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（リ本 No.1104） 
2011年6月13日：発売日を変更 

2011年3月8日 
三菱電機株式会社 

 
デジタルサイネージをすぐに始められるオールインワンパッケージ 

メディアプレーヤー内蔵液晶ディスプレイ「VISEO SMART」新製品発売 
 
三菱電機株式会社は、デジタルサイネージ※1を「手軽に」「スマートに」利用できる新ブランド

製品「VISEO SMART (ヴィセオ・スマート)」として、液晶ディスプレイにメディアプレーヤー

を内蔵した 23 型フル HD※2対応液晶ディスプレイ「LDT231SSD」を 5 月 31 日 7 月 29 日(2011
年 6 月 13 日変更)に発売します。コンテンツの作成・管理・配信が行えるアプリケーションソフ

トも同梱したオールインワンパッケージなので、デジタルサイネージをすぐに始められます※3。 
本製品は、3/8～11 に東京ビックサイトで行われる「リテールテック JAPAN」に出展します。 
※1 ネットワークに接続したディスプレイなど電子的な表示機器を使って情報を発信するシステム 
※2 フル HD ： 1920×1080 の表示画素数 
※3 別途、管理用のパソコンが必要です 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 新製品の特長  

1．オールインワンパッケージで、デジタルサイネージをすぐに利用できる 
・広視野角の 23 型 VA 方式液晶ディスプレイに、ネットワーク対応メディアプレーヤーを内蔵 
・表示機器、再生機器、コンテンツ作成・管理・配信ソフトをワンパッケージ化 
・外部運営業者に委託することなく、ユーザー自身で手軽かつスマートに利用可能 

2．スタイリッシュな薄型デザインでレイアウトフリー 
・薄さ 39mm（突起部除く、最薄部 19mm）の場所をとらないスタイリッシュなデザイン 
・オプションの専用天吊り・壁掛けワイヤーキットと専用スタンドで、さまざまな設置環境に対応 

3．コンテンツの作成・管理・配信が行えるアプリケーションソフトを同梱 
・アプリケーションソフト「VISEO Signage Manager」を同梱 
・複数のディスプレイ設置時は、グループごとにコンテンツの各種設定が可能 
・パソコンで複数のディスプレイの動作状態を遠隔管理可能 

 発売の概要  

製品名 形  名 表面処理 希望小売価格 発売日 月産台数

液晶ディスプレイ 
「VISEO SMART」 LDT231SSD ノングレア オープン 5 月 31 日 

7 月 29 日 1,000 台

キャビネット色：ブラック（ヘアライン仕上げ） 

三菱電機グループでは、映像表示機器や映像情報配信システムのあらゆるニーズに応える映

像ソリューション「DIAMOND VISION SOLUTIONS」(ダイヤモンドビジョン ソリューション)
を展開しています。 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 電話03-3218-2359 FAX 03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 

LDT231SSD
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 発売の狙い  

近年、街角などさまざまな場所で見かけるようになったデジタルサイネージですが、一般店舗

などではハード機器の調達や設置・運営に手間がかかるコンテンツの配信・管理を外部業者に委

託しなければならないなどの要因により、導入がなかなか進んでいません。 
当社は今回、デジタルサイネージに必要な機器、機能をワンパッケージにして、導入しやすく

したメディアプレーヤー内蔵の液晶ディスプレイ「VISEO SMART」を新ブランドで発売します。 
 
 特長の詳細  

1．オールインワンパッケージで、デジタルサイネージをすぐに利用できる 
デジタルサイネージに必要な表示機器、再生機器、アプリケーションソフト（コンテンツの作

成、スケジュール管理、コンテンツの配信）をオールインワンパッケージにしました。従来、

それぞれの機器を買い揃えなければならなかった手間を省き、買ったその日からデジタルサイ

ネージを始めることができます。 
(1) 広視野角のVA方式白色LEDバックライト液晶パネルを採用しました。上下左右178度の広

視野角により、視認性を大幅に向上することができます。 
(2) 液晶ディスプレイに動画や音声を再生するメディアプレーヤーを内蔵しました。メディア

プレーヤー一体型のため場所を取りません。 
(3) メディアプレーヤー部は有線LANはもちろんのこと無線LANにも対応しています。市販の

無線LANルーターを使えばワイヤレスで映像を配信できます。 
 

2．スタイリッシュな薄型デザインでレイアウトフリー  
(1) メディアプレーヤー一体型設計ながら薄さ39mm（突起部除く、最薄部19mm）を実現しま

した。設置スペースを気にすることなく自由にレイアウトできます。  
(2) 高級感のあるブラックヘアライン仕上げのスタイリッシュデザインです。 
(3) さまざまな設置に対応するため、専用天吊り・壁掛けワイヤーキット（形名：DP-01CK）、

専用スタンド（形名：ST-23SSD）をオプションで用意しました。 
 

3．コンテンツの作成、管理、配信が行えるアプリケーションソフトを同梱 
デジタルサイネージを行うためのアプリケーションソフト「VISEO Signage Manager」※4 
を同梱しました。お手持ちのパソコンにインストールすることにより、コンテンツ作成からス

ケジュール管理、コンテンツ配信まで、運用が簡単に行えます。 
(1) 動画、静止画、テロップを含んだコンテンツを作成できます。 
(2) コンテンツごとにスケジュールを設定し、本製品に送るだけで自動再生できます。 
(3) 複数の本製品が設置されている場合でもグループ化することにより、グループごとにコンテ

ンツの各種設定や配信がおこなえます。 
(4) 設置しているディスプレイの動作確認や明るさなどを制御できます。 

※4 対応 OS：WindowsⓇ XP、WindowsⓇ 7、Linux（Ubuntu 9.04 Desktop 以上） 
 
 その他の特長  

1．ネットワークにつながなくても「デジタルフォトフレームモード」としてコンテンツの繰り返

し再生が可能 
2．人がいなくなると自動で明るさをおとし消費電力を低減する「人感センサーユニット」を付属 
3．長時間使用時の液晶パネルへの負担を軽減する「スクリーンセーバー」機能を搭載 
4．1W+1W のステレオスピーカーを搭載し、音を使った効果的な演出が可能 
5．電源のオン/オフやメディアプレーヤー部の操作などが行える専用リモコンを付属 
6．低解像コンテンツもクッキリと表示しネットワーク負荷を低減する「超解像技術」搭載 
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 主な仕様  

形  名 LDT231SSD 
サイズ（表示サイズ） 23型（58.4cm） 

液晶方式 VA、ノングレア（反射防止） 
表示画素数（画素ピッチ） 1920×1080（0.265mm） 

表示色 約1677万色（10億6433万色中） 
視野角 左右178°、上下178°（コントラスト比10） 

輝度（標準値） 240cd/m2 
コントラスト比 3000：1 

液晶 
パネル 

バックライト 白色LED 
水平周波数／垂直周波数 31.5～81.0kHz／56～76Hz 

ビデオ信号 デジタルRGB、アナログRGB 
同期信号 デジタル:TMDS、アナログ:セパレート同期信号（TTL） 

デジタル HDMI※5 
PC入力 

信号入力 
コネクター アナログ ミニD-SUB15ピン 

ビデオ入力 
信号入力 
コネクター デジタル HDMI※5（480p、1080i、720p、1080p） 

外部ストレージ USB2.0対応 Downストリーム（2系統）、SDカードスロット 
LAN 有線：10Base-T/100Base-TX、無線：IEEE802.11 b/g/n 
OS Linux 2.6 

CPU ARM Cortex-A8 

対応フォーマット 動画：MPEG-2、MPEG-4、H.264/MPEG-4 AVC、WMV 
静止画：JPEG、BMP、PNG、音声：MP-3、AAC-LC、PCM、WMA 

メディア 
プレーヤー 

最大レイアウト数 動画：1（最大1280×720）、静止画：6（スライドショー設定可能）、 
テロップ：1 

音声出力 φ3.5mm ステレオミニジャック 音声 
入出力 スピーカー 1W＋1W（ステレオ） 

適合法規格等 
電気用品安全法、S-TÜV、VCCI-B、低周波電磁界ガイドライン、

ISO13406-2（準拠）、VESA DDC2B、PCグリーンラベル（★★☆

2011年度版）※6、J-Mossグリーンマーク、DDC/CI 
電源入力 AC100-240V、50/60Hz 

標準 46W 電源 
消費電力 

省エネモード スリープモード時：8W以下／オフモード時：1W以下（AC100V時） 
質量／寸法(コーナーラバー含む) 約5.0kg／556(W)×335(H)×39(D)mm（突起部除く） 

付属品 
電源コード(1.8m)※7、SDカード（4GB）、人感センサーユニット、リモコン

（リチウム電池CR2025付）、ユーティリティーディスク（VISEO Signage 
Manager等）、セットアップガイド、保証書等 

※5 HDMI は PC 入力コネクター（デジタル）／ビデオ入力コネクター（デジタル）共用 
※6 PC グリーンラベル対応製品は PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。基準、 

適合製品及び環境性能レーティングの詳細は、http://www.pc3r.jp をご覧ください 
※7 形状は「IEC3P コネクター、アースリード付 2P プラグ」、国内 100V 商用電源対応品です 

 商標関連  

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

は、映像表示機器や映像情報配信システムにおける、三菱電機

グループのトータルブランド名です。 

 製作担当工場／カタログ請求先             お客様からのお問い合わせ先  
三菱電機株式会社 デジタルメディア事業部      三菱電機株式会社  
モニター事業センター                お買物相談窓口（ディスプレイ） 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)  TEL：03-3424-9298（IP電話不可） 
TEL：03-3218-6144 
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