
 

 1

（リ本 No.1218） 
 

2012 年 9 月 18 日 
三菱電機株式会社 

 
映像と音で効果的に伝える電子看板を簡単に実現、店舗・オフィス分野に本格参入 

カンタンサイネージ DSM シリーズ新商品発売 
 
 三菱電機株式会社は、街中で様々な情報を提供するデジタルサイネージ（電子看板）を簡単に

実現する「カンタンサイネージ DSM シリーズ」の新商品として、50V 型モデル「DSM-50L3」
を 10 月 21 日に発売します。19V 型から 50V 型まで 5 機種のラインアップになり、今後拡大が

期待される店舗・オフィス向けデジタルサイネージの分野に本格参入します。 
 本商品は、10 月 2 日から幕張メッセで開催される CEATEC2012 三菱電機ブースに出展します。 

 

 

「DSM-50L3」 
 
 

 新商品の特長  

1．SD カードを挿入するだけで簡単にデジタルサイネージとして使用可能 
・SD カード挿入だけでコンテンツを再生。動画は AVCHD（SD）、静止画は JPEG に対応 
・DVD プレーヤー等の再生機不要のため、電源コードを繋ぐだけの簡単・省スペース設置 
・MP3 プレーヤー機能を内蔵し、静止画コンテンツの再生時には同時に MP3 形式の音声ファ

イル再生可能（当社カンタンサイネージ新機能） 
・電源を入れるだけで SD カード内のコンテンツを自動リピート再生するので、毎日のリピー

ト再生設定が不要※1 
※1：初期設定は必要 

2．縦と横の両方向の設置に対応 
・縦※2と横の両方向に設置でき、用途に応じて使い分け可能（当社カンタンサイネージ新機能） 

※2：縦置きの場合は縦表示に合わせたコンテンツ作成が必要 

3．サイネージ効果を高めるクリアで臨場感のある高音質 
・音声実用 大出力 10W+10W のスピーカーを内蔵 
・DIATONE 音響技術をベースに開発した「DIATONE リニアフェイズ」回路を搭載 

 発売の概要  

商品名 形名 
画面 

サイズ 
設置方向 

希望小売価格

（税込み） 
発売日 

当初月産

台数 
カンタンサイネージ 

DSM シリーズ 
DSM-50L3 50V 型 縦／横置き 262,500 円 10 月 21 日 1,000 台

 

 今後の展開  

 「カンタンサイネージ DSM シリーズ」として今後、40V 型など他の画面サイズの機種も投入

を検討します。 

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 TEL 03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

 広告やニュースなどの情報を流すデジタルサイネージ（電子看板）は近年、交通機関や公共施

設等を中心に導入が拡大しています。一方、飲食店や小売店など店舗や病院・オフィスなどでは、

機器の設置や運営、さらにはコンテンツの制作・管理等の手間やコスト面が導入の課題となって

います。 
当社は今回、コンテンツ入りの SD カードを挿入するだけでデジタルサイネージを簡単に導入

できる「カンタンサイネージ DSM シリーズ」の 50V 型モデルを発売します。通常の横方向だけ

でなく縦方向の設置にも対応します。 

 

＜DSM-50L3 の設置イメージ＞ 

      

 カンタンサイネージ DSM シリーズのラインアップ  

形名 DSM-19L3 
DSM-22L3 
【受注生産】 

DSM-26L3 
【受注生産】 DSM-32L3 

DSM-50L3 
【新商品】 

画面サイズ 19V 型 22V 型 26V 型 32V 型 50V 型 
発売日 7 月 20 日 9 月 10 日 9 月 10 日 7 月 20 日 10 月 21 日 

設置方向 横置き 横置き 横置き 横置き 縦／横置き 
走査方式 ― ― ― ― 2 倍速 

画素数（パネル種類） 
水平 1366 
×垂直 768 

（ワイド XGA）

水平 1366 
×垂直 768 

（ワイド XGA）

水平 1366 
×垂直 768 

（ワイド XGA）

水平 1366 
×垂直 768 

（ワイド XGA） 

水平 1920 
×垂直 1080
（フル HD） 

音声実用最大出力

（JEITA） 
3W＋3W 3W＋3W 10W＋10W 10W＋10W 10W＋10W

希望小売価格（税込み） 52,500 円 63,000 円 73,500 円 84,000 円 262,500 円 

 コンテンツ制作について  

 デジタルサイネージを導入する際に大変なコンテンツ制作は、会員制の「カンタンサイネージ

クラブ」で請け負っています。制作したコンテンツは SD カードで提供しますので、カンタンサ

イネージ DSM シリーズに挿入するだけでデジタルサイネージに活用できます。 
＜カンタンサイネージクラブ＞ 
・年会費： 50,000 円（税込み） 
・制作コンテンツ： 静止画（会員登録 1 口につき年間 50 枚まで） 
・申し込み方法： ウェブサイトから、業種別に用意した複数のテンプレートから選択し、 
 素材（画像データなど）とともに申し込み 
・申し込み先： http://www.MitsubishiElectric.co.jp/visual/kantan_signage/ 

 また、お客様がコンテンツを作成する場合でも「テクニカルサポートセンター」で推奨市販ソ

フトや制作方法の相談に対応します。 
＜コンテンツ制作・商品の機能に関するご相談＞テクニカルサポートセンター：0120-324-312 



 

 3

 デジタルサイネージ専用の同梱物について  

・店頭運用で便利な SD カードの盗難防止用金具 
・付属スタンドを使用しない場合の背面カバー（DSM-50L3 のみ） 
・サイネージ運用設定変更や、ワンタッチでサイネージ表示をスタートできるリモコン 

＜リモコンの特長＞ 
1．「サイネージ」ボタンから設定メニューで簡単に運用設定 
・強制電源オン …主電源オンにより、自動でサイネージ動作を開始 
・スライド時間 …静止画のページ自動送り時間を指定 
・動画再生順設定…SD カード内に AVCHD（SD）形式で複数のコン

テンツが登録されている場合、コンテンツの選択

再生や再生順序を指定 
 

2．リモコンボタン 1 つで簡単にサイネージに切り替え可能 
リモコンの「SD 再生」ボタンを押すだけでサイネージ表示に切り替

わります。 
 
 

 「DSM-50L3」その他の特長  

1．USB メモリーによる書き換え機能搭載 
SD カード内のコンテンツは、更新データを記録した USB メモリーを本体の USB 端子に差し

込むことにより書き換えることができます。複数台のカンタンサイネージのコンテンツを簡単

に更新できます。 
 

2．Web ブラウザによるコンテンツ表示 
デジタルサイネージの Web 配信システム表示装置としても利用できます。また、画像表示だけ

でなくテキスト読み上げ機能による音声出力も可能です。 
 

3．「DIAMOND Engine」搭載による鮮明な映像 
高画質回路「DIAMOND Engine」の搭載により、ノイズの少ない滑らかで鮮明な画質で、さ

まざまな映像を 適に再現します。 
 

4．104W の低消費電力 
50V 型表示パネルで 104W の低消費電力を実現しました。 
 

5．3.0m の電源コードを装備 
コンセントまでの取り回しに配慮し、3.0m の電源コードを装備しています。 

 

SD 
再生 

サイネージ 
設定 
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 主な仕様  

種類 カンタンサイネージ DSM シリーズ 
形名 DSM-50L3 

画面サイズ 50V 型 
画面アスペクト比 16：9 

液晶方式 VA 方式 
走査方式 2 倍速 

画素数（パネル種類） 水平 1920×垂直 1080 （フルハイビジョン） 

表示色 10.67 億色 

表示 
パネル 

バックライト 白色 LED 
内蔵スピーカー 2 個 

音声実用最大出力（JEITA） 10W＋10W 

アナログ 
φ3.5mm ステレオミニジャック  1 系統 1 端子(可変) 
（ヘッドホン端子、外部音声出力端子として使用可） 

音声 
出力 出力 

端子 
デジタル デジタル音声出力（光）端子 角型 1 系統 1 端子 

外部ストレージ 
（コンテンツ格納） 

SD カードスロット 
対応カード形式：SD／SDHC カード、対応ファイルシステム：FAT32／16

静止画表示 

画像：JPEG 形式、推奨サイズ：1920×1080 
 (自動リサイズ機能内蔵、最大 8MB／枚) 

最大 999 枚 
音声：MP3 形式 

コン 
テンツ 
フォー 
マット 

動画表示 

AVCHD(SD)形式 
映像：MPEG4-AVC／H.264、 

対応フォーマット：1080i(60f)、1080p(24f)、720p(60f)、480i(60f) 
最大 4000 コンテンツ 

音声：AC-3(Dolby Digital)  

サイネー

ジプレ

ーヤー

機能 

機能 

・静止画自動送り機能（5～60 秒） 
・静止画サイネージ音声付加再生機能 （1 曲リピート再生も可能） 

・動画サイネージコンテンツ再生順序指定機能 
 (再生順序指定は最大 99 コンテンツまで) 

・USB メモリーによる装着 SD カードコンテンツ書き換え機能 
・「SD 再生」ボタンによるサイネージ再生機能 

アナログ 
画像：ミニ D-sub15 ピン 1 系統 1 端子 
音声：φ3.5mm ステレオミニジャック 

PC 入力 
デジタル 

画像：HDMI 端子（RGB 形式） 
音声：HDMI 端子、又はφ3.5mm ステレオミニジャック 

（HDMI 入力 2 のみ PC 音声入力端子からアナログ音声入力が可能）

ビデオ入力 画像：RCA 端子 1 系統 1 端子、音声：RCA 端子 1 系統 1 端子 
D4 映像入力 画像：D4 端子 1 系統 1 端子、音声：RCA 端子 1 系統 1 端子 

外部プ

レーヤ

ー接続

端子 
AV 入力 

HDMI 入力 
画像・音声：HDMI 端子（480i、480p、720p、1080i、1080p） 

2 系統 2 端子 
（HDMI 入力 1 のみ ARC 対応） 

受信チャンネル 

地上デジタル：000～999 チャンネル、 
BS デジタル：000～999 チャンネル、 

110 度 CS デジタル：000～999 チャンネル、 
VHF：1～12 チャンネル、 

UHF：13～62 チャンネル、 
CATV：C13～63 チャンネル 

テレビ 
表示機能 

アンテナ入力 
地上デジタル／アナログ：VHF/UHF 1 軸 75Ω(CATV パススルー対応)

BS・110 度 CS デジタル：75Ω（C15 形）兼コンバーター用電源 
（DC15V 4W 以下）出力 

その他入出力端子 LAN 端子（10BASE-T／100BASE-TX) 1 系統 1 端子 
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適合法規 電気用品安全法、J-Moss「グリーンマーク」 
使用温度範囲 0 ℃ ～ 40 ℃ 

電源 AC  100V  50／60Hz 
電源コード 3.0 m 
消費電力 104W 

リモコン待機時消費電力 0.1W 
主電源「切」時消費電力 0W 

年間消費電力量※3（達成率） 
目標年度(2012 年度) 

96kWh／年（228％） 

外形寸法 
【付属スタンド含む／ 

含まず】 
W115.5cm × H75.8cm × D35.3cm/ 
W115.5cm × H71.9cm × D6.3cm 

質量 
【付属スタンド含む／ 

含まず】 
23.8kg／19.4kg 

梱包外寸 W141.9cm × H79.9cm × D21.8cm 
梱包質量 30.0kg 

設置方向 
縦置き/横置き（付属スタンド又は背面 VESA 取り付けネジを使用して設置）

※縦置きスタンドは当社での取扱はなく、別売りとなります。 
キャビネット素材 前面：PC＋ABS 樹脂、背面：PS 樹脂 

付属品 

・リモコン、単 4 乾電池（×2）、B-CAS カード 
・BS・110 度 CS デジタル放送受信紹介パンフレット、 

GIGA.TV パンフレット、 ご購入時アンケート用パンフレット 
・取扱説明書（CD-ROM、冊子） 
・スタンド、スタンド取付けネジ、 

設置台への固定用部品（固定バンド、ネジ） 
・SD カード盗難防止金具 A・B、 

SD カード盗難防止金具取付けネジ A・B 
・黒シール大・小   

・背面カバー、背面カバー取付けネジ 
同梱リモコン形名 RS18909 

※3： 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づいて、型サイズや受信機の

種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。トッ

プランナー基準(目標年度：2012 年度)に基づく値を今後、ホームページ等に記載します 

 商標関連  

1．“AVCHD”および“AVCHD”ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 
2．HDMI、HDMI ロゴおよび High definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC

の商標または登録商標です。 
3．Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。 

4．電子番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した「G ガイド」を採用しています。 
ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation およ

び／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 
 

 
 

5．「DIATONE」「ダイヤトーン」は三菱電機株式会社の商標です。 
 
 製作担当工場   お客様からのお問い合わせ先  
三菱電機株式会社 京都製作所  三菱電機お客さま相談センター 
AV 営業統轄部 マーケティンググループ フリーコール 0120-139-365 
〒617-8550  京都府長岡京市馬場図所 1 番地  
TEL：075-958-3208  

®  
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