
デジタルサイネージ

システム構成

標準オンライン構成

管理センタでコンテンツや
表示スケジュールを編集し、
表示端末にコンテンツ配信を行います。

弊社ではお客様の業務形態に合わせて最適な利用形体を提案致します。
表示装置の展開規模やネットワーク環境に応じて、オンライン構成・オフライン構成が選択でき、
導入が簡便なリアルタイム情報配信ソリューションとして「いまいま情報配信システム」もご用意しております。
もちろん、将来的な業務拡大を見通してスモールスタートも可能です。

デジタルサイネージ ( 電子看板 ) は、従来使用されている紙のポスターや
同じ映像を繰り返し再生するだけのビデオディスプレイと比べて、
表現力やタイムリー性が数段勝り、費用対効果の点で注目されています。
グリーンシステムは、長年培ってきた通信・画像技術を駆使して、デジタルサイネージ ( 電子看板 )
専用ソフトウェア Visual Contents Manager(VCM) を自社開発し、販売しています。
グリーンシステムの VCM には下記の特徴があります。



パッケージラインナップ

機能・仕様

標準オフライン構成

オンライン構成（～数 100 台）

制作パソコンでコンテンツや
表示スケジュールを編集し、
USB メモリで表示端末に
データを受け渡します。

システム構成に合わせて適切なパッケージをご選択頂く必要がございます。
VCM ビューワ 1 台のみのミニマム構成から数百台の大規模構成まで幅広くサポートしております。

管理センタより、IP 網を介して複数の表示端末（電子看板）にコンテンツを配信する大規模な構成。
オプションで編集端末を増設して、複数の PC で編集作業を行うこともできます。

オフライン構成 (１～複数台 )

表示画面分割

USB メモリなどの媒体を使用する小規模な構成です。

画面を自由に分割して、それぞれに
コンテンツを割り当てて再生することが
出来ます。( 縦横両方可、最大６分割 )
再生時間を指定して次々と
コンテンツを再生します。
また、繰り返し再生もできます。

VCMマネージャ 
(1台)

VCMビューワ 
(～数100台)

表示端末内で動作し、表示スケジュールに従ってコンテンツを表示します。
OSはWindows XP Home Edition SP3以上、
Windows 7 Home Premium以上、Windows 10 Home以上を使用します。

VCMエディタ 
(オプション、複数台)

通常のPC上で動作し、コンテンツ表示画面分割・編集、
表示スケジューリングの編集を行い、データを管理センタに送信します。
OSはWindows XP Home Edition SP3以上、
またはWindows 7 Home Premium以上を使用します。

VCMエディタ 
(1台)

通常のPC上で動作し、コンテンツ表示画面分割・編集、
表示スケジューリングの編集を行い、データをUSBなどに出力します。
OSはWindows XP Home Edition SP3以上、
またはWindows 7 Home Premium以上を使用します。

 

VCMビューワ 
(1～複数台)

表示端末内で動作し、表示スケジュールに従ってコンテンツを表示します。
OSはWindows XP Home Edition SP3以上、
Windows 7 Home Premium以上、Windows 10 Home以上を使用します。

管理センタ専用PCで動作し、コンテンツ表示画面分割・編集、
表示スケジューリング、端末グルーピング、コンテンツ配信を行います。
OSはWindows Server 2008 Standard Edition、
Windows Server 2012 R2 Standard Editionを使用します。



スケジューリング

専用システム製品

「グルメディア」- レストラン街向け双方向デジタルサイン

弊社では VCM を活用し、レストラン街で活用頂ける全面タッチパネル式のサイネージや
アパレル店舗様で活用頂けるバーチャル試着サイネージなど、特定用途のお客様向けに専用のシステムをご用意しております。

コンテンツを再生する期間、時間帯、順序、曜日などをきめ細かく組み合わせて、
スケジュールを作成します。電源をオフする時刻も指定できます。

対応形式

下記のコンテンツを拡大／縮小、効果、再生時間などを指定して、再生することが出来ます。

商業施設でのレストラン街への顧客誘導装置
ＡＩＳＡＳ理論に基づいたレストラン街への顧客誘導を実現

顧客の購買に至るまでのプロセス理論である
　Ａ　Attention（注意）
　Ｉ　Interest（興味）
　Ｓ　Search（検索）
　Ａ　Action（購買）
　Ｓ　Share（情報共有）
の流れに基づいた商業施設来館者へのレストラン街への誘導装置です。

デジタルサインへの注目率アップ
『動いているものへ目が行く』
この自然な人間の行動に対して、臨場感ある動画が、最高のアイキャッチ効果を発揮します。

その他の機能

例．平日のスケジュール
9:00～11:59 12:00～12:59 13:00～16:59 17:00～22:59

午前の広告 昼食メニュー 午後の広告 夕食メニュー

映像 WMV,MPG,AVI(AVIは一部再生できないものもあります)

フラッシュ SWF

画像 JPG,BMP,PNG,GIF

Webページ URL,HTML

PowerPoint PPT,PPS,PPTX,PPSX

テキスト TXT

音声（BGM） WMA,MP3,WAV

壁紙(背景画) JPG,BMP,PNG,GIF

システム制御 
（VCMマネージャ）

端末全体管理・グループ管理・個別管理を行い、コンテンツの配信、
端末の状態表示・制御などができます。

緊急メッセージ管理
（VCMマネージャ）

緊急時などに、テキストメッセージを表示端末に配信します。 
メッセージを受けた表示端末は、現在表示しているコンテンツの上にメッセージを
表示します。

表示端末制御 
（VCMマネージャ）

時刻同期、表示実行／終了、電源管理、遠隔制御およびモニタリング、ログ表示な
ど。



その他 VCM についての詳細は、VCM 製品ガイド概要（PDF ファイル）をご覧ください。
デジタルサイネージ ( 電子看板 ) 専用ソフトウェア Visual Contents Manager（VCM）のさらに詳しい資料をご希望の方は、
電話（03-5362-0237）にてご請求ください。

タッチパネルの利用率アップ
『せっかくのタッチパネルなのにタッチしてくれない！？』
『何度もタッチしないと目的のショップまでたどり着けない！？』
＜グルメディア＞はお年寄りから若い方までどなたでもストレスフリーで、知りたいレストランショップ情報が” ワンタッチ” で表示することが
できるるので高いタッチ利用率を実現できます。
利用率の向上は、レストラン街への誘導効率の向上につながります。

タイムリーなレストランショップ情報の提供を実現
既存のサインは、ショップの入れ替えやショップ情報の変更があった場合、サインの「作り変え」「張り替え」が必要でした。
＜グルメディア＞はデジタルサインですので、コンテンツの差替えをするだけ・・。
また、時間帯に応じて、昼の時間帯はランチメニュー情報、夕方からはディナー情報を表示するといった来館者のニーズにマッチしたレスラン
情報の提供ができます。

表示情報の差替えは簡単
差替え作業の手間も、専用ホームページから差し替えたい情報をアップするだけの簡単差替え。
この簡単差替え機能は、季節やイベント、顧客ニーズの変化に合わせたメニュー・サービス改定や緊急の来店促進情報の提供など、 今までできな
かった販促手法を可能にします。

タッチ数の効果分析ができる
店舗ごと、曜日別、時間帯別のタッチ数が把握できるので、売上との関連やショップの提供する 情報とタッチ数の関係、分析が可能です。
導入後の＜グルメディア＞の効果向上のための活用改善に役立ちます。

「ドレドレ」- バーチャル試着ツール
簡単・スピーディな納得試着
結婚式のウェディング・ドレスや着物を選ぶとき、
いくつも服を試着します。貸し衣裳であっても、納得できる選択を
したいのですが、あれこれ試着するには時間と手間がかかり、お客
様も店の担当者も労力がかかります。
特に着物は着付けだけでも時間がかかります。
通常はサンプルの写真から選んでそれが自分に似合うか実際の試着
を行い、鏡に映して判断します。

「美サイン」- 美容室ディスプレイ
美容室の集客向上に液晶看板
新鮮＆キレイ しかも低コスト！
美容室などのウィンドウ・ディスプレイに最適な大型ワイド液晶
ディスプレイ。
プレイヤーとコンテンツ（画像･映像･文字情報）もセットでご用
意しました。
お店の窓際に置いて道行く人の視線をキャッチしてください。

デモ映像はこちらから

顔認識技術は映像を解析し、人間の顔の色や形の特徴により、顔の位置や大きさを特定するものです。
グリーンシステムはこれをライブ映像でも可能としました。

バーチャル試着ツール＜ドレドレ＞は、この顔認識技術により、顔の下にサンプルから選んだ着物やドレスを重ねて
表示します。
お客様は自然なライブ映像で自分に似合うかを判断することができ、次々と試着を楽しむことができます。
大体のイメージをつかんだところで実物の試着をすれば、お客様も担当者も労力を大幅に減らすことができます。
非常に簡単な試着ですので、お客様は冒険して大胆な試みを楽しめます。
思わぬ新しい自分を発見するかも知れません。

そのほか、バーチャルな試着ツールとして、目の位置にメガネを重ねたり、頭にかつらをかぶせることもできます。



導入事例

発売以来多くのお客様にご利用頂いております VCM の導入事例をご紹介します。
是非とも導入時ご参考にお役立てください。

タッチパネル型サイネージ
大型商業施設様＜『グルメディア』オリジナル筐体＞
設置先：株式会社ルミネ様（新宿ルミネエスト店）
施工会社：グリーンシステム
コンテンツ制作・運用会社：グリーンシステム

見たいレストランの写真をタッチ。お店の情報が詳細に表示されます。
お客様の知りたい情報が対話形式でゲットできます。
こだわりの動画映像で料理のシズル感、店内の雰囲気。
静止画像で自慢の料理。文字でおすすめのメニュー。

「平日」「休日」「ランチタイム」「ディナータイム」
それぞれ時間帯に応じて表示内容が切り替わります。

スタンドアロン型サイネージ
大型商業施設様＜屋外縦型筐体＞
設置先：横浜ベイクォーター様
施工会社：グリーンシステム
コンテンツ制作・運用会社：横浜ベイクォーター様

横浜駅直結 潮風を感じながらショッピングや
グルメが楽しめるショッピングモール。
施設担当者が各ショップのご案内を
季節に合わせて美しく表現します。



情報配信型サイネージ
大手書籍店様＜天吊＞
設置先：フタバ図書様（アルティアルパーク北棟店）
施工会社：小林工芸社
コンテンツ制作・運用会社：アクティブデザイン

高い天井を生かした大型画面で、目立っています。
デジタルサイネージならではの設置例で、
美しい動画などのコンテンツをタイムリーに
更新することができます。

大手書籍店様＜天吊＞
設置先：フタバ図書様（アルティアルパーク北棟店）
施工会社：小林工芸社
コンテンツ制作・運用会社：アクティブデザイン

会計待ちのお客様の目をひきつけて、
お店の思いをアピールします。

動物病院様＜壁掛け＞
場所をとらないコンパクトな設置例。
病院のスタッフの紹介、サービスの案内、
スタッフのシフト表などの病院からのお知らせと、
時節に応じたペットの健康に役立つ情報を表示します。
診療待ち時間に獣医さんのメッセージを伝えることができます。

動物病院様＜天吊り＞
場所をとらないといえば究極の設置例。
天井裏の梁にしっかり掛かっているので、抜群の安全性です。

ＮＨＫ様展示室＜据置き＞
４６インチ半屋外一体型タイプを屋内に設置。
明るさ、美しさが際立っています。
主に NHK の番組内容を次々に表示しています。



美容室様＜据置き＞
さりげなく、美しく、豊かなコンテンツで美容室の窓を飾ります。
お店のサービスの内容や特色を伝えます。

ご相談・お問い合わせ

デジタルサイネージについてはお任せ下さい！！

株式会社グリーンシステム
営業部

http://www.greensys.co.jp/index.html


