
店名　住所　TELお問い合わせはこちらまで

●掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。　●本パンフレットに記載の価格は全て税抜き表示です。　●掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
●このパンフレットの掲載内容は2022年2月現在のものです。

法人向けデジタルサイネージカタログ

掲示板機能で多拠点の掲示物を、
かんたんに一括管理

機器選定、手配、設置、運用まで
全ておまかせ!

T-37N038T

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

販
売
店

エレコム株式会社
法人様向け
お問い合わせフォーム
https://www.elecom.jp/r/191
※スマートフォンからもお問い合わせ頂けます

表4 表紙
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こんな課題ございませんか？
デジタルサイネージ未導入のお客様

●社内メールリストで発信しても見てもらえない。
●社内掲示物の印刷は貼り替えにコストがかかる。
●情報が間違った状態で印刷をしてしまった。
●最新の情報発信まで時間がかかる。

●定期的に更新しなければならない議事録等掲示物の
　貼り替えにかかる印刷コスト、手間がかかる。
●作業現場の作業員に伝達事項を伝える手段がなく、
　現場まで行って伝えるなど無駄な工数がかかる。

※表示価格は全て税込価格です。　※最新の価格情報はWEBサイトをご参照下さい。　※ディスプレイ、スタンド、設置作業費などは別途お見積り致します。

クラウド配信LAN配信

ポイント1

ポイント2

ネットワーク
構成図

ポイント3

管理者PC

表示用端末

表示用端末

10インチタブレット

ディスプレイ

ディスプレイ

NET
WORK

●患者・入居者・ご家族様向けの掲示物の
　貼り替え作業に手間がかかる。
●紙の掲示物が多くすぎて美観を損ねている。
●ポスターを見てもらえていない。

●管理物件の掲示物の貼り替えの工数を削減したい
●紙だと乱雑になり美観を損ねてしまうのを改善したい
●住民向けの付加価値を向上したい

不動産管理 医療・介護

●ポスターやPOPなどは更新に時間がかかる。
●何ヶ月も同じ製品の広告になりがち。
●製品の特徴をお客様に伝えきれない。
●売り場でお客様に足を止めてもらえない。

●紙の掲示など、非効率な業務を削減したい
●校内のトピックを学生に周知したい
●保護者への予定や特記事項の案内を電子化したい

学校・幼稚園 店舗

工場・倉庫 オフィス

エレコムなら配信システム・機器の選定、設置作業、
コンテンツ制作など導入にかかるお手間を大幅に削減

管理者PC 表示用端末
ディスプレイ

ニーズに合わせた配信システム

オススメのシステム オススメのシステム

オススメのシステム オススメのシステム

オススメのシステム オススメのシステム

初期費用
（STBモデルの場合）

月額費用

87,780円～
0円

47,080円～
6,050円

43,780円～
5,500円

月額コストゼロ¥0 デジタル掲示板機能 運用はすべて
おまかせOK！

セキュリティ面も安心 コンテンツ簡単作成
テンプレート

作成したコンテンツは
動画化可能

商品棚にピッタリの
ディスプレイ

簡単な操作性 きめ細やかな
スケジュール機能

サイネージ端末 ラインナップ

社内ネットワークを通じてコンテンツを配信する
「オンプレミス型」なので月額費用なしでご利用できます。

クラウドサーバーを経由しないので、セキュリ
ティポリシーが厳しいお客様にもおすすめです。

約1,000種類のテンプレートを使って、簡単に
表示コンテンツを作成できます。

商品棚に取り付けられる形状のサイネージディスプレ
イにも対応しており、より効果的な訴求を実現します。

ドラッグ＆ドロップで簡単にコンテンツの作成と
スケジュールの設定ができます。

テンプレートから作成したコンテンツは動画形式で
ダウンロードして、WEBサイト等に流用できます。

週別、曜日別、日にち別、時間帯別など、小売
業でよく利用されるご要望に対応可能です。

掲示板をデジタル化する機能により、紙の張
替え業務にかかる手間を大幅に削減します。

配信業務や問合せ対応等の業務を代行するこ
とで、サイネージ運用業務の手間を削減します。

参
考
価
格

製品仕様のご確認やラインナップ一覧は、WEBをご参照ください。
https://www2.elecom.co.jp/business/custom-pc/embedded/elecom_signage/

掲示板
NEXT

掲示板
CLOUD

らくちん
サイネージ

※掲示板CLOUD、らくちんサイネージをご利用の場合、別途月額利用料が発生します。
※価格表記載の商品の定価はOPENとなり、記載の価格は参考価格となります。　※表示価格は全て税込価格です。

Android OS搭載・商品棚用ディスプレイ タブレットタイプSTBタイプ(ディスプレイ表示)

LB-HMB545-KN
￥87,780

LB-HMB545-KC
￥47,080

EL-LB-HMB543
￥43,780

LX-VC01N-KNMB
￥195,800

ー

ー

ー

ー

ー

ー

LT-H0310B-KN
￥131,780

LT-H0310BJS
￥67,980

EL-LT-H0310B
￥69,080

EL-PDI231UFP01
￥107,800

EL-PDI350UFP01
￥162,800

うご棚 90cm幅うご棚 60cm幅10.1型タブレットPCWindows10 STBAndroid STB
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こんな課題ございませんか？
デジタルサイネージ未導入のお客様

●社内メールリストで発信しても見てもらえない。
●社内掲示物の印刷は貼り替えにコストがかかる。
●情報が間違った状態で印刷をしてしまった。
●最新の情報発信まで時間がかかる。

●定期的に更新しなければならない議事録等掲示物の
　貼り替えにかかる印刷コスト、手間がかかる。
●作業現場の作業員に伝達事項を伝える手段がなく、
　現場まで行って伝えるなど無駄な工数がかかる。

※表示価格は全て税込価格です。　※最新の価格情報はWEBサイトをご参照下さい。　※ディスプレイ、スタンド、設置作業費などは別途お見積り致します。

クラウド配信LAN配信

ポイント1

ポイント2

ネットワーク
構成図

ポイント3

管理者PC

表示用端末

表示用端末

10インチタブレット

ディスプレイ

ディスプレイ

NET
WORK

●患者・入居者・ご家族様向けの掲示物の
　貼り替え作業に手間がかかる。
●紙の掲示物が多くすぎて美観を損ねている。
●ポスターを見てもらえていない。

●管理物件の掲示物の貼り替えの工数を削減したい
●紙だと乱雑になり美観を損ねてしまうのを改善したい
●住民向けの付加価値を向上したい

不動産管理 医療・介護

●ポスターやPOPなどは更新に時間がかかる。
●何ヶ月も同じ製品の広告になりがち。
●製品の特徴をお客様に伝えきれない。
●売り場でお客様に足を止めてもらえない。

●紙の掲示など、非効率な業務を削減したい
●校内のトピックを学生に周知したい
●保護者への予定や特記事項の案内を電子化したい

学校・幼稚園 店舗

工場・倉庫 オフィス

エレコムなら配信システム・機器の選定、設置作業、
コンテンツ制作など導入にかかるお手間を大幅に削減

管理者PC 表示用端末
ディスプレイ

ニーズに合わせた配信システム

オススメのシステム オススメのシステム

オススメのシステム オススメのシステム

オススメのシステム オススメのシステム

初期費用
（STBモデルの場合）

月額費用

87,780円～
0円

47,080円～
6,050円

43,780円～
5,500円

月額コストゼロ¥0 デジタル掲示板機能 運用はすべて
おまかせOK！

セキュリティ面も安心 コンテンツ簡単作成
テンプレート

作成したコンテンツは
動画化可能

商品棚にピッタリの
ディスプレイ

簡単な操作性 きめ細やかな
スケジュール機能

サイネージ端末 ラインナップ

社内ネットワークを通じてコンテンツを配信する
「オンプレミス型」なので月額費用なしでご利用できます。

クラウドサーバーを経由しないので、セキュリ
ティポリシーが厳しいお客様にもおすすめです。

約1,000種類のテンプレートを使って、簡単に
表示コンテンツを作成できます。

商品棚に取り付けられる形状のサイネージディスプレ
イにも対応しており、より効果的な訴求を実現します。

ドラッグ＆ドロップで簡単にコンテンツの作成と
スケジュールの設定ができます。

テンプレートから作成したコンテンツは動画形式で
ダウンロードして、WEBサイト等に流用できます。

週別、曜日別、日にち別、時間帯別など、小売
業でよく利用されるご要望に対応可能です。

掲示板をデジタル化する機能により、紙の張
替え業務にかかる手間を大幅に削減します。

配信業務や問合せ対応等の業務を代行するこ
とで、サイネージ運用業務の手間を削減します。

参
考
価
格

製品仕様のご確認やラインナップ一覧は、WEBをご参照ください。
https://www2.elecom.co.jp/business/custom-pc/embedded/elecom_signage/

掲示板
NEXT

掲示板
CLOUD

らくちん
サイネージ

※掲示板CLOUD、らくちんサイネージをご利用の場合、別途月額利用料が発生します。
※価格表記載の商品の定価はOPENとなり、記載の価格は参考価格となります。　※表示価格は全て税込価格です。

Android OS搭載・商品棚用ディスプレイ タブレットタイプSTBタイプ(ディスプレイ表示)

LB-HMB545-KN
￥87,780

LB-HMB545-KC
￥47,080

EL-LB-HMB543
￥43,780

LX-VC01N-KNMB
￥195,800

ー

ー

ー

ー

ー

ー

LT-H0310B-KN
￥131,780

LT-H0310BJS
￥67,980

EL-LT-H0310B
￥69,080

EL-PDI231UFP01
￥107,800

EL-PDI350UFP01
￥162,800

うご棚 90cm幅うご棚 60cm幅10.1型タブレットPCWindows10 STBAndroid STB
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配信ソフトウェア仕様

動作環境

対応OS Windows 10 （32bit/64bit）

CPU Intel® Core™ i5 1.6GHz 相当以上 

メモリ 2GB以上

ストレージ 8GB以上の空き

対応フォーマット等

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

WEB httpおよびhttpsのURLを表示可能

動画 h264/MP4

静止画 JPG、PNG

PDFファイル PDF

テロップ 文字色、背景色、フォントサイズ、速度変更可

LAN配信型システムのご紹介

※サイトによっては表示できない場合もございます。

※100ページを超えるPDF、
　もしくはパスワード付のPDFは対応しておりません。

Officeファイル
ppt、pptx、xls、xlsx、xlsm、doc、docx
※動作確認済バージョンのMicrosoftOfficeが配信PCに
インストールされている必要があります。

社内コミュニケーションの効率化や強化に

掲示板NEXTの機能紹介

Microsoft®Officeファイル*も使用可能

オプション機能「メッセージボード」

他にもこんなことができます

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

静止画、動画、PDF、Officeファイル、Web
ページを素材として好きな場所にドラック
アンドドロップで配置できます。静止画・動
画のスライドショーとテキストを組み合わせ
たコンテンツの制作も可能です。

簡単な操作でサイネージ上にメッセージと画像をリアルタイムで配信する機能です。複数PCからのメッセージの配信ができ
るので、双方向連絡にもご利用頂けます。

今まで印刷物用に作成していた資料を
そのままサイネージに映せます！

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

相手が気付かない 予算上の問題がある 印刷・貼り換えの手間
即時性がない

雑音が激しい環境では
伝えづらい・・

人と人との
接触を避けたい

大画面でその場にいる
全員を対象に通知するので、
1対1の着信・メールより

気づきやすい
社員全員に

配布するより値頃
貼り換え不要

リアルタイムに差し替え
情報が画面に残るので

重要事項の
聞き漏らしを防ぎます

遠隔で簡単に情報配信
確認ができる

new!

new!
new!

new!

掲示板NEXTなら、
買い切りでお求めやすく
簡単に始められます

お客さまが張り紙に
注目せずに、スルー
される・・・

たくさんの張り紙の
張替えは大変・・・

ランニングコストが
掛かるのが嫌・・・

静止画・動画で
商品訴求ができ、
注目されやすい

バックヤードの
パソコン操作で、
サイネージ差し替え

表示期間の設定
音で通知
重要メッセージ
固定表示

他にもこんな便利な
機能があります

無料テンプレートも充実！
Web
コンテンツの
表示も可能

WebURLが表示可能

最大20台管理でき、
同じものを流すのも
個別に流すのも可能

サイネージを見ている人が画面をタッチすると、
表示を切り替えられるインタラクティブな
コンテンツが簡単に作成可能

15分間隔で細かく時間割を
設定したり、曜日ごと、日付ごとに異なる
コンテンツを放映できる

一括配信・個別配信

タッチコンテンツ

柔軟なスケジュール

電話やメール 社員全員への端末配布 紙の掲示板 社内放送 対面
※Microsoft® Officeが配信PC にインストールされている必要があります。

画面イメージ

Excel® PowerPoint® Word®

総務△△
「〇〇さん、申請した××書類が
できましたので総務に来てください」

現場〇〇
「承知いたしました。すぐ伺います」

〇〇さん、
△△さんから

呼ばれていますよ ありがとう
ございます

掲示板NEXTで、できること

店頭販促の効率化や強化にも

掲示物の電子化
●安全衛生関連のポスター
●社内研修の案内
●作業予定表
●作業手順書/
　マニュアルの掲示

リアルタイムの情報共有・作業指示
●作業進捗状況
●設備故障の連絡
●品質不具合の発生連絡
●来客情報の共有
●作業リスト
●作業変更連絡
●引継ぎ情報の共有

事務所と現場の往復にかかる
時間をサイネージで短縮できます

●事務所と現場の往復にかかる時間：10分
●1日あたり発生回数：5回

例えば下記の場合・・・

月あたり削減時間 

10分×5回×20日=1000分

5S
1

2
3

4
5

画像やテキストを置き換えるだけで、
簡単にコンテンツが作成できるテンプ
レート（PPTX形式）があります。各業種
向けに縦横20種類ずつご用意。

素材を組み合わせて自由なレイアウト作成が可能

実際のコンテンツ制作手順はコチラ
https://youtu.be/20wos7pyBZw
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配信ソフトウェア仕様

動作環境

対応OS Windows 10 （32bit/64bit）

CPU Intel® Core™ i5 1.6GHz 相当以上 

メモリ 2GB以上

ストレージ 8GB以上の空き

対応フォーマット等

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

WEB httpおよびhttpsのURLを表示可能

動画 h264/MP4

静止画 JPG、PNG

PDFファイル PDF

テロップ 文字色、背景色、フォントサイズ、速度変更可

LAN配信型システムのご紹介

※サイトによっては表示できない場合もございます。

※100ページを超えるPDF、
　もしくはパスワード付のPDFは対応しておりません。

Officeファイル
ppt、pptx、xls、xlsx、xlsm、doc、docx
※動作確認済バージョンのMicrosoftOfficeが配信PCに
インストールされている必要があります。

社内コミュニケーションの効率化や強化に

掲示板NEXTの機能紹介

Microsoft®Officeファイル*も使用可能

オプション機能「メッセージボード」

他にもこんなことができます

物理的に離れた部門・事務所間のコミュニケーションは、様々な手段を用いても上手く伝えられないケースがあります。

静止画、動画、PDF、Officeファイル、Web
ページを素材として好きな場所にドラック
アンドドロップで配置できます。静止画・動
画のスライドショーとテキストを組み合わせ
たコンテンツの制作も可能です。

簡単な操作でサイネージ上にメッセージと画像をリアルタイムで配信する機能です。複数PCからのメッセージの配信ができ
るので、双方向連絡にもご利用頂けます。

今まで印刷物用に作成していた資料を
そのままサイネージに映せます！

掲示板NEXTでコミュニケーション課題を解決します

これら現場の業務指示や情報共有の「手間削減」と「スピードアップ」を実現します

相手が気付かない 予算上の問題がある 印刷・貼り換えの手間
即時性がない

雑音が激しい環境では
伝えづらい・・

人と人との
接触を避けたい

大画面でその場にいる
全員を対象に通知するので、
1対1の着信・メールより

気づきやすい
社員全員に

配布するより値頃
貼り換え不要

リアルタイムに差し替え
情報が画面に残るので

重要事項の
聞き漏らしを防ぎます

遠隔で簡単に情報配信
確認ができる

new!

new!
new!

new!

掲示板NEXTなら、
買い切りでお求めやすく
簡単に始められます

お客さまが張り紙に
注目せずに、スルー
される・・・

たくさんの張り紙の
張替えは大変・・・

ランニングコストが
掛かるのが嫌・・・

静止画・動画で
商品訴求ができ、
注目されやすい

バックヤードの
パソコン操作で、
サイネージ差し替え

表示期間の設定
音で通知
重要メッセージ
固定表示

他にもこんな便利な
機能があります

無料テンプレートも充実！
Web
コンテンツの
表示も可能

WebURLが表示可能

最大20台管理でき、
同じものを流すのも
個別に流すのも可能

サイネージを見ている人が画面をタッチすると、
表示を切り替えられるインタラクティブな
コンテンツが簡単に作成可能

15分間隔で細かく時間割を
設定したり、曜日ごと、日付ごとに異なる
コンテンツを放映できる

一括配信・個別配信

タッチコンテンツ

柔軟なスケジュール

電話やメール 社員全員への端末配布 紙の掲示板 社内放送 対面
※Microsoft® Officeが配信PC にインストールされている必要があります。

画面イメージ

Excel® PowerPoint® Word®

総務△△
「〇〇さん、申請した××書類が
できましたので総務に来てください」

現場〇〇
「承知いたしました。すぐ伺います」

〇〇さん、
△△さんから

呼ばれていますよ ありがとう
ございます

掲示板NEXTで、できること

店頭販促の効率化や強化にも

掲示物の電子化
●安全衛生関連のポスター
●社内研修の案内
●作業予定表
●作業手順書/
　マニュアルの掲示

リアルタイムの情報共有・作業指示
●作業進捗状況
●設備故障の連絡
●品質不具合の発生連絡
●来客情報の共有
●作業リスト
●作業変更連絡
●引継ぎ情報の共有

事務所と現場の往復にかかる
時間をサイネージで短縮できます

●事務所と現場の往復にかかる時間：10分
●1日あたり発生回数：5回

例えば下記の場合・・・

月あたり削減時間 

10分×5回×20日=1000分

5S
1

2
3

4
5

画像やテキストを置き換えるだけで、
簡単にコンテンツが作成できるテンプ
レート（PPTX形式）があります。各業種
向けに縦横20種類ずつご用意。

素材を組み合わせて自由なレイアウト作成が可能

実際のコンテンツ制作手順はコチラ
https://youtu.be/20wos7pyBZw
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お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!

担当者様から事務局に
コンテンツ送付配信の
指示をします。

御社の作業はこれだけ! あとは事務局が全て運用！

サイネージに関する業務を
おまかせいただけます。

イベントのお知らせ

● コンテンツ登録
● スケジュール配信の作業
● サイネージ機器の死活監視
● 非稼働時のサポート
● サイネージに関するお問い合わせ受付サポート

メンバーズ会員情報新商品情報

事務局から
各拠点に
全て配信

掲示物張替えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定

運用はすべておまかせOK!デジタル掲示板で生産性を向上します

一般的なサイネージとしても利用可能

その他の特徴

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒
な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる
管理の手間を大幅に削減します。

掲示板をデジタル化する機能により、紙の張替え
業務にかかる手間を大幅に削減します。

テンプレート、動画、静止画、
WEBサイトの表示に対応

掲示板に表示する要素や背景画像等お客様側で自由に
設定可能です。

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

テンプレートを元に簡単に
コンテンツを作成して配信
することが可能です。

テンプレート又はお客様がご用意した動画、静止画、
WEBサイトをスケジュール再生することも可能です。

スマホからの情報確認

サイネージ表示と同時に
スマホからも掲示物の
確認ができ、利便性が
向上します。

アカウント毎に権限を設定
し、管理できるサイネージ
端末を制御することができ
ます。

週別、曜日別、日にち別、時
間帯別など、小売業でよく
利用されるご要望に対応可
能です。

導入拠点数の増加に応じ
て、無駄なくリーズナブルに
ご導入頂くことができます。

販売促進の強化と
運用業務の削減に貢献

紙の掲示板をデジタル化して
省力化に貢献

クラウド配信型システムのご紹介

権限を分けて複数人で管理 導入台数の拡張に柔軟に対応

商品棚にピッタリのディスプレイ 細やかなスケジュール設定

アカウントに配信権限を設定し、管理できる端末を制御でき
ます。

Hello!! Good
Morning

Good
Evening

Good
Night

現場 A

総務

現場 C

現場 B

ライン長からの
配信

ライン長からの
配信のみ

配信せずに必要に応じて
内容確認総務担当からの

通知

総務担当からの通知のみ

画像購入する→
商品棚に取り付け
られる形状のサイ
ネージディスプレ
イにも対応してお
り、より効果的な訴
求を実現します。
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お客様の作業はコンテンツの送付と配信スケジュールの指示だけ!
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指示をします。

御社の作業はこれだけ! あとは事務局が全て運用！

サイネージに関する業務を
おまかせいただけます。

イベントのお知らせ

● コンテンツ登録
● スケジュール配信の作業
● サイネージ機器の死活監視
● 非稼働時のサポート
● サイネージに関するお問い合わせ受付サポート

メンバーズ会員情報新商品情報

事務局から
各拠点に
全て配信

掲示物張替えにかかる移動や作業時間の削減

複数の掲示物を一覧で表示可能です

スマホでも同じ情報を確認でき便利です

画面レイアウトをお好みで設定

運用はすべておまかせOK!デジタル掲示板で生産性を向上します

一般的なサイネージとしても利用可能

その他の特徴

コンテンツ登録、スケジュール配信、サイネージ機器の死活監視、各拠点からの問い合わせ対応など面倒
な運用作業はすべて事務局が対応いたします。導入拠点数、サイネージ台数が増えれば増えるほどかかる
管理の手間を大幅に削減します。

掲示板をデジタル化する機能により、紙の張替え
業務にかかる手間を大幅に削減します。

テンプレート、動画、静止画、
WEBサイトの表示に対応

掲示板に表示する要素や背景画像等お客様側で自由に
設定可能です。

権限を分けて複数人で管理

テンプレートで簡単コンテンツ作成

テンプレートを元に簡単に
コンテンツを作成して配信
することが可能です。

テンプレート又はお客様がご用意した動画、静止画、
WEBサイトをスケジュール再生することも可能です。

スマホからの情報確認

サイネージ表示と同時に
スマホからも掲示物の
確認ができ、利便性が
向上します。

アカウント毎に権限を設定
し、管理できるサイネージ
端末を制御することができ
ます。

週別、曜日別、日にち別、時
間帯別など、小売業でよく
利用されるご要望に対応可
能です。

導入拠点数の増加に応じ
て、無駄なくリーズナブルに
ご導入頂くことができます。

販売促進の強化と
運用業務の削減に貢献

紙の掲示板をデジタル化して
省力化に貢献

クラウド配信型システムのご紹介

権限を分けて複数人で管理 導入台数の拡張に柔軟に対応

商品棚にピッタリのディスプレイ 細やかなスケジュール設定

アカウントに配信権限を設定し、管理できる端末を制御でき
ます。

Hello!! Good
Morning

Good
Evening

Good
Night

現場 A

総務

現場 C

現場 B

ライン長からの
配信

ライン長からの
配信のみ

配信せずに必要に応じて
内容確認総務担当からの

通知

総務担当からの通知のみ

画像購入する→
商品棚に取り付け
られる形状のサイ
ネージディスプレ
イにも対応してお
り、より効果的な訴
求を実現します。
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個別見積、デモ、トライアル対応しております。営業担当者または 左下の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

最新事例をWEBで公開中！
お問い合わせは
こちらまで

エレコム株式会社 
法人様向け お問い合わせフォーム

https://www.elecom.jp/r/191
※スマートフォンからもお問い合わせ頂けます

社内
連絡

社内
連絡

エントランスのモニターでは、会社のイメージ映像とともに来客へのメッセージを表示。

情報
配信

学内で生徒が多く通る場所3カ所に設置されたデジタルサイネージ。
変更されることが多いバスの時刻が、わかりやすく掲示される。

情報
配信

池袋ロイヤルクリニック9階の一般健診フロア

広告
PR

宣伝POPがモニターに置き換わり、すっきりと見通しがよくなった店内。

広告
PR

ロビーで来客を迎えるデジタルサイネージ。

広告
PR

レジ前に立つと、目に飛び込んでくる大型のデジタルメニューボード。

広告
PR

出入り口横の目立つ場所で、お客様を迎えるデジタルサイネージ。

ブリヂストン久留米工場様で使用されている、掲示板NEXTの画面。視認性の高い75インチディ
スプレイは、複数のスタッフに申し送り事項を伝える際にも効果的だ。

デジタルサイネージ導入事例

株式会社ブリヂストン 久留米工場 様
製 造

ブリヂストン久留米工場様で、
「掲示板NEXT」が製造スタッフの
情報共有ツールとして活躍！
PCを持っていない製造現場スタッフの情報共有ツールとして
サイネージを活用。利用者が見たい情報を選んで表示できる
タッチサイネージを専門知識不要で実現。

株式会社サンテック 様
製 造

香川県の"グローカル"企業で、
エレコムの『掲示板NEXT』が
社内コミュニケーションを円滑化！
新社屋への移転に伴って、社員への情報伝達をサイネージ
で強化。ウェルカムボード、社員情報連絡など多彩に活用。

クラブン株式会社 様
小 売

郊外型文具店「うさぎや岡山店」で
エレコムのデジタルサイネージ『掲示板NEXT』が
商品・イベントなどの情報発信に活躍！
文房具店での商品販促の強化に掲示板NEXTを活用。
紙のPOPを減らし、スッキリとした店内レイアウトと動画によ
る効果的な宣伝を実現。　

鹿島セントラルホテル 様
観 光

鹿島セントラルホテルの館内で
エレコムのデジタルサイネージ
『掲示板NEXT』が来客へのメッセージを配信!
宴会場前と、ロビーにサイネージを活用。デジタルサイネージ
ならスライドショーができるので、ポスター1枚分のスペース
で複数の情報を発信できる点を評価。

立命館慶祥中学校・高等学校 様
文 教

全生徒が利用するスクールバス時刻表に、
エレコムのデジタルサイネージを採用。
スマートなコミュニケーション環境を実現！
スクールバスの時刻表を表示する媒体として掲示板NEXTを
ご活用。バス時刻表のほかにも行事や部活動の報告などを表
示することで生徒のモチベーションアップも実感。

IMS（イムス）グループ 池袋ロイヤルクリニック 様
医 療

人間ドック・健康診断を行うクリニックで、
エレコムの「じぶんでサイネージ」が
待合室での情報発信に活躍！
人間ドックや健康診断に特化した2施設の待合室に、デジタル
サイネージを導入。お客様向けの掲示物を集約できる点、クリ
ニック側から積極的に告知ができる点などを評価。

バーガーキング® 様
小 売

バーガーキング®の
デジタルメニューボードに
エレコムの「らくちんサイネージ」を採用！
レジのすぐ上のデジタルメニューボードで大画面に写真入り
でメニューやセットの内容を配信。現在ではほぼすべての店舗
に４枚のディスプレイを活用。

株式会社ナップス 様
小 売

オートバイ用品販売店18店舗に
「エレコム らくちんサイネージ」を導入
本社で一括してコンテンツを制作＆配信中
店舗入り口にセール情報やインフォメーションをデジタルサイ
ネージで配信。音と動きでインパクトのあるメッセージの発信
を実現。
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個別見積、デモ、トライアル対応しております。営業担当者または 左下の問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

最新事例をWEBで公開中！
お問い合わせは
こちらまで

エレコム株式会社 
法人様向け お問い合わせフォーム

https://www.elecom.jp/r/191
※スマートフォンからもお問い合わせ頂けます

社内
連絡

社内
連絡

エントランスのモニターでは、会社のイメージ映像とともに来客へのメッセージを表示。

情報
配信

学内で生徒が多く通る場所3カ所に設置されたデジタルサイネージ。
変更されることが多いバスの時刻が、わかりやすく掲示される。

情報
配信

池袋ロイヤルクリニック9階の一般健診フロア

広告
PR

宣伝POPがモニターに置き換わり、すっきりと見通しがよくなった店内。

広告
PR

ロビーで来客を迎えるデジタルサイネージ。

広告
PR

レジ前に立つと、目に飛び込んでくる大型のデジタルメニューボード。

広告
PR

出入り口横の目立つ場所で、お客様を迎えるデジタルサイネージ。

ブリヂストン久留米工場様で使用されている、掲示板NEXTの画面。視認性の高い75インチディ
スプレイは、複数のスタッフに申し送り事項を伝える際にも効果的だ。

デジタルサイネージ導入事例

株式会社ブリヂストン 久留米工場 様
製 造

ブリヂストン久留米工場様で、
「掲示板NEXT」が製造スタッフの
情報共有ツールとして活躍！
PCを持っていない製造現場スタッフの情報共有ツールとして
サイネージを活用。利用者が見たい情報を選んで表示できる
タッチサイネージを専門知識不要で実現。

株式会社サンテック 様
製 造

香川県の"グローカル"企業で、
エレコムの『掲示板NEXT』が
社内コミュニケーションを円滑化！
新社屋への移転に伴って、社員への情報伝達をサイネージ
で強化。ウェルカムボード、社員情報連絡など多彩に活用。

クラブン株式会社 様
小 売

郊外型文具店「うさぎや岡山店」で
エレコムのデジタルサイネージ『掲示板NEXT』が
商品・イベントなどの情報発信に活躍！
文房具店での商品販促の強化に掲示板NEXTを活用。
紙のPOPを減らし、スッキリとした店内レイアウトと動画によ
る効果的な宣伝を実現。　

鹿島セントラルホテル 様
観 光

鹿島セントラルホテルの館内で
エレコムのデジタルサイネージ
『掲示板NEXT』が来客へのメッセージを配信!
宴会場前と、ロビーにサイネージを活用。デジタルサイネージ
ならスライドショーができるので、ポスター1枚分のスペース
で複数の情報を発信できる点を評価。

立命館慶祥中学校・高等学校 様
文 教

全生徒が利用するスクールバス時刻表に、
エレコムのデジタルサイネージを採用。
スマートなコミュニケーション環境を実現！
スクールバスの時刻表を表示する媒体として掲示板NEXTを
ご活用。バス時刻表のほかにも行事や部活動の報告などを表
示することで生徒のモチベーションアップも実感。

IMS（イムス）グループ 池袋ロイヤルクリニック 様
医 療

人間ドック・健康診断を行うクリニックで、
エレコムの「じぶんでサイネージ」が
待合室での情報発信に活躍！
人間ドックや健康診断に特化した2施設の待合室に、デジタル
サイネージを導入。お客様向けの掲示物を集約できる点、クリ
ニック側から積極的に告知ができる点などを評価。

バーガーキング® 様
小 売

バーガーキング®の
デジタルメニューボードに
エレコムの「らくちんサイネージ」を採用！
レジのすぐ上のデジタルメニューボードで大画面に写真入り
でメニューやセットの内容を配信。現在ではほぼすべての店舗
に４枚のディスプレイを活用。

株式会社ナップス 様
小 売

オートバイ用品販売店18店舗に
「エレコム らくちんサイネージ」を導入
本社で一括してコンテンツを制作＆配信中
店舗入り口にセール情報やインフォメーションをデジタルサイ
ネージで配信。音と動きでインパクトのあるメッセージの発信
を実現。
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各種オプションサービス

災害情報表示システム

コンテンツ制作サービス
1週間

※スケジュールは目安となり、前後する場合があります。

オリジナル制作

撮影・構成から制作までワンストップで制作させてい
ただきます。素材をご提供いただいて制作することも
可能です。

Lアラートや防災メールと自動連携し、画面上に防災情報を追加表示する
「Alertmarker +」に対応しております。

パワーポイントテンプレート制作

パワーポイントベースのコンテンツテンプレートを貴
社オリジナルで制作いたします。パワーポイントは比
較的どなたでも操作ができますので、文言や画像を
変更することで様々な用途にご利用いただけます。

ご提案の流れ

よくあるご質問

1週間

1週間

1週間 1週間
本見積り

本見積をご提示させて
頂き、ご発注をいただ
きます。

ご提案から
導入まで

一括で行います

設置・施工・設定
設置・施工・設定および
動作の確認をおこない
ます。

アフターサポート
導入後のお問い合わせ
はお電話にて、サポート
させて頂いております。

現地調査
ご希望の設置場所へ
ディスプレイを取り付け
できるか、現地にて作業
員が調査致します。

ヒアリングシート
図面のご提出

ディスプレイの大きさ、
設置方法など、ご要望を
ヒアリングいたします。

仮見積ご提出

目安の設置作業費用や
機器の価格をご提案致
します。

お問い合せ
商談

まずはお客様のお困り
ごと、要望を十分にお
聞き致します。

設置・施工作業を行う場合

10スライド 165,000円～動画 550,000円～
※使用する素材の数などにより変動します。※撮影込み、30秒程度になります。

Q1 掲示板CLOUDとらくちんサイネージの
違いは何ですか？

Q2 導入する際に必要な物はなんですか？
必要なものはエレコムからワンストップですべてご提案できますが、設置工
事にあたっては「導入場所（店舗や事務所）の図面」をご用意頂く必要がご
ざいます。

Q3 インターネット回線がないのですが、
導入できますか？

インターネット回線がない場合は、モバイル回線（SIM）を使用することが
できます。モバイル回線も弊社よりご提案させていただきます。

Q4 導入までにどのくらいの期間がかかりますか？
ご発注いただいてから、概ね1ヶ月程度となります。導入台数や設置方法
等によっても異なりますので詳しくはご相談ください。

Q5 設置する場所に制限はありますか？
壁や天井の強度が不足している場合など、取り付けができない場合もござ
います。取り付けについては、現地調査の上でご提案させていただきます。

Q6 詳しいサービス提供条件を知りたい
下記のURLより、サービス提供条件をご覧頂く事が
可能です。
https://app.elecom.co.jp/data/signage/
document/terms.pdf

※オプションは単体でのご提供はしておりません。※写真はイメージです。

貴社製品・サービスの販促コンテンツと一緒に日々情報が更新されるコンテ
ンツの配信サービスです。

Wi-Fi環境の構築もお
まかせいただけます。

多様な製品と設置サービスでお客様の要望にお応えします。

天気予報 ニュース スポット天気予報 鉄道運行情報

コンテンツ配信元：ニッポンダイナミックシステムズ

配信型コンテンツ

ディスプレイ・設置

Wi-Fi環境構築 

機器故障時に先出で交換用の機
器を発送する保守サービスがござ
います。未加入の状態で故障が発
生した際には、故障品をお送りいただき、修理後に交
換機を発送する形になります。その間STBまたはタブ
レットがご利用頂けない状態となります。スピーディな
復旧が必要な場合はデリバリ保守へのご加入をご検
討下さい。

障害内容をお伺いした後、訪問し、障害対応を行い
ます。

デリバリ保守/スポット訪問

固定の光回線を使用できない場合に、SIM（モ
バイル）回線をご提供します。

SIM通信回線

屋内
ディスプレイ

壁掛け 天吊りイーゼル型
スタンド

初期費用 月額費用187,000円 5,500円

お客様ご自身で運用頂くサービスです。「テンプレートからの作成機能」
や、オフィス向けで電子掲示板として運用しやすい「掲示板機能」などがあ
ります。初めてサイネージを扱う人でも、コンテンツの作成や端末管理がし
やすいのが特徴です。

掲示板CLOUD

コンテンツの配信業務やスケジュール設定、各拠点からの問合せ対応が
料金に含まれています。
全国に複数店舗の管理が必要な場合に特に役立ちます。コンテンツの更
新頻度は2週間に1回でご了承いただいております。

らくちんサイネージ

デリバリ保守

スポット訪問

※表示価格は全て税込価格です。

※表示価格は全て税込価格です。
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換機を発送する形になります。その間STBまたはタブ
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復旧が必要な場合はデリバリ保守へのご加入をご検
討下さい。

障害内容をお伺いした後、訪問し、障害対応を行い
ます。
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固定の光回線を使用できない場合に、SIM（モ
バイル）回線をご提供します。
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屋内
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壁掛け 天吊りイーゼル型
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初期費用 月額費用187,000円 5,500円

お客様ご自身で運用頂くサービスです。「テンプレートからの作成機能」
や、オフィス向けで電子掲示板として運用しやすい「掲示板機能」などがあ
ります。初めてサイネージを扱う人でも、コンテンツの作成や端末管理がし
やすいのが特徴です。
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コンテンツの配信業務やスケジュール設定、各拠点からの問合せ対応が
料金に含まれています。
全国に複数店舗の管理が必要な場合に特に役立ちます。コンテンツの更
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店名　住所　TELお問い合わせはこちらまで

●掲載されている商品名・会社名等は各社の商標ならびに登録商標です。　●本パンフレットに記載の価格は全て税抜き表示です。　●掲載した情報、価格は改良のため予告なく変更することがあります。
●このパンフレットの掲載内容は2022年2月現在のものです。

法人向けデジタルサイネージカタログ

掲示板機能で多拠点の掲示物を、
かんたんに一括管理

機器選定、手配、設置、運用まで
全ておまかせ!

T-37N038T

ランニングコストゼロで
気軽に導入しやすい

販
売
店

エレコム株式会社
法人様向け
お問い合わせフォーム
https://www.elecom.jp/r/191
※スマートフォンからもお問い合わせ頂けます

表4 表紙

T-37N038T_サイネージパンフレット


	T-3738T_サイネージパンフ_0310

