
○ 受付／対応時間
　 月曜日～金曜日（9：00～17：00）
　 ＊土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部
国内営業部

0120-015885
※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話：043-299-8011

●ご相談窓口

R

https://jp.sharp/business/
lcd-display/

インフォメーションディスプレイの
詳細情報はこちら

https://jp.sharp/business/
bigpad/

BIG PADの
詳細情報はこちら

https://jp.sharp/business/
case/

導入事例の詳細はこちら

https://jp.sharp/business/
led-display/

LEDディスプレイの
詳細情報はこちら

https://jp.sharp/business/
projector/

レーザー超短焦点プロジェクターの
詳細情報はこちら

Vol. 6導 入 事 例
VISUAL SOLUTION
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https://jp.sharp/business/lcd-display/support/faq_global.html 
ビジネスソリューション事業本部 ビジュアルソリューション事業部 海外営業部

お問い合わせ先

●上記以外にも販売可能な国/地域がございます。（海外販売拠点）

海外での
ご導入に
関して

※ 敬 称 略

首都圏エリア

東京ベイシティ交通（株）▶P01

（株）ジェイアール東日本企画▶P02

RSN JAPAN（株）（リーデル・ジャパン）▶P03

（株）エービーシー・マート▶P04

ネッツトヨタ東京（株）▶P05

（株）北海道ブブ▶P05

クリスピー・クリーム・
ドーナツ・ジャパン（株）▶P06

シチズン時計（株）▶P07

（株）ロフト▶P07

（株）NTTデータ ウェーブ▶P07

佐藤工業（株）▶P08

応用地質（株）▶P08

東急不動産ホールディングス（株）▶P09

（株）横浜八景島▶P10

アエラホーム（株）▶P11

栃木セキスイハイム（株）▶P11

（有）藤野企画▶P12

（株）セブン＆アイ・ホールディングス▶P12

つくば市教育委員会▶P13

学校法人鹿島学園▶P14

有備ゼミナール▶P14

学校法人千葉学園 千葉商科大学▶P14

公益財団法人 
東京都道路整備保全公社▶P16

（株）ギャルド ユウ・エス・ピイ▶P18

日本空港ビルデング（株）▶P18

医療法人社団武蔵野会▶P19

医療法人社団関輝会 関歯科医院▶P19

東邦大学医療センター大橋病院▶P19

（有）鬼怒川パークホテル▶P21

広域エリア

（株）ジンズ▶P04

（株）オカダヤ▶P04

（株）不二家▶P06

（株）ブロンコビリー▶P06

日本郵便（株）▶P08

（株）LIXIL▶P12

Sky（株）▶P12

（株）アミティー▶P14

北海道エリア

札幌駅総合開発（株）▶P02

勇払郡安平町▶P04

石屋製菓（株）▶P06 ▶P10

石狩市▶P15

東北エリア

仙台国際空港（株）▶P01

（株）南東北クボタ▶P11

九州・沖縄エリア

JR九州エージェンシー（株）▶P02

西日本鉄道（株）▶P02

九州産交ランドマーク（株）▶P03

ハウステンボス（株）▶P09

武雄市▶P15

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部・
武雄消防署▶P17

（株）ホライズン・ホテルズ▶P21

瀬良垣ホテルマネジメント（株）▶P21

四国・中国エリア

高松琴平電機鉄道（株）▶P01

（株）ケイコーポレーション▶P06

学校法人米子自動車学校▶P12

下関市▶P16

萩・明倫学舎▶P16

徳島県警察▶P16

社会福祉法人 仁摩福祉会▶P20

（株）オムエル▶P20

（株）ホテルセントパレス倉吉▶P21

近畿エリア

（株）JR西日本コミュニケーションズ▶P01

大阪ターミナルビル（株）▶P03

阪急電鉄（株）▶P03

日本観光開発（株）▶P04

（株）タカサゴ▶P07

（株）海遊館▶P10

学校法人追手門学院▶P13

創志学園▶P13

羽曳野市▶P15

堺市▶P15

生駒市▶P16

近畿日本鉄道（株）▶P17

大阪ガス（株）▶P18

合同会社ライフハピネス▶P20

アルカンシエルLuxe mariage大阪▶P21

中部・北陸エリア

中部国際空港（株）▶P01

（株）ジェイアール東海
エージェンシー▶P02

（株）グッドスピード▶P05

東邦液化ガス（株）▶P08

西日本電信電話（株）
東海事業本部▶P09

福井県▶P10

（株）NTTドコモ東海支社▶P18

お客様に安全に製品をご使用いただくために各国の安全規格に対応

した製品を現地にてご提供しております。海外での製品のご導入に

関しましてもお問い合わせからお見積りまで柔軟に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください。
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＊このカタログの内容は、2020年3月現在のものです。
H.20 SB2003M

お問い合わせはこちらへ

本 社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
https://corporate.jp.sharp/

＊記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 ＊会社名および導入商品の記載内容は、取材時のものとなります。



【導入商品】
PN-H701（70V型）×70台（ワイヤー吊り・壁掛け・柱巻き・筺体設置）、
4K対応STB×70台、e-Signage Pro EX（継続利用）

北口外コンコースのリニューアルに伴い、60V型7面（縦置き1段）の大型マルチディスプレイを、東西の壁面上部に
各5セット設置。広告や西日本鉄道のお知らせを同期表示するなど、迫力あるサイネージを放映されています。
配信ツールは既存の柱巻きディスプレイと同様、e-Signageを採用。10本の柱に16台設置の既設70V型柱巻きと
連動したサイネージは、圧倒的なスケール感と訴求力でステーションジャックでも活躍しています。

【導入商品】 
PN-V601A（60V型）×71台、ミニワークステーション×11台、
ビデオウォールコントローラ×20台、PN-R703（70V型）×16台、
PN-ZP30×16台、e-Signageビューア版 他

〈JR九州エージェンシー株式会社様：福岡〉JR博多駅コンコース
2013年に、ガラススキン柱内に2本のワイヤー吊り下げで52台を設置、薄型・軽量・ワイ
ヤーによる吊り下げ設置を実現、評価頂きました。5年経過し、広告効果レベル向上のた
め、九州最大級の4K 70V型にパワーアップ。台数も64台に増設され、高精細の広告媒体
として価値を上げています。他に柱巻き・筺体設置で6台の同型サイネージを構内に設
置されています。今後、さらに増設を計画されています。

〈株式会社ジェイアール東日本企画様：東京〉JR品川駅港南口
JR品川駅の中央改札口から新幹線乗り場や港南口へ向かう「自由通路」に70V型を計44台設置。
駅を往来する人々に、新たな映像空間として様々な広告情報を提供しています。

【導入商品】
PN-R703（70V型）×44台

〈株式会社ジェイアール東海エージェンシー様：愛知〉JR名古屋駅 桜通口
高輝度60V型ディスプレイを裏表に組み合わせ、通路中央にある4本の柱の左右
に計16面、天吊りで設置。商業施設の新規オープンによる人通りの増加を予想し
て導入し、主に商業施設や交通機関の利用者に向けた広告を表示。綺麗な画面
や見やすい天吊り設置で評価をいただいています。

【導入商品】
PN-R603（60V型）×16台

西鉄福岡駅「デジタルロングボード」「コンコースビジョン」〈西日本鉄道株式会社様：福岡〉

〈札幌駅総合開発株式会社様：北海道〉JR札幌駅
JR札幌駅から地下鉄さっぽろ駅へ南北に繋がる地下街に、60V型ディスプレイ縦設置2段
の「JRタワー札幌ピラービジョン」を2012年に導入。さらに綺麗で迫力のあるデジタル
サイネージで、広告効果と媒体価値が飛躍的にアップしました。製品やサービスに満足
いただき、2019年にリプレイスで導入いただきました。

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×64台

空港内の随所に柱巻きやマルチディスプレイなど様々な形でサイネージディ
スプレイを設置。リムジンバスなどの交通情報や施設案内、イベント情報や
広告などを表示し、空港利用者の利便性を高めています。

【導入商品】
PN-V550（55V型）×9台、
PN-E803（80V型）×22台、
PN-A601（60V型）×12台、
e-Signageネットワーク版 他 

バスロケ―ションシステムを採用すると同時に、バスのリアルタイム情報を伝えるため、主要バス停にサイ
ネージを設置。新浦安駅バス停には7台の屋外設置対応ディスプレイを採用し、行先だけでなく到着予定
のバス発車時刻や運行遅れ等のバス停時刻表示を、e-Signage S WEBサーバー版を活用して表示しています。

【導入商品】
#P550HVF

（55V型屋外ディスプレイ）×7台、
耐環境対応STB×7台、
PN-A601（60V型）×1台、
PN-ZP30×1台、
e-Signage S WEBサーバー版 他

瓦町駅の2面マルチ（2セット）の導入に続き、高松築港駅にインパクトある
90V型ディスプレイを半屋外筺体で設置。広告サイネージとしてe-Signage
を使い、簡単・便利な操作でご活用いただいています。

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×4台、e-Signageネットワーク版、
PN-R903A（90V型）×1台、半屋外筐体 

〈東京ベイシティ交通株式会社様：千葉〉東京ベイシティ交通

JR京都駅

〈中部国際空港株式会社様：愛知〉中部国際空港 セントレア

〈高松琴平電機鉄道株式会社様：香川〉琴電高松築港駅

JR京都駅では多くのサイネージディスプ
レイをご利用いただいていますが、ひとき
わ目を引くのが「京都プレミアムvision」。
アトリウム空間を囲む形で従来からあっ
た、広告価値の高い立地の電照看板をデジ
タルサイネージ化。70V型：横7面×3段×
2ヶ所、60V型：横4面×3段×2ヶ所。4ヶ所
で同時に流れる高精細・大画面映像はイン
パクト抜群で、さらに広告価値を高めま
した。機器選定では、広告表示かつ高所
設置もあり、安定運用が一番のポイントで
した。多くの運用実績の堅牢性・耐久性等を
評価いただきました。

【導入商品】
PN-V701（70V型）×42台、
PN-V601A（60V型）×24台

〈株式会社JR西日本コミュニケーションズ様：京都〉

1Fセンタープラザ壁面に、20面マルチ
ディスプレイを設置。上部16面では4Kコ
ンテンツ等、下部4面ではフライト情報・
バス・鉄道の案内を表示し、東北の玄関と
して観光案内と空港利用者への情報提供
を行っています。さらに、この場所で開か
れるイベントでも、大画面マルチディス
プレイが活躍しています。

仙台国際空港センタープラザ 〈仙台国際空港株式会社様：宮城〉

【導入商品】
PN-V551（55V型）×20台、
e-Signage S ネットワーク版、
マルチウィンドウプロセッサ

0201

交
通
機
関

インフォメーション
ディスプレイ

BIG PAD
タッチディスプレイ

LED
ディスプレイ

レーザー超短焦点
プロジェクター

マルチ
ディスプレイ

交通機関

迫力ある情報発信。全国各地の交通機関でご採用いただいています。

TRANSPORTATION



撮影：JINS 流山おおたかの森SC店

マーノクレアール二子玉川ライズ店撮影：新宿アルタ 生地館

オーストリアのワイングラス「リーデル」を販売する銀座の路面店オープンに伴い、ディスプレイを導入。4K画像でグラス
の質感までも豊かに表現し、歩行者へのアイキャッチ効果を高めるとともに高級感を演出。店内のタッチディスプレイ
には自社開発のアプリケーションを映し出し、お客さまがスマホ感覚で楽しみながらグラス選びをされています。

【導入商品】
PN-H801（80V型）×1台、PN-Y326（32V型）×1台、PN-L401C（40V型）×1台、e-Signageスタンドアロン版

リーデル銀座店 〈RSN JAPAN株式会社（リーデル・ジャパン）様：東京〉

東京・神奈川で手芸用品店を多店舗展開。キャンペーンポスター掲出の手間や店舗間の情報
タイムラグをなくすため、デジタルサイネージを採用されました。静止画だけでなく、SNS用
の手芸「てづくり動画」も配信・表示。本社で各店舗のサイネージを一括管理することで、
スタッフの作業負担を最小化するとともに、PR強化も実現されています。

【導入商品】
PN-E703（70V型）×4台、PN-E603（60V型）×2台、
PN-B401（40V型）×10台、e-Signage S クラウドサービス

オカダヤ 〈株式会社オカダヤ様：東京他〉

独自のSPA方式で、低価格・高品質なアイウエア
を提供し、さらに機能性アイウエアという新たな
市場を作り出したジンズ様では、お客様に新し
い購買体験を提案するためにサイネージを活
用いただいています。

【導入商品】
PN-U553（55V型）、PN-E703（70V型）、
PN-H801（80V型）等 計95台、
e-Signageクラウドサービス

JINS 〈株式会社ジンズ様：東京他〉

新たにオープンした道の駅にデジタルサイネージを採用。
安平町は国鉄最後のD51が走った町であることから、D51の
実車両の展示もある資料館を併設されています。地域の特
産品、農産品直売所等があり、安平町の観光情報の拠点と
なっています。地元色豊かなサイネージコンテンツにより、
観光客に安平町を知ってもらうだけでなく、地元住民の憩い
の場としても活用されています。表示番組の作成・配信は、
道の駅スタッフが担当し運用されています。

【導入商品】
PN-E603（60V型）×1台、PN-Y556（55V型）×1台、
PN-Y436（43V型）×1台、e-Signage ネットワーク版 他

道の駅あびらD51ステーション
〈勇払郡安平町様：北海道〉

店舗エントランスやショップ天井、レスト
ランのエントランスに、天吊りやイーゼル
スタンドで設置し、おすすめ情報を表示し
ています。コンテンツ配 信ソフトウェア

「e-Signage 楽々配信くん」を用い、LAN経
由でコンテンツを配信。手間をかけずに
簡単に随時コンテンツを差し替えられる
ため、更新作業の手間も軽減しています。

【導入商品】
PN-Y496（49V型）×2台、
PN-Y436（43V型）×5台、
e-Signage 楽々配信くん

養老サービスエリア（上り線）
〈日本観光開発株式会社様：滋賀〉

大阪梅田地区にある、大阪駅と南北のビルからなる複合施設。2011年の施設開業時に導入した
ディスプレイを今回リプレイスで導入いただきました。エントランスやインフォメーション、エレベー
ターホールなどに多数設置。開業時に比べて大幅に増加した外国人旅行客へ向け、多言語での施設
案内も積極的に行っています。今回の導入で、ディスプレイはより明るく見やすくなり、タッチの施設
案内に利用しているBIG PADや、配信ソフトウェアe-Signage Sの使い勝手も好評を得ています。

【導入商品】
PN-R903A（90V型）×1台、PN-R606（60V型）×1台、PN-R556（55V型）×14台、
PN-V550A（55V型）×3台、PN-R496（49V型）×2台、 PN-R426（42V型）×14台、
PN-L401C（40V型）×11台、32V型タッチディスプレイ×1台

大阪ステーションシティ 〈大阪ターミナルビル株式会社様：大阪〉

熊本市の再開発事業の中で開業した、長
距離バスターミナル併設の大型複合施設。
商業施設では店舗や観光地の広告を表示。
オープン時から予想以上の集客で、多くの
家族連れで楽しんでもらえる複合施設と
なっています。それにより広告へのリーチ

（広告到達率：広告の認識率）も高く、高精
細のサイネージによる表示で、スポンサー
からも高い評価を得ています。

【導入商品】
PN-E703（70V型）×13台、 
PN-Y556（55V型）×47台

SAKURA MACHI 
Kumamoto

〈九州産交ランドマーク株式会社様：熊本〉

2013年、80V型ディスプレイを阪急大阪梅田駅コンコースの3本の柱に、
柱巻きで合計12台導入。導入から6年間大きなトラブルが無かった
ことが決め手になり、今回リプレイスで85V型4Kディスプレイを導入
しました。交通機関や商業施設利用客など人通りの多い通路への設
置で、商業施設の広告などを表示させています。大型化と高精細な4K
表示になったことで、広告媒体価値が向上しました。

【導入商品】
PN-HM851（85V型）×12台、壁掛け金具 他

梅田阪急ビルコンコース 北広場
〈阪急電鉄株式会社様：大阪〉

【導入商品】 
PN-V602（60V型）×9台、PN-E803（80V型）×1台、
VF-S601（LEDディスプレイ）×30面

店舗の入口上部にLEDディスプレイを設置。
外光が直接当たる場所でも、明るく視認性のよ
いディスプレイで集客効果を高めています。

〈株式会社エービーシー・マート様：東京〉

ABCマート ABC-MART Grandstage池袋店
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撮影：Ario川口店

撮影：日進梅森店

【導入商品】 
PN-V601A（60V型）×15台

「ペコちゃん」で親しまれている、全国の洋菓子小売り店舗の内、設置
可能な約半分の店舗にデジタルサイネージを導入されました。既存
ポスターやサンプル品の置き換えとして、サイネージを活用。商品
やブランドイメージ紹介に活用されています。店舗スタッフには最
小の作業となるよう、ディスプレイのメディアプレーヤー機能を利用。
店舗に合わせて、壁掛け・ディスプレイスタンド・イーゼルスタンドで
設置されています。

【導入商品】 
PN-Y436（43V型）、PN-Y496（49V型） 計319台

店舗カウンターの上に4面のディスプレイを設置し、メニュー
ボードとして活用されています。シーズンごとのキャンペーンな
ど魅力的なコンテンツでお客様の目を惹きつけています。

【導入商品】
PN-R426（42V型）×4台、PN-ZB03C×1台、
e-Signageネットワーク版

クリスピー・クリーム・ドーナツ
横浜ジョイナス店

〈クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社様：神奈川〉

国道沿いに設置した看板の下部分に、LED
ユニット4×4の16面で126型相当のディ
スプレイを設置。高輝度5,000cd/m²で外
光下でも見やすい大型看板で店舗情報を
表示し、通行車への訴求力アップ。6ｍｍ幅の
狭ピッチLEDモジュールのため、料理の画
像や文字情報も高精細に表示可能です。

【導入商品】
VF-S601（LEDディスプレイ）×16面

くらしき茶寮
〈株式会社ケイコーポレーション様：岡山〉

店内のあらゆる空間にディスプレイを設置してイ
メージを一新。多彩なインフォメーションでお客様
満足度を向上させています。 

【導入商品】
PN-A601（60V型）×1台、PN-V551（55V型）×4台、
PN-U553（55V型）×3台、PN-U473（47V型）×3台、
PN-L703B（70V型）×1台、PN-L603B（60V型）×1台、
LL-S242A-W（24V型）×6台、e-Signage Pro EX、Saika

ネッツトヨタ東京 新宿店
〈ネッツトヨタ東京株式会社様：東京〉

ブロンコビリー全店舗のサラダバー上
に、3連ディスプレイとして設置。旬の食材
映像や野菜産地情報のほか、企業イメー
ジ映像を表示することで、ブランディン
グツールとしても活躍しています。

【導入商品】
PN-Y496（49V型）、
PN-Y556（55V型） 計131台

ブロンコビリー
〈株式会社ブロンコビリー様：愛知他〉

どの席からも目に留まる商談ルーム中央に55V型ディスプレイを背中合わせで計4台設
置。車情報、イベント情報などの静止画や動画の他に、タッチパネルを搭載して、お客さ
まが自由に車情報やイベント情報にアクセスできるサービスも実現。また、キッズコー
ナーのBIG PADにはお子さま向けコンテンツを採用。親御さまにじっくり商談していただ
ける環境を作るなど、サービス向上につなげています。

【導入商品】
PN-R556（55V型）×4台、
PN-L601B（60V型）×2台、
e-Signageネットワーク版

グッドスピード
〈株式会社グッドスピード様：愛知〉

不二家
〈株式会社不二家様：東京他〉

“白い恋人”が代名詞の札幌に本社を置く石屋製菓が運営するカフェ。北海道内3店舗目となる新千歳空港店がオープン
し、32V型ディスプレイを4台設置。店舗のコーナーで2つの通路に向かって、季節のメニューやサービスなどを表示、
店内テイクアウトコーナーでは天吊りで2連のメニューボードを設置しています。連日空港利用客で賑わう人気のカフェ
となっており、チョコレート工場をイメージした店舗の空間づくりやアイキャッチに、サイネージが一役買っています。

【導入商品】
PN-Y326（32V型）×4台、e-Signage（既存システムを利用） USB配信

ISHIYA CAFÉ 新千歳空港店
〈石屋製菓株式会社様：北海道〉 

東京銀座のショールームオープンに伴い、サイネージを導入。
60V型のディスプレイを活用し、9面マルチや3面マルチと
いった様々なスタイルで設置、輸入車販売などの情報発信
に活用されています。

北海道ブブ
銀座ショールーム

〈株式会社北海道ブブ様：東京〉
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災害に備えたBCP（事業継続計画）実践のた
めに、本社にBIG PADを5台並べて設置、支店
等拠点31か所をTeleOfficeで結び、災害発
生時には緊急ミーティングを実施。ワンタッチ
で複数拠点と素早く画面共有し、相互に書
き込んで音声・映像をやり取りすることで、
判断・指示時間が大幅に削減できました。
平時は社内会議や社員教育に利用すること
で、業務効率化とコミュニケーション強化に
貢献しています。

【導入商品】 
PN-L703B（70V型）×10台、
PN-L401C（40V型）×34台、
クラウド型Web会議サービスTeleOffice

大規模郵便局で郵便局間の運送状況を管理・共有するためにディスプレイを
設置。大画面でわかりやすく、手袋を装着した状態でも操作可能なタッチディス
プレイは効率的な業務運行に役立っています。

【導入商品】
PN-L703B（70V型）×103台

日本郵便
〈日本郵便株式会社様：東京他〉

オフィス内の複数フロアの各会議室に、テーブルサイドにフィットするミドルサイズBIG PAD
を導入。参加者が持ち寄った資料を共有しながらの打ち合わせやWEB会議など幅広く活用
されています。

【導入商品】
PN-L803C（80V型）×1台、PN-L401C（40V型）×10台

NTTデータ ウェーブ
〈株式会社NTTデータ ウェーブ様：東京〉

災 害 時 に お ける企 業 活 動 や 地 域 の 被 害 最 小 化 に 向 け た 、B C P サ ポ ートシステム
「ServiBers（サバイバーズ）」を提供する応用地質株式会社様。秋葉原の会議室に

BIG PADを導入し、自社内での検証やユーザーへのご提案に活用されています。

【導入商品】
PN-L703WA（70V型）×1台

応用地質
〈応用地質株式会社様：東京〉

〈東邦液化ガス株式会社様：愛知〉

東邦液化ガス

BIG PADを本社（4K BIG PAD）と各工場に導入。進捗状況をリアルタイムに共有し、
工場間での円滑な連携作業が可能になりました。簡単なタッチ操作で扱えるほか、
顕微鏡検査画像や作業エリアを4K画質で表示できるため、トラブル発生時により
迅速に問題が解決できるようになりました。

【導入商品】
PN-L705H（70V型）×1台、PN-L703W（70V型）×1台、
PN-L401C（40V型）×3台、PN-ZB03×4台

タカサゴ
〈株式会社タカサゴ様：兵庫〉

TeleOfficeを各地の店長が参加する会議に活用し、業務効率化・コストカットを
実現しています。また、BIG PADは自在に書き込み・保存できるため、会議を一層
スムーズに進めるのにも役立っています。

【導入商品】
PN-L703B（70V型）×2台、PN-L603B（60V型）×1台、
クラウド型Web会議サービスTeleOffice（ユーザID数：250ID）

Loft
〈株式会社ロフト様：東京〉

創業100周年事業の一環として、本社施設をリニューアル。大・中
ホールにそれぞれ9面、4面マルチディスプレイを導入し、大画面と
鮮明な映像により「先進的な印象」が高まったと社内外から好評
を得ています。応接室等ではBIG PADを活用し、ペーパーレス化や
コミュニケーションの活性化を実現しています。

シチズン時計本社
〈シチズン時計株式会社様：東京〉

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×13台、PN-L803CA（80V型）×1台、
PN-L703B（70V型）×16台、PN-L603B（60V型）×5台

現場報告

本部会議

建設現場事務所の会議室に細かい図面でも見やすく、作業指示が書き
込みやすい4K対応BIG PADを導入。複数人が同時に書き込めるので打ち
合わせがはかどり、書き込んだ図面はクラウドに保存して、e-Signage Sで
工事現場のモニターに配信することで情報共有を効率化。作業員研修で
は表示映像に連動して、ロボホンが音声で説明します。

【導入商品】
PN-L705H（70V型）×1台、#P550HVF（55V型屋外ディスプレイ）×1台、
e-Signage S クラウドサービス、SR-02M-W（ロボホン）×1台

佐藤工業
〈佐藤工業株式会社様：東京〉
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写真提供：丹青社 撮影：フォワードストローク

【導入商品】 
PN-R703（70V型）×2台、
LB-T461（46V型）×16台、
PN-Y425（42V型）×1台

オフィス中央に12台のディスプレイ
を天吊りで設置。リアルタイムな情報
共有と、スピーディな現場対応が可能
となりました。

プランニング・設計・施工：
株式会社翔栄クリエイト様

CMや取り組み動画を表示する4面マルチディスプレ
イをエントランスに設置。ノートPC等とつないで打
ち合わせを効率化するディスプレイも、ミーティング
エリアの全商談室に導入されています。商談室の
案内ディスプレイは、入退出時に画面タッチするこ
とで部屋の使用中／空室が一目でわかります。 

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×4台、PN-Y436（43V型）×11台、
PN-Y556（55V型）×1台、PN-L803C（80V型）×1台、
PN-L703WA（70V型）×1台、PN-L401C（40V型）×1台、
ゆう子でタッチ

NTT西日本 東海事業本部
〈西日本電信電話株式会社 東海事業本部様：愛知〉

東急不動産・東急コミュニティー・東急リバブルなどを傘下に持つ
持株会社。2019年、渋谷ソラスタへの本社移転を機に、グループ会
社全体での働き方改革や多様なワークスタイルをサポートするた
めIoTを活用したスマートオフィスを目指されました。それらテーマ
を実現するインフラとして、多様（用途とサイズ）なディスプレイを導
入し各所に設置。執務室や社内向けイベントスペースではオフィス
サイネージで情報共有、コミュニケーションの活性化やペーパーレ
ス化を推進。高精細図面を表示し手書きのできる4K BIG PADも会議
用途に使用されています。また総合受付スペースにもマルチディス
プレイなどを設置し、魅力的なオフィスづくりをされています。

【導入商品】
PN-V701（70V型）×4台、PN-Y326（32V型）×30台、
PN-HW431（43V型）×25台、PN-HW551（55V型）×3台、
PN-L705H（70V型）×1台（電動マジックカート設置）、
PN-L651H（65V型）×1台 他

東急不動産ホールディングス：新オフィス『Call（コール）』
〈東急不動産ホールディングス株式会社様：東京〉

ハウステンボス
〈ハウステンボス株式会社様：長崎〉

【導入商品】
PN-R703（70V型）×4台、PN-R603（60V型）×2台、
PN-Y436（43V型）×2台、PN-L603B（60V型）×1台、
e-Signageネットワーク版 他

天保山マーケットプレース
〈株式会社海遊館様：大阪〉

水族館の他、商業施設や大観覧車も楽しめる、総合レジャースポット
である天保山ハーバービレッジ。各施設の回遊性を高めるため、自施
設の案内だけでなく、各施設の案内PR動画などを次々と表示するこ
とで利用拡大に繋げています。大型台風など災害時の緊急テロップ
も多言語表示で行うことで、世界中から訪れる観光客への案内も強化。
BIG PADによる多言語対応タッチ案内システムも活躍しています。

2016年にリニューアルオープンした「エンゼルランド
ふくい」のメイン展示物となる「ジオ・エンゼル」。25
面のディスプレイで構成された高さ7メートル・幅4
メートルの巨大モニターでは、宇宙から見た夜の地
球の映像や世界各地の自然や文化をめぐる映像を見
ることができます。

エンゼルランドふくい 
福井県児童科学館

〈福井県様：福井〉

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×25台

エントランスのリニューアルにあたり、水族館の入口の向かって左側の壁面に、幅約9mの壁一面の18面
マルチディスプレイを設置されました。

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×18台、e-Signageスタンドアロン版

八景島シーパラダイス
〈株式会社横浜八景島様：神奈川〉

北海道の定番土産である“白い恋人”などを製造する工場見学ができるチョコレートのエンター
テインメント施設。見学だけでなく、おかし作り体験やレストラン、庭園までもあり観光の名所と
もなっています。中国を中心に海外からの来場者も多く訪れるため、日・英・中国語での案内や、
あまり言葉が必要でない映像での解説等を表示されています。チケットカウンターから、各製造
見学コースでの案内・解説まで、ホスピタリティの提供の重要なツールとなっています。

【導入商品】
PN-E603（60V型）×4台、
PN-Y436（43V型）×6台、
e-Signage（既存システムを利用）

白い恋人パーク
〈石屋製菓株式会社様：北海道〉
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社員の目に情報を届け、「伝える」「共有する」を効率化しています。
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博物館・アミューズメント施設

見る、そして魅せる。情報だけでなく、空間を映像で演出しています。
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【導入商品】 
PN-V601A（60V型）×9台、PN-R703（70V型）×1台、
PN-R603（60V型）×2台、PN-Y436（43V型）×1台、
PN-L703B（70V型）×1台、PN-L603B（60V型）×5台、
PN-L602B（60V型）×2台、PN-L401C（40V型）×3台、
e-Signageネットワーク版

映像やシミュレーション施設による体験型ショールームとしてオープン。タッチ
ディスプレイやマルチディスプレイを様々な場所に設置し、来場されたお客様そ
れぞれに合わせた内容や、実寸大でのリアルな表示による説明で、よりわかりや
すく効果的な案内を実現しています。

本社受付横に9面マルチディスプレイを設置。
本社が入居するビル内にある「セブン-イレ
ブン 千代田二番町店」にも、55V型ディスプ
レイを設置されています。

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×9台、
PN-R903（90V型）×1台、
PN-Y556（55V型）×2台、
PN-ZP35×1台、
e-Signageクラウドサービス 他

セブン＆アイ・
ホールディングス

〈株式会社セブン＆アイ・ホールディングス様：東京〉

全国のショールームに、50V型タッチディスプレイを設置。豊富な商品ラインナップ
を簡単な操作で組み合わせ、完成イメージを表示させることができます。イメージ
をそのまま印字したり、タッチのログも活用されています。「実物やサンプルあって
のサイネージ」との考えでシステム化。どちらも単体ではできないショールーム全
体のツールとして活躍しています。

【導入商品】
PN-L501C（50V型）、PN-L401C（40V型）、PN-ZP31、壁掛け金具 他

LIXILショールーム
〈株式会社LIXIL様：東京他〉

撮影：LIXILショールーム東京

紙媒体による案内（料金表・試合結果等）では壁面の制限があり、手間もかかるためデジタル
化。タッチディスプレイとコンテンツ作成用の「ゆう子でタッチ」を採用され、多くの情報の中か
らお客様目線で欲しい情報を発信されています。

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×2台、ゆう子でタッチ 他

藤野企画（テニススクール）
〈有限会社藤野企画様：東京〉

東京本社・大阪本社および名古屋支社、品川オフィスの受付に18面マルチディスプレイを設
置し、商品・事業PRやTVCM、会社の歴史を紹介する映像などを表示。壁面いっぱいの大画
面なので、広い待機スペース内のどの位置からも見やすく、来客や就職活動で来社した学生
からも、評価が高いです。

【導入商品】
PN-V551（55V型）×72台、e-Signageネットワーク版 　
※18面マルチ×4拠点

Sky
〈Sky株式会社様：東京他〉

セキスイハイムミュージアム
〈栃木セキスイハイム株式会社様：栃木〉

【導入商品】 
 PN-V550A（55V型）×9台、ミラーベゼル、映像・音響機器 他

住宅メーカーである該社が「住宅購入検討者様に住宅外観・内装の
完成イメージを実物大で提供したい」という要望を、9面マルチの大
画面で実現。主に完成イメージのCADデータを表示させています。
スタッフや見学者には、ほぼ原寸大で実物をイメージしやすく、臨場
感のあるディスプレイに大変好評を得ています。ディスプレイに個々
の住まいのイメージを表示させることで、従来のモデルハウスでは
できなかった、細かなニーズや流行の移り変わりに対応したご提案
も可能になりました。

アエラホーム 大宮北店ショールーム
〈アエラホーム株式会社様：埼玉〉

【導入商品】 
PN-V701（70V型）×3台、PN-V550A（55V型）×4台、
PN-SS02（e-Signage ネットワーク版）

昨今の農地放棄、就農後継者不足の時代背景から、組織とし
て農業を行うプロ農家集団がスタートアップ企業として立ち
上がっています。そのような法人化された大規模農家に対し
て農業機器を販売することが今後のビジネスで重要になって
います。農業機器販売の商談の場が、個人農家と大規模農家
とで大きく違うため、ビジネス商談にふさわしいショールーム
づくりが必要でした。ショールームとプレゼンテーションルーム
にマルチディスプレイを設置。より農業機器の魅力を向上さ
せて受注へとつなげております。

南東北クボタ 大河原営業所
〈株式会社南東北クボタ様：宮城〉

米子自動車学校

自動車学校内に、コミュニケーションツールとしてBIG PADを導入。教官の
プロフィールや、近隣の飲食店の情報をタッチ操作で簡単に検索でき、
教習生と学校との情報交換ツールとして役立っています。

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×1台、タッチアプリケーション 他

〈学校法人米子自動車学校様：鳥取〉
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かつては紙の掲示が中心で、同じ大学でも他学科の様子は良く分からなかったが、デジタルサイネージ
活用で学内情報の共有推進を計画。USBメモリーによる配信で、運用のフィジビリティスタディを開始。
その後、「皆が見る」「どこでも見られる」ためには多面展開が必須と考え、全教室棟、研究室棟、図書館、
ラーニングコモンズ、食堂、事務棟等、サイネージ設置場所はキャンパス全域に拡大されました。掲載を
希望する教職員や学生は、自らがPowerPointでコンテンツを作成されています。教室や会議室にBIG 
PADを設置して、講義や会議で活用。今後も改装のタイミングで導入・拡大を検討されています。

【導入商品】 
PN-E602（60V型）×25台、PN-E471（47V型）×17台、PN-E421（42V型）×12台、
PN-T321（32V型）×9台、PN-ZP20×63台、PN-V550A（55V型）×8台、
PN-E603（60V型）×2台、PN-E803（80V型）×2台、
e-Signage Pro WEBサーバー版、e-Signageプラス、他にBIG PAD各種含め 21台

40年前から教育現場のICT化が進むつくば市で、新たに開校した小中一貫校。ほとんどの
授業でBIG PADを中心としたICTが活用され、プレゼンテーションやプログラミング教育に
も積極的に取り入れられています。タブレットPCとの連携や、ロボホン、STUDYNOTE・
STUDYNETなどの効果的な活用により、主体的・対話的な学びに役立てられています。

つくば市みどりの学園義務教育学校
〈つくば市教育委員会様：茨城〉

【導入商品】
PN-L803C（80V型）×1台、PN-C651B（65V型）×24台、
SR-02M-W（ロボホン）×1台、タブレットPC、
STUDYNOTE（表現・協働学習支援システム）、
STUDYNET（タブレット学習システム） 他

小学生から高校生まで多数の生徒が通う宇都宮の学習塾。これまで黒板が中心
でしたが、今後さらに分かりやすい授業を行うためにBIG PADを採用。授業で
書き込んだ内容を生徒のスマートフォンに送って共有するなど、タッチディスプレイ
ならではの活用方法で、生徒の学力アップに繋げています。

有備ゼミナール
〈有備ゼミナール様：栃木〉

【導入商品】
PN-L703B（70V型）×1台

予定や催し等、紙での情報掲示に限界があったため、生徒が登下校時
に必ず通るキャンパスのエントランスにマルチディスプレイを設置。
あらかじめ表示する情報を作成し、スケジュールに応じて表示できる
ので、作業の手間が軽減。情報伝達効率が高まり、生徒間のコミュニ
ケーション活性化にも貢献しています。

【導入商品】
PN-V550（55V型）×4台、PN-ZP35×1台、e-Signageネットワーク版

クラーク記念国際高等学校 天王寺校

【導入商品】
PN-L602B（60V型）×222台

千葉商科大学

教育の情報化を推進するため、ICT環境の整備に注力。BIG PAD Campus
にアノテーションユニットを取り付け、書画カメラ・PCと合わせて全教室
に常設されました。プリントや資料、生徒のノートを写して直接書き込み
ながら授業を展開することで効率化が図れ、視覚的でアクティブな授業
を全教員・全授業でスムーズに取り入れることができました。

【導入商品】
PN-C651B（65V型）×28台、PN-ZC02（アノテーションユニット）×28台

鹿島学園高等学校
〈学校法人鹿島学園様：茨城〉

〈創志学園様：大阪〉

こども英会話専門学校 アミティー
〈株式会社アミティー様：岡山他〉

全国の英会話学校全教室にBIG PADを設置。グラフィカルな教材に書き込んだり、
タッチして音声を出したり、楽しく効率的な英会話学習が実現できました。

〈学校法人千葉学園 千葉商科大学様：千葉〉

学校法人追手門学院は、認定こども園から大学院までを併設する全国有数の総合学園。追手門学院小学校は西日本最古の私立小学校
として、1888年設立。1万2千人を超える卒業生を送り出している男女共学校です。今までは、テレビやプロジェクターを授業に活用し
ていましたが、可視領域が狭く、児童の席によっては画面が見づらいことが課題になっていました。BIG PADを導入することで、離れた
席や明るい教室でも画面が見やすくなり、児童がより集中して授業を受けられるようになりました。また、ディスプレイを簡単に移動で
きるため、教室のレイアウト変更や特別授業への対応も可能になり、先生にとっても効率良く授業を行えるようになりました。

追手門学院小学校
〈学校法人追手門学院様：大阪〉

【導入商品】
PN-C705B（70V型）×40台、スタンド40台、専用ペン（追加分）120本
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60V型液晶ディスプレイを12台合わせた約227インチ相当の大型ディスプレイやタッチディスプレイ等で、行政情報や電車・バスの交通情報を提供。高精細な4Kディスプレイでは多言
語対応した地図情報を表示しています。災害発生時には災害情報や道路情報を提供し、地域の防災活動支援にも活用されます。

【導入商品】
PN-H701（70V型）×2台、PN-K322B（32V型）×2台、PN-V601A（60V型）×12台、PN-U473（47V型）×10台、PN-Y325（32V型）×7台

公益財団法人 東京都道路整備保全公社（新宿西口広場）
〈公益財団法人 東京都道路整備保全公社様：東京〉

窓口案内や合格発表など免許証交付業務にフル活用。見やすくスムーズ
な情報発信で混雑回避にも貢献しています。

徳島県警察 徳島県運転免許センター
〈徳島県警察様：徳島〉

【導入商品】
PN-V602（60V型）×4台、PN-E601（60V型）×3台、
PN-E521（52V型）×23台、LL-S201A（20V型）×1台

古くから交 通 の 要 所として栄えてきた 下 関 港 国 際
ターミナルでは、訪日観光客向けの多言語地図サイ
ネージを設置。日本語、英語、中国語、韓国語に対応し
た多言語地図表示で下関周辺観光を案内しています。

下関港国際ターミナル
〈下関市様：山口〉

【導入商品】
PN-L602B（60V型）×1台、ゆう子でタッチ

藩校跡地に建つ旧小学校（昭和10年築）をリニューアルして公開した明倫学舎の本館1階
の観光インフォメーションセンターに、60V型12面マルチを設置。団体客が集まる広い室
内でも見やすく、萩市の歴史や文化の魅力を存分にアピールしています。

萩・明倫学舎
〈萩・明倫学舎様：山口〉

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×12台、PN-Y556（55V型）×1台

明るい館内でも視認性を高めるため、高輝度タイプ
のディスプレイを多数設置し、イベント案内や施設
の利用状況を表示しています。屋外では高輝度ディ
スプレイを設置しています。e-Signage ネットワーク
版、e-Signage プラスを組み合わせて既存の施設案
内システムとの連携を行い、ディスプレイに自動表
示。多くの表示台数環境でも管理者の負担なく運用
しています。

フェニーチェ堺
（堺市民芸術文化ホール）

〈堺市様：大阪〉

【導入商品】
PN-R903A（90V型）×1台、PN-R496（49V型）×17台、PN-L401C（40V型）×2台、
LL-M220（22V型）×9台、PN-ZP31×27台、#P550HVF（55V型屋外ディスプレイ）×3台、
e-Signage ネットワーク版、e-Signage プラス 他

生駒商工会議所から寄贈されたサイネージシステム。エントランス
ホールに設置し、貸会議室、文化ホールでのスケジュール案内を表示
しています。ホワイトボードに毎日手書きしていた以前と比べ、Excel
を編集・配信するだけの簡単操作でサイネージを更新できるので作
業の手間が軽減。スケジュール表示の他にも各種お知らせを表示し、
施設利用者から大きな画面で見やすいと好評を得ています。

生駒市コミュニティセンター
〈生駒市様：奈良〉

【導入商品】
PN-HW651（65V型）×1台、4K表示パソコン、
e-Sheet Signage（簡単デジタルサイネージシステム）

防災会議用ディスプレイとして、4面マルチディスプレイを採用。キャ
スター付きスタンドに設置することで、不特定の会議場所まで簡単に
移動できるようにしています。テレビ放送、パソコンからの映像入力
はスイッチャーで管理。音声は既存アンプに接続することで、室内
スピーカーからの出力にも対応しています。

羽曳野市役所
〈羽曳野市様：大阪〉

武雄市役所
〈武雄市様：佐賀〉

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×4台、キャスター付きスタンド 他

55V型4面マルチディスプレイを、大型モニターとして市役所1Fエントランスホールに設置。市からのお知ら
せや市内のイベント情報、観光PR動画などを配信。ホールでのイベント開催時には、スクリーンとして活用
しています。また、市内34箇所に設置している市民向け掲示板「あい・ボード」の一部をデジタルサイネージ
に置き換えました。50V型タッチディスプレイを導入し、市政情報や行事案内をe-Signageクラウドサービス
により配信しています。

石狩市役所
〈石狩市様：北海道〉

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×4台、PN-L501C（50V型）×3台、PN-ZP31、
e-Signageクラウドサービス、ゆう子でタッチ 他

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×9台、e-Signage Pro WEBサーバー版

新庁舎の開庁にあたり、交流を活性化するホール設備として、
タッチ操作対応の9面マルチディスプレイを採用。観光名所
クイズやパブリックビューイングに活用されています。自治体
としては珍しく、誕生日・入籍記念日の壁紙を用意し、画面の前
で記念撮影も可能。イベント時には市民が持ち込んだパソコン
も接続でき、魅力的な庁舎作りに活躍しています。

1615

マルチ
ディスプレイ

インフォメーション
ディスプレイ

BIG PAD
タッチディスプレイ

LED
ディスプレイ

レーザー超短焦点
プロジェクター

公共施設・公共空間

見やすく情報発信。暮らしに密着した様々な場所で活用されています。

PUBLIC FACILITIES

公
共
施
設
・

公
共
空
間



【導入商品】 
PN-L703B（70V型）×10台、PN-L603B（60V型）×1台、
LL-S201A（20V型）×14台

各指令部門や事務部門にBIG PADを設置。災害や事故など
の異例事態が発生した際は、リアルタイムに情報連携を実
現する「双方向デスクトップ共有システム」を活用し、速や
かに各指令が収集・把握された複数の情報を大画面に一
覧表示。平常時には列車運行状況や気象情報の拡大表示、
テレビニュースの閲覧、さらには、訓練教育時のホワイト
ボードやプレゼンテーションボードなど、幅広い用途で日々
活躍しています。

近畿日本鉄道
〈近畿日本鉄道株式会社様：大阪〉

消防本部の消防指令センター内に設置された12面マルチディス
プレイは鮮明な表示で、より細かい文字情報・地図表示が確認でき、
高機能消防指令システムの情報から迅速的確に指令を出すのに
活躍しています。4面マルチディスプレイは自然災害時等の災害対策
本部での情報表示にあたり大画面・高精細という特徴が発揮され、
活動支援に有効なものとなっています。また、会議用モニターとして
も活用いただいています。

【導入商品】
PN-V550A（55V型）×16台、PN-Y496（49V型）×13台 他

杵藤地区消防本部 消防指令センター
〈杵藤地区広域市町村圏組合消防本部・武雄消防署様：佐賀〉

大阪ガス 保安対策室

空港利用客からの電話問合せ応対やフライトモニ
ターの監視、呼び出しなどの業務を行っているイン
フォメーションセンターに、2台の80V型4K大画面を
設置。映像の分割表示と全画面表示を自在に切替え、
スムーズな情報確認に活用しています。

【導入商品】
PN-H801（80V型）×2台

羽田空港 国内線
インフォメーションセンター

〈日本空港ビルデング株式会社様：東京〉

ガス漏れ通報を受けると、現場から送られてくる破損状況を検証しながら対応を指示する保安対策室。さらなる早期復旧のため、
スタッフがより正確・迅速に現場の状況を共有できるBIG PADと超短焦点プロジェクターを採用。BIG PADでは現場からの写真や
配管図に状況を書き込み情報共有。書き込んだ情報をそのまま保存して、プロセスの記録作業の効率化も図られています。テレビ
会議でも影の映り込みがほとんどないプロジェクターも、大きな戦力となっています。

【導入商品】 
PN-L803C（80V型）×2台、PG-LU400Z（レーザー超単焦点プロジェクター）×3台

〈大阪ガス株式会社様：大阪〉

NTTドコモ東海支社

災害対策本部における情報収集・共有のためのツールとして導入。各基地局の被災
状況や津波監視カメラ映像等、主要な情報が6面マルチディスプレイで一覧でき
ます。また、必要に応じて任意の画面を4面または6面に拡大表示できるため、細か
な文字や地図もはっきり確認できます。災害時にすぐ使用できるよう、平常時から
各拠点を結ぶWeb会議で活用。通常の業務にも高い生産性を発揮しています。

【導入商品】 
PN-V551（55V型）×6台、PN-W435（43V型）×1台、
PN-L803C（80V型）×1台

〈株式会社NTTドコモ東海支社様：愛知〉

ギャルド ユウ・エス・ピイ

【導入商品】 
PN-V550（55V型）×13台

〈株式会社ギャルド ユウ・エス・ピイ様：東京〉

本社に新たに設置したコントロールルームに、13面マルチディスプレイを導入。内装工事
の現場に設置したカメラの映像や設計図などリアルタイム映像を高精細表示。制作状況の
映像確認により、品質・安全・進捗管理が向上。担当者の出張コスト削減にも繋がりました。
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プロジェクター
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新築移転・新病院の開設にあたり、患者様の待ち時間の負担軽減と情報発信強化のためにディスプレイを導入。
8面マルチにWeb配信ニュースやテレビ番組などを表示し、診察待ち時間の快適性を向上。診察呼び出し案内や
バス時刻表なども表示することで、スタッフへの問い合わせが減り、業務負担も軽減されています。

【導入商品】 
PN-V550A（55V型）×8台、PN-R496（49V型）×2台、PN-R556（55V型）×1台、
PN-Y436（43V型）×2台、e-Signageネットワーク版 他

診療スケジュールなど病院からのメッセージ
のほか、天気予報・鉄道情報などの充実した
コンテンツで来院された方へ情報を提供。
大画面で広いロビーでも見やすく、廊下では
通行人の目に留まることで、効果的に情報を
提供できるようになりました。

【導入商品】
PN-E603（60V型）×7台、PN-ZP30×7台、
e-Signage S ネットワーク版

東邦大学医療センター
大橋病院 

〈東邦大学医療センター大橋病院様：東京〉

USBメモリーに保存した動画を、内蔵メディアプレーヤーで簡単に再生できる機能が決め
手となり導入。紙媒体ではできなかった治療に関する取り組みをアピールして、患者とのコ
ミュニケーション活性化に役立てています。歯の健康維持に役立つ商品を待合室内のデジ
タルサイネージで紹介することで、売上も大幅に増えました。

医療法人社団関輝会 関歯科医院
〈医療法人社団関輝会 関歯科医院様：埼玉〉

〈医療法人社団武蔵野会様：埼玉〉

TMGあさか医療センター

【導入商品】
PN-Y326（32V型）×2台

株式会社オムエルは、認知症対応型通所介護「Myあゆみ」（デイサービス）の新規オープンに合
わせて、重度化予防サポートのため頭の健康管理サービス導入を開始。毎週2回程度、通所者が
訓練を実施しています。導入前は、興味を持ってもらえるのかなど懸念はありましたが、実際には
想像以上にスムーズに受け入れられ、施設の訓練の一つとして利用されています。施設スタッフ
やご家族にも喜んでいただくことができました。

デイサービスMyあゆみ
〈株式会社オムエル様：広島〉

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×1台、PN-ZB03C、「頭の健康管理サービス」PN-SK01・PN-SK02・PN-SK03

訪問介護事業所の事務室に80V型BIG PADを導入。ホワイトボードとマグネットで管理していた訪問スケジュールをデジ
タル化し、管理者の負担軽減を実現しました。ヘルパー研修時には研修資料を画面に表示させ、活用しています。また、
同じ建屋にある特別養護老人ホームのロビーには43V型ディスプレイを設置し、来訪者への情報発信を行っています。

仁摩福祉会 しおさい
〈社会福祉法人 仁摩福祉会様：島根〉

【導入商品】
PN-L803C（80V型）×1台、PN-Y436（43V型）×1台

合同会社ライフハピネスが運営する地域密着型通所介護「憩デイサービス
センター御殿浜」では、食事・入浴等のサービスに加え、認知機能の訓練の
取り組みを行うことになり、頭の健康管理サービスの導入を開始。導入後、
利用者はゲーム感覚で様々なトレーニングを楽しみ、自発的に話をするよ
うになるなど行動意欲を引き出しています。また、訓練計画は自動作成さ
れ、結果や履歴も簡単に管理できるため、スタッフの作業が軽減し業務効
率化も実現しました。

憩デイサービスセンター御殿浜
〈合同会社ライフハピネス様：滋賀〉

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×1台、PN-ZB03C、

「頭の健康管理サービス」PN-SK01・PN-SK02・PN-SK03

2019

マルチ
ディスプレイ

インフォメーション
ディスプレイ

BIG PAD
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LED
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レーザー超短焦点
プロジェクター

医療・介護機関

待つことが負担にならない待合室表示や、介護現場でもディスプレイが活躍しています。
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ポーランド共和国

ベトナム社会主義共和国

ポーランドで展開している大型シネマコンプレックスOH KINOのシステムは、シャープが提供する“ワンストップソリューション”
の典型的な事例です。100台を超えるディスプレイ、14台のPOS端末、3台の複合機、デジタルサイネージシステムからなる、
通信・印刷インフラ一式をデザインしました。幅広い製品とサービスがあり、ひとつのサービス契約でそれらを提供できる
ことが、シャープを選択された理由です。

【導入商品】
PN-V600A（60V型）､PN-Q701E（70V型）､PN-Q601E（60V型）､PN-Y556（55V型）､PN-Y496（49V型）､PN-Y436（43V型） 
合計100台以上、RZ-E701（POSシステム：RZ-E1DP3：カスタマーディスプレイを含む)、MX-3050N（複合機）

OHKINO Mysłowice Sp. z o.o. Sp.k. 〈OH KINO様：ポーランド〉

日本企業向けに機械・配管の設計、および現地設置工事を行っています。
BIG PADなら付属のペンソフトで何度も書き込め、画面上でらくらく操作で
きます。細かい図面も画質を落とさず確認できるので、言葉だけでは伝わり
にくい遠隔地との打合せでも、正確で密度の濃い情報共有が可能になりま
した。水平でも使え、BIG PADを囲んで画面を見ながらの会議も行っています。
日本の拠点でもBIG PADを活用しており、日本とベトナム間での緊密な打ち
合せ、より具体的で行き違いのない指示が可能になりました。

【導入商品】
ベトナム：PN-40TC1（40V型）×1台
日本：PN-L651H（65V型）×1台、PN-L401C（40V型）×1台

松正ベトナム 〈MATSUSHO VIETNAM CO., LTD.様：ベトナム〉

日本向けのシステム開発をしており、日本語能力
の向上のため、日本にいる日本語教師と、ベトナム
にいる現地スタッフがテレビ会議システムを使用
して、オンラインで日本語の授業を行っています。
離れていても表情が見えるので、コミュニケーション
の活性化が図れます。

【導入商品】
PN-60TB3（60V型）×1台

ケイズ ベトナム 
〈KEIZU VIETNAM CO., LTD.様：ベトナム〉

レンタルオフィスとして会議室をご利用のお客様
に、BIG PADを貸し出しています。ペンソフトを使っ
て資料に直接コメントを書き込め、ペンの色や文
字の太さも簡単に変えられるので大切なポイン
トを分かりやすく表示できます。研修や説明会で
はホワイトボード機能が役立ち、板書したデータ
を何枚も保存できるのでより分かりやすく説明で
きます。また受付では、オフィスサイネージで企業
情報をわかりやすく案内。BIG PADは様々なシーン
で活躍しています。

【導入商品】
PN-70TA3（70V型）×1台 

ソトチカ
〈SOTOCHIKA様：ベトナム〉

日本企業向けに機械・電気図面を設計。日本
本社ですでにBIG PADを導入しており、ベトナム
拠点でも同じ機種を導入されました。BIG PAD
に表示した設計図面を見ながら日本とウェブ
会議。複雑な図面の細部も拡大・縮小で鮮明に
表示でき、リアルタイムに書き込みながら会議
を進行しています。高精細な画面は明るくて見
やすく、社内外の打ち合わせ以外にも、研修や
日本語教室で活用されています。

【導入商品】
PN-70TB3（70V型）×1台､複合機×1台 

エイワイテックベトナム
〈Aytec Vietnam Co., Ltd.様：ベトナム〉

既存（海外メーカー）マルチディスプレイのメーカー対応が不可と
なったことから、リプレイスを検討。結婚式場であるため、365日の
5年契約で土日も対応可能な個別契約を締結。既存 製品の取り外し
まで、ワンストップでハード・サービスをご採用いただきました。

【導入商品】
PN-V601A（60V型）×9台、PN-ZB02×8台

アルカンシエル
〈アルカンシエルLuxe mariage大阪様：大阪〉

ホテル1Fの軒先通路に、外向きに2台の70V型高輝度タイ
プのインフォメーションディスプレイを設置。月に数回程度、
施設のキャンペーンに合わせて番組を更新しています。
ホテル内にポスターなどの印刷物を掲示していた以前と
比べ、導入後はコストカットを実現。また外向きに設置
したことで、通行人への情報表示が可能になり、集客力も
上がりました。

【導入商品】
PN-R706（70V型）×2台、PN-ZP31×2台、
e-Signage ネットワーク版

ANAクラウンプラザホテル福岡
〈株式会社ホライズン・ホテルズ様：福岡〉

フロント横ロビーに、多言語対応（日・英・中・韓）
のタッチサイネージを設置。海外からの観光客
に対し、ホテル内の施設案内や周辺の観光案内
情報を提供しています。お年寄りや車いす利用
のお客様にも使いやすいと評判です。

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×1台、車いす対応筺体

鬼怒川パークホテルズ
〈有限会社鬼怒川パークホテル様：栃木〉

ホテルの調理部厨房に40V型BIG PADを導入。会議・宴会の予約情報、料理
に関するリクエストなどを表示し、バックヤードでの情報共有に活用されて
います。画面をタッチするだけの簡単操作でスタッフから好評を得ており、
デジタル化による経費削減も実現。またエントランスロビーでは、55V型ディス
プレイで館内の宴会案内を行っています。

【導入商品】
PN-L401C（40V型）×1台、PN-Y556（55V型）×1台、
e-Sheet Signage Lite

ホテルセントパレス倉吉
〈株式会社ホテルセントパレス倉吉様：鳥取〉

ロビーやエレベーターホール、レストラン店頭、各宴会場前にディスプレイを設置。複数の部門（宴会、レス
トラン、セールス＆マーケティング）に渡る担当スタッフが情報更新できるよう、e-Signage S WEBサーバー
版を選択されました。宴席の一覧表示や行灯表示（宴席名）には、Excelファイルに入力した情報を時間
に沿って自動的に表示するe-Sheet Signageを利用し、負荷をかけないシステム運用をされています。

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄
〈瀬良垣ホテルマネジメント株式会社様：沖縄〉

【導入商品】
PN-E703（70V型）×1台、
PN-R556（55V型）×4台、
PN-R426（42V型）×2台、
PN-Y326（32V型）×6台、
PN-ZP35×13台、
e-Signage S WEBサーバー版、
e-Sheet Signage

2221 ● 海外向け品番製品の中には国内で販売していないものがあります。
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BIG PAD
タッチディスプレイ

LED
ディスプレイ
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ホテル・ブライダルサービス

共有する空間と時間。おもてなしの心で分かりやすく伝えています。

HOSPITALITY (HOTEL/WEDDING VENUE)
マルチ
ディスプレイ

インフォメーション
ディスプレイ

BIG PAD
タッチディスプレイ

LED
ディスプレイ

レーザー超短焦点
プロジェクター

海 外

海外でのご購入にもきめ細やかに対応。国境を超えて、活躍の幅を拡げています。

OVERSEAS


