connector	Port 8009
Windows	Service	Name Tomcat7
Create	shortcuts	for	all	users チェックしない
User	Name
Password
Roles manager-gui

8	 Javaアプリケーションのインストールフォ
ルダを尋ねられるので、「C:¥Program	
Files¥AdoptOpenJDK¥jre-8.0.XXX.
XX-hotspot」に変更し、「Next>」をク
リックする

9	 インストールディレクトリを指定する画面
が表示されるので「Browse...」をクリッ
クする

10	インストールディレクトリを	 	
「C:￥M ITSUB ISH I￥M-S i g n age
￥Tomcat￥」に変更し、「Install」をク
リックする
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11	 T omca tのインストールが完了したら、
「Run	 Apache	 Tomcat」と「Show	
Readme」のチェックを外し、「Finish」
をクリックする

[STEP6]	Tomcat実行権限の設定

1	 「6.	Tomcat実行権限の設定」をクリックす
る
設定が完了すると「6.Tomcat 実行権限の設定」
の下の▼が黒になります。

	お知らせ	
●	本設定により、「Monitor	 Tomcat」のプロパティ画面で
表示される「互換性」タブの特権レベル「管理者としてこ
のプログラムを実行する」にチェックが入ります。

●	自動設定に失敗すると、「6.	Tomcat実行権限の設定」ボ
タンの下にある矢印が黒に変化しません。自動設定に失敗
する場合は「Monitor	 Tomcat」のプロパティ画面で手動
設定してください。

●	「Monitor	Tomcat」は、ショートカットです。
	 Windows®	8.1、Windows	Server®	2012	R2では、「ス
タートメニュー」からすべてのアプリを表示し、「Monitor	
Tomcat」を右クリックして「ファイルの場所を開く」を
選択し、「Monitor	 Tomcat」を右クリックしてプロパ
ティ画面を開いてください。

	 Windows®	10、Windows	Server®	2016、Windows	
Server®	2019では、「スタートメニュー」からすべてのアプリを表示し、「Apache	Tomcat	
7.0	Tomcat7」の中にある「Monitor	Tomcat」を右クリックし、「その他」→「ファイルの
場所を開く」を選択し、「Monitor	Tomcat」を右クリックしてプロパティ画面を開いてくださ
い。
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[STEP7]	M-Signageアプリケーションのインストール

1	 「7.	M-Signageアプリケーションのインス
トール」をクリックする

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容を確認し、
	 「OK」をクリックする

コマンドプロンプトが起動し、インストールが開始されます。

	お知らせ	
●	コマンドプロンプト上に「続行するには何かキーを押してください」が表示されたら、キーボー
ドの任意のキーを押してください。

●レジストリに情報を追加するメッセージが表示され
たら、「はい」をクリックしてください。

●レジストリに値が正常に追加されたメッセージが表
示されたら、「OK」をクリックしてください。

[STEP8]	Windowsファイアウォールの設定

1	 「8.	Windowsファイアウォールの設定」を
クリックする
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	お知らせ	
●	本設定により、「Windowsファイ
アウォール」の許可されたアプリ
および機能に「C:￥MITSUBISHI
￥M-Signage￥Apache￥bin
￥httpd.exe」が追加されます。

	 「ファイルとプリンタの共有」に
チェックが入ります。

●	自動設定に失敗すると、失敗を通
知する画面が表示されます。

	 自動設定に失敗する場合は、「コ
ントロールパネル」→「Windows
ファイアウォール」の「Windows
ファイアウォールを介したプログ
ラムまたは機能を許可する」で手
動設定してください。

2	 メッセージ画面が表示されるので、記載内容を確認し、
「OK」をクリックする

3	 「閉じる」をクリックしてセットアップを完
了し、サーバーコンピューターを再起動する
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	お知らせ	
●	サーバーコンピューター再起動後に「コントロールパネル」(表示方法:	小さいアイコン)	→「管
理ツール」→「サービス」を表示し、「Apache	 tomcat	7.0	Tomcat7」「Apache2.4」
「postgresql-xxx-10	-	PostgreSQL	Server	10」の状態が「実行中」であることを確認して
ください。

	 状態が空欄の場合は、左側の「サービスの開始」をクリックしてください。

●	Windows	Server	OSをお使いの場合は、「サーバーマネージャー」から「役割と機能の追加」
を選択し、「メディア	ファンデーション」、「ユーザー	インターフェイスとインフラストラク
チャ」の全て、「高品質な	Windows	オーディオ	ビデオ	エクスペリエンス」をインストールし
てください。

	 Windows	Server®	2016、Windows	Server®	2019は「ユーザーインターフェイスとインフラ
ストラクチャ」はインストール不要です。
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オペレーションコンピューターの設定
オペレーションコンピューターのデスクトップにコピー
した「M-Signage_Browser_Setting」フォルダ内の
「M-Signage	Browser	Setting.exe」をダブルクリック
してください。
「ユーザーアカウント制御」のメッセージ画面が表示され
たら、「はい」をクリックしてください。
セットアップ用アプリケーションが起動します。

	お知らせ	
●	サーバーコンピューターをオペレーションコンピューターとして共用する場合は、サーバーコン
ピューター上で設定してください。

[STEP1]	接続するサーバーコンピューターのIPアドレスの設定

1	 「1.	サーバーコンピューターのIPアドレス設
定」をクリックする
「IPアドレスの設定」画面が起動します。

2	 IPアドレスを設定する
本ソフトウェアがインストールされ、オペレーションコン
ピューターが接続するサーバーコンピューターの IPアドレ
スを入力し、「OK」をクリックします。

	お知らせ	
●	サーバーコンピューターと接続ができないと、メッセージ画面が
表示され、「1.	サーバーコンピューターのIPアドレス設定」ボ
タンの下の矢印が黒になりません。

	 サーバーコンピューターのIPアドレス、およびネットワーク接続
を確認してください。
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[STEP2]	セキュリティの設定

1	 「2.	セキュリティの設定」をクリックする
設定が完了すると「2. セキュリティの設定」の
下の▼が黒になります。

		お知らせ	
●	本設定により、「インターネットオプション」画面の
「セキュリティ」タブで、「信頼済みサイト」のセキュ
リティのレベルが「カスタム」へ変更されます。

	 「信頼済みサイト」に「	[STEP1]	接続するサーバーコ
ンピューターのIPアドレスの設定」で設定したIPアドレ
スが追加されます。

	 「信頼済みサイト」の「このゾーンのサイトにはすべて
サーバーの確認(https:)を必要とする」のチェックが外
れます。

[STEP3]	ポップアップブロックの設定

1	 「3.	ポップアップブロックの設定」をクリッ
クする
設定が完了すると「3. ポップアップブロックの
設定」の下の▼が黒になります。
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	お知らせ	
●	本設定により、「ポップアップブロックの設定」画面
で「許可されたサイト」に「	 [STEP1]	接続するサー
バーコンピューターのIPアドレスの設定」で設定した
IPアドレスが追加されます。

	 「ブロックレベル」が「低：安全なサイトからのポッ
プアップを許可する」に設定されます。

[STEP4]	互換性表示の設定

1	 「4.	互換性表示の設定」をクリックする
設定が完了すると「4. 互換性表示の設定」の下
の▼が黒になります。

	お知らせ	
●	本設定により、「互換性表示設定」画面内のすべてのチェックが外れます。
インターネットエクスプローラー
9の画面

インターネットエクスプローラー
10の画面

インターネットエクスプローラー
11の画面

●	インターネットエクスプローラーの「ツール」→「互換表示」がチェックされている場合は、	
チェックを外してください。
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[STEP5]	M-Signageアプリケーションの起動

1	 「5.	M-Signageアプリケーションの起動」
をクリックする
インターネットエクスプローラーが起動します。
URLは「http:// サーバーコンピューターの IP
アドレス /M-Signage/superuser.do」となっ
ています。

	お知らせ	
●	本設定により、「お気に入り」に
	 「M-Signage管理者サイト」(http://
サーバーコンピューターのIPアドレス/	
M-S i g n age/s upe r u s e r.d o)と、
「M-Signageユーザーサイト」(http://
サーバーコンピューターのIPアドレス/
M-Signage/user.do)が追加されます。

	 次回起動時には、「お気に入り」から選
択してください。

2	 「閉じる」をクリックしセットアップを完了する
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アンインストール

1	 「コントロールパネル」を開いて、右上の「表示方法」の中から「小さいアイコ
ン」を選択し、「プログラムを機能」をクリックする
「プログラムのアンインストールまたは変更」画面が表示されます。

2	 プログラムの一覧から下記ソフトウェアを選択し、以降の手順でアンインストールする
①	 データベースアプリケーション	PostgreSQL
②	 ウェブサーバーアプリケーション	Apache
③	 サーブレットエンジン	Apache	Tomcat
④	 Java アプリケーション	JRE

■	PostgreSQLのアンインストール

3	 「PostgreSQL	10」を右クリック
し、「アンインストールと変更」を
クリックする

4	 アンインストールの確認ポップアップ画面が表
示されたら、「Entire	 application」を選択し、
「Next>」をクリックする

5	 アンインストール中に警告ポップアップ画面が
表示されたら、「OK」をクリックする

6	 アンインストールの完了ポップアップ画面が表
示されたら、「OK」をクリックする

7	 再起動の確認ポップアップ画面が表示された
ら、「No」をクリックする
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■	Apache のアンインストール

8	 コマンドプロンプトを管理者として実行し、	
コマンドラインに「C:￥MITSUBISHI
￥M-Signage￥Apache￥bin￥httpd.
exe	-k	uninstall」を入力し「Enter」を押
す

■	Tomcat のアンインストール

9	 「Apache	Tomcat	7.0	Tomcat7	
(remove	only)」を右クリックし、「ア
ンインストールと変更」をクリックする

10	アンインストールの確認ポップアップ画面が表
示されたら、「Uninstall」をクリックする

11	アンインストール中に警告ポップアップ画面が
表示されたら、「はい」をクリックする

12	アンインストールの完了ポップアップ画面が表
示されたら、「Close」をクリックする
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■	Java アプリケーションのアンインストール

13	「AdoptOpenJDK	JRE	with	
Hotspot	8.0.XXX.XX」を右ク
リックし、「アンインストール」
をクリックする

14	アンインストールのポップアップ画面が表示
されたら、「はい」をクリックする

■	再起動

15	サーバーコンピューターを再起動する

■	M-Signage アプリケーションのアンインストール

16	「C:￥MITSUBISHI」フォルダを削除する

17	「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」で、「postgres」ユーザーアカ
ウントを削除する

	お知らせ	
●	 お使いのコンピューターによっては「postgres」ユーザーが表示されない場合があ
ります。表示されている場合のみ削除してください。
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■	本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
■	本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
■	本書の内容は万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気付きの点がありました
らお問い合わせ窓口へご連絡ください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
M-Signageは、三菱電機株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows	Server、Internet	Explorer、Microsoft	 Edge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。
インテル、Intel、Intel	Core、Xeonは、Intel	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。
その他、この手順書に記載された社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

本ソフトウェアに関するお問い合わせは以下の相談窓口にご連絡願います。

M-Signage 相談窓口
( 携帯電話・PHS通話可／ IP電話不可）

フリーダイヤル　　　0120-77-2908
受付時間　土・日・祝日を除く　午前9:00～ 12:00　午後1:00～ 5:00
また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。

●	お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
	 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱い
します。
1.	 お問い合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連
してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質
の改善、製品情報のお知らせに利用します。

2.	 上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.	 あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以
外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。

	 ①	上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合
	 ②	法令等の定める規定に基づく場合
4.	 個人情報に関するご相談は、お問い合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

871D622C20
京都製作所　〒617-8550　京都府長岡京市馬場図所1番地 C
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