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（リ本 No.1313） 
 

2013年5月22日 
三菱電機株式会社 

 

パブリックディスプレイから液晶テレビまで一括管理 
デジタルサイネージシステム「M-Signage」発売 

 
三菱電機株式会社は、中小規模デジタルサイネージ配信の新システムとして、当社の映像表示

端末機器を一括管理できる「M-Signage」と、これに対応するサイネージプレーヤー「DP-01VS-S」
を 6 月 10 日に発売します。 
本製品はデジタルサイネージジャパン 2013（6 月 12 日～14 日、於：幕張メッセ）に出展します。 

 
M-Signage 対応サイネージプレーヤー「DP-01VS-S」 

 デジタルサイネージシステム「M-Signage」の特長  
・新発売のサイネージプレーヤー「DP-01VS-S」に付属した新開発の配信基本ソフトウエアに

より、当社パブリックディスプレイの「VISEO PRO」「VISEO LITE」と、液晶テレビを活

用した「カンタンサイネージⓇDSM シリーズ」を、同一ネットワーク内で一括管理、運用す

ることができ、用途や設置条件に応じて自由に組み合わせることができます。 

 新製品の特長  

1．HDMI 接続で、当社の幅広い映像機器に対応したサイネージシステムを構築 
 ・サイネージプレーヤー「DP-01VS-S」と映像表示端末機器を HDMI で接続することにより、

当社の幅広い映像機器に対応したサイネージシステムを構築 

2．コンテンツの作成からスケジュール管理・配信まで対応（配信基本ソフトウエア） 
・コンテンツ作成、スケジュールの設定、配信などの各種設定が可能 
・売場やフロアなど、設定したグループごとの複数の映像表示端末機器に一括配信が可能 

3．割り込み配信や、入力切換スケジュール設定に対応（配信基本ソフトウエア） 
・タイムセールや緊急時の割り込み配信が可能 
・当社パブリックディスプレイの入力切換スケジュール設定に対応 

 発売の概要  

製品名 仕様 価格 発売日 
対応映像表示端末機器： 

カンタンサイネージⓇDSM シリーズ 
パブリックディスプレイ※1VISEO PRO、VISEO 

LITE 

－ 
中小規模向けデジタル

サイネージシステム 

M-Signage 
（エムサイネージ） サイネージプレーヤー「DP-01VS-S」 

配信基本ソフトウエア（付属） オープン 

6 月 10 日

※1 HDMI 端子搭載モデルが対応。機種により一部制限事項あり 

 今後の展開  
 対応する映像表示端末機器の拡大や、OPS※２規格準拠オプションスロットを活用したサイネー

ジプレーヤーの開発など、シリーズの対応強化を図ります。 
※2 OPS（Open Pluggable Specification）：Intel 社が提唱するデジタルサイネージ向けのコントロール 

モジュールとスロットの規格 

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 

デジタルサイネージ（電子看板）は交通機関や公共施設など大規模施設を中心に導入が進んで

おり、さらに飲食店・小売店などの店舗を始め、病院やオフィスなどのさまざまな業種の中小規

模施設での需要が拡大しています。 
当社は昨年、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」を発売しましたが、パブリックディスプレイとの組

み合わせやネットワーク配信に対応するシステム開発が望まれていました。 
当社は今回、中小規模デジタルサイネージ配信の新システムとして、当社の映像表示端末機器

を一括管理できる「M-Signage」と、これに対応するサイネージプレーヤー「DP-01VS-S」を発

売します。用途やロケーション条件に応じて自由に組み合わせ、ネットワーク配信することがで

きます。 
 
 デジタルサイネージシステム「M-Signage」の特長の詳細  

1．新開発の配信基本ソフトウエアにより、「カンタンサイネージⓇDSM シリーズ」への HTML
による配信と、パブリックディスプレイへの SMIL による配信という異なったコンテンツの

配信方式を、同一ネットワーク内※3 で一括管理できます。これによりさまざまな用途での運

用、映像表示端末機器選択の幅が拡がります。 
※3 ローカルエリアネットワーク内に限る 

2．新開発の配信基本ソフトウエアにより、当社パブリックディスプレイの明るさの調節などの 

ディスプレイ制御ができます。また、「カンタンサイネージⓇDSM シリーズ」には内蔵の LAN
機能を使用してサーバー（パソコン）から直接コンテンツ配信することができます。 
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 新製品の特長の詳細  

1．HDMI 接続で、当社の幅広い映像機器に対応したサイネージシステムを構築 
サイネージプレーヤー「DP-01VS-S」と当社パブリックディスプレイ「VISEO PRO」「VISEO 
LITE」および「カンタンサイネージⓇDSM シリーズ」を HDMI で接続※4することにより、当

社の幅広い映像機器に対応したサイネージシステムを構築することができます。 
※4 「カンタンサイネージⓇDSM シリーズ」は内蔵の LAN 機能を使用して、サイネージプレーヤーを介さ

ずに直接接続可能。但し、配信コンテンツは静止画のみ等の制限があります。 
 
2．コンテンツの作成からスケジュール管理・配信まで対応（配信基本ソフトウエア） 
(1)サイネージプレーヤー「DP-01VS-S」に付属した「M-Signage」対応の配信基本アプリケーショ

ンソフトウェア※5をサーバー（パソコン）にインストールすることで、コンテンツの作成から

スケジュール設定・管理、コンテンツ配信まで運用できます。 
※5 対応 OS：WindowsⓇ 7、WindowsⓇ 8 

(2)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。また、HTML5 に対応していま

すので、HTML5 の Web の表示や、RSS※6をテロップとして活用し、ニュースや天気予報など

の情報を流すことも可能です。 
※6 RSS（RDF Site Summary）：ウェブサイトの見出しや要約などを記述するフォーマット 

(3)売場ごとフロアごとなど、グループ設定※7により、グループ内の複数の映像表示端末機器に対

して同時に配信ができます。 
※7 サイネージプレーヤーのグループ、カンタンサイネージ DSM シリーズ（直接接続）のグループで設定 

可能 
(4) 配信コンテンツはフル HD※8に対応しています。 

※8 本機を使用した場合。但し、配信・表示負荷を抑えるため、素材により画像変換を行う 
(5) インターネット回線を用いて、遠隔からのコンテンツ入稿にも対応します。 
 
3．割り込み配信や、入力切換スケジュール設定に対応（配信基本ソフトウエア） 
(1)タイムセールや緊急時の割り込み配信※9 に対応します。強制的に PUSH 型でコンテンツを配

信し、必要な時に必要な時間配信を続けます。 
※9 ローカルエリアネットワーク内に限る 

(2)当社パブリックディスプレイと RS-232C 接続することにより、ディスプレイ側の D-SUB 端子

に接続した他の入力機器との切換ができます。また、入力切換はスケジュール設定に対応して

います。 
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 主な仕様  

形  名 サイネージプレーヤー 
DP-01VS-S 

OS Android 4.X 
CPU ARM Cortex-A9 

LAN 
有線：10Base-T/100Base-TX 

無線：IEEE802.11 b/g/n（2.4GHz帯のみ） 
外部ストレージ USB2.0対応 Downストリーム(2系統）※10、SDカードスロット 

対応フォーマット※11 

動画： MPEG-4、H.264/MPEG-4 AVC、MPEG-2（PS）、WMV9 
静止画： JPEG、PNG 

音声： MP-3、AAC-LC、WMA 
その他： HTML5※12、RSS 

プレーヤー 

最大レイアウト数 
動画：1(最大1920×1080※13) 

静止画：4(最大1920×1080※13、スライドショー最大10） 
テロップ※14：1、文字：静止画に含む 

解像度 最大1080p 
デジタル HDMI（1系統） ビデオ出力 信号出力 

コネクター アナログ φ3.5mmミニジャック（コンポジットビデオ、音声出力端子共用） 
デジタル HDMI(1系統） 

音声出力 
信号出力 
コネクター アナログ φ3.5mmミニジャック 
制御入出力コネクター RJ11(RS-232C) 

制御入出力 
通信方式 RS-232C規格準拠 

その他入出力 ミニUSB（ADB：デバッグポート） 
適合法規格等 電気用品安全法（ACアダプターのみ）、VCCI-B 

温度 0～40℃ 
使用環境条件 

湿度 20～80％ （結露の無いこと） 
電源入力 AC100V、50/60Hz（国内のみ） 

標準 15W 電源 
消費電力

省エネモード － 
質量／寸法 約0.5kg／194（W）×36（H）×111（D）mm 

付属品 

ACアダプター、ミニジャック／RCAピン変換ケーブル(1m)、ユーティリ

ティーディスク、SDカード紛失防止用カバー一式、RS-232C変換アダ

プター、無線LAN接続用アンテナ、セットアップガイド、M4ネジ（4本）、

スペーサー（4本）、両面テープ付きシート（4個）、保証書（セットアップガ

イドに添付）等 
※10 本機の設定には市販の USB マウスが必要になります。 
※11 全てのファイルフォーマットを保証するわけではありません。作成されたファイルによっては再生でき

ないものがあります。 
※12 作成された HTML5 コンテンツによっては再生できないものがあります。 
※13 配信負荷、表示負荷を抑えるため、素材により画像変換をおこないます。 
※14 テロップ使用時の推奨レイアウト数は静止画：1、または動画：1 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。 
HDMI、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の米国及び、そ

の他の国における商標または登録商標です。 

 製品担当   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  三菱電機株式会社 
モニター事業センター  お客様相談窓口（ディスプレイ） 
〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所1番地  フリーダイヤル：0120-71-3322 （IP電話不可） 
TEL：075-958-3023 
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