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弊社が定める保証期間（本製品ご購入日より）内に、適切な使用環境で発生した
本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲
以下の場合は、補償の対象外になります。
・購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
・お客様による改造、分解、修理により故障した場合。
・弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
・一般想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
・地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により
故障した場合。

■修理
修理のご依頼の場合は、送料はお客様の負担にてお願いいたします。

■免責事項
本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、不法行為等の
損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびに
データ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

保証内容
保証規定

使用するSIMカードの通信会社は、ドコモ系（朝日ネット、マイネオ、IIJ、ベネフィットジャパン） の格
安通信SIMが使用できます。

※契約SIMのデータ通信量(１ヶ月)は、1GBで問題ありません。
ただし、格安通信SIM会社によっては、3GBからの契約しかない場合もあります。

ＳＩＭ カードの通信会社についての注意

docomo回線 　 　IIJ 　ビッグローブ 　ベネフィットジャパン     マイネオ  使用可能なSIM
(マイクロSIM）



データSIM契約について
1. ご用意頂くSIMカードの条件
SIMカードサイズ：マイクロSIM（1番大きいのは『標準SIM』、次に『マイクロSIM』、一番

小さい『ナノSIM』のうち、マイクロSIMを選択ください。）
SIM種別：データSIMを選択してください。
SIMカードタイプ：『ドコモ回線』のみです。
プラン：データ量は１GB。ただし、通信会社によっては１GB契約が無く、３GBになる場合も

あります。（1～３GB（最大）までのデータ量があれば大丈夫です）
SMSの有無：SMS無しの選択をしてください。
オプション：余計なオプション選択は、一切必要ありません。

2. 契約できる通信会社（ドコモ回線）
IIJ https://www.iijmio.jp/hdc/spec/

 

※毎月３GB契約

        

680円（税込）ドコモ回線。

ベネフィットジャパン https://onlysim.jp/

            

ビッグローブ

 

https://biz.biglobe.ne.jp/sim/charge.html
※法人契約あり。毎月３GB契約 700円（税別）。 ドコモ回線。初期費用3000円（税別）。
カード準備料394円（税別）

※別途ビッグローブ法人会員オフィスサービスに入会する必要があります。（基本会員）毎
月500円（税別）の基本会員料金が、SIMカード料金とは別に必要となりますので、複数の
SIMカードを購入されない場合、お勧め致しません。

どの通信会社も、初期手数料、SIMカード発行手数料合わせて、初回に3000円～4000円（税別）の初期手数
料が必要となります（SIMカード1枚毎につき）
その後、毎月500円～900円（税別）の費用が必要となります。

マイネオ          https://mineo.jp

                               ※弊社の営業社員にご連絡ください 

https://mineo.jp/business/service/#1
https://mobile.line.me/plan/line-free/
https://www.hanshin-anshin.jp/
https://biz.biglobe.ne.jp/sim/charge.html


3. データSIMのデータ量の目安

  

 

500MBのSIM 約150回、１GBのSIM 約300回となります。コンテンツ更新回数の目安として、
（契約のデータ量を超えた場合、ほとんどの通信会社で通信速度が最大128Kbpsに低速化します。
通信速度が遅くなり、コンテンツの更新も遅くなります。）



①SIMカード挿入方法

1．防水ゴムカバーを外します。
2．SIM カードの方向に注意して挿入します。
3. 正しく装着された画像

1 2 3

②通信会社選択方法

1. MENU➡開通の順番で選択します。
2. 登録を選択し、通信会社（SIM) を認識させます。
3. 挿入した SIM の通信会社を▲▼で選択します。
4. 自動で再起動します。

選択した通信会社（SIM) は
写真のように赤く点灯します。

SIMの挿入方法及び通信設定

※説明は屋外用サイネージを使用しています 1 / 16



【屋外用サイネージの場合】
操作ボタンが別途付属品として付いてきます。
操作時は、 その別途付属の操作ボタンが必要です。
ボタン機能及びメニュー機能については、 屋内用と同じになります。
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注意！
メニュー機能における、「初期化」メニューは通常使用する事はありません。
「初期化」メニューは、サイネージ販売担当者が使用するだけとなりますので、ご使用をお控え頂けます様お願い致します。
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1. 左下の会員登録をクリック 2.チェックを入れたら

下の会員情報の入力進行をクリック

,,.,. 

会員登銀

Ee'.'"'' . い, �, 

cl "スフ ー ド

B ,<AJ-SA霞え

" J, , .. 

口豆＇且；—,9ネ・ム9必"'

「1 ",cチ●イズコ ー 、-,,;1忠

ロ 停霞ぷ蛋�. 窟ill(,� い．（ハイフ心（一

3. 会員情報を入力してください

厨Soft●aok 4G 23,00 

く 会貝登録

利用規約

66%� 

SIGN EON ("''"''""'モバイルアプリケー

ション） jlj用規約

● •�<蔓約9● "' 

二;;.:-:.�雪戸;1;;:,.,,_j
I I<必""昂累的に..uし,,.
•-· 

プうイI\シ ー ポリシ ー

7ライパシ ー ポリシ ー 9●人渭●髯累ガ"'

イ、9ンジャ"'"""'''は下’込.. ,,,_ここ""人偵樋6璽E計
"い公... ス9ッフ●"●u闊●●1こ＂人●苔E●. .., 住と夏！
● "●●み...させること,, り．＂人●●ご"'"を霞●玖しこす

竺：：ヤな·悶？ざ‘芯門之：
I IC必"''プライバシ ーポリシ ー に同貫します·
·-·

一

メールアドレスを入力

※6桁以上のパスワー ド

パスワー ド再入力

お名前を入力

携帯番号を入力

（ハイフン（ 一）なしで入力）

社名もしくはお名前を入力

入力なし

※パスワードは英数字と
特殊文字（＠？！）などを使い
6桁以上で作ってください。

利用規約

＜

CJ ,, スフ ー ド

会貞登録

プライバシー

ポリシー

/;l "" . 濯霞立

ュ ーザ ー 箭柑

凸 し，；；

ロ 町祐：：：m曇... 噴：認ください （ハイわlが ）そ•

会計惰；；

日 9知 ，拿 ー ム(.:;,,)

利用規約と
プライバシー

ポリシー を
よく読んでから
©@にチェック

4. アカウント情報・ユ ーザー情報・
会社情報を入力後最後に下の会員登録をクリック

5. 確認をクリック
登録したメールアドレスに承認メールが届きます

APP STORE又はGOOGLE PLAYから「SIGNEON」と入力し、APPを
ダウンロードして下さい。
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' ·, 

; LED : 
'•·.·,.·.-.-,-.--.-,' 

サイネ ー ジが

登録されていません。

サイネ ー ジを溢料してからサ ー ヒ、人がご,,月lこなれ安すc
お客往センタ ー から;;;., くこ案内守し上Ifます・

一

1. サイネージの情報登録を

クリック

''"� し"'し＂ ,.., ● 

＜ タイプを選択

I. サイネージの荘類を選択

己置�"'こ洒した樗騒を置択してくだaぃ，

• 
hllSY 

"''"翌

21>'/2 

1'1改型

i,lft!a 

4. 設置環境に適した種類を
選んで下の種類の登録を
クリック

住検索

("�""' ヌ京犯

I如]fl 江"浅谷区

2. 都道府県と市区町村を
入力後下の住所を登録を
クリック

,., 鑽· bl鑽璽

四饗璽

5. 確認をクリック

暉績鼻

天烹祁文烹祁没谷区'-"住所丑汎し
., か？

3. 確認をクリック
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名択された笹慕

M極型

＃認,ic情輯を入力

ビ l PINAカ

1. 製品番号(S/N)とPINコ ー ドを入力

製品番号(SIN)とPINコ ー ドの確認方法

背面のメニュ ーボタン三→開通→登録→決定ボタン◎

製品番号(SIN)で始まる8 文字の英語と数字7 文字（ハイフン（一）なしで入力）

OSJM -JPD0-0000022-+ OSJMJPD00000022 

PINコ ー ド

PIN横の4桁の数字

S /t\l「」s,咄,lt·v·1-」PDO
-1][〕〔:i oc:122

Plf\J E這?'(〕
8も5036CI凶.00879'16

2. サイネージの登録情報をクリック

この画面になれば設定完了

←一製品番号

• PINコ ー ド

■ 製品番号(S/N)について

 docomoのSIMカードの場合 ➡ 8文字の英語がOSJMJPDOになり、その後に数字7文字が入ります。

(ハイフン（－）なしで入力して下さい)

サイネージを数日ご使用にならなかった場合、その期間内にファームウェアのアップデートなどが行われている場合がございます。数日間ご使用にならなかった場
合、最初に電源を入れて、サイネージを起動後、５~10分ほど電源を維持して、そのままの状態を保ってくださいます様、お願い致します。ファームウェアの更新
が自動で行われます。その間、電源の抜き差しや、ＳＩＭカードの抜き差しなどは、行なわないで頂けます様お願い致します。

※注意して頂きたいこと
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STEP 1.

新規作成ボタンを
押して下さい。

STEP 2.

テーマが
表示されます。

STEP 3.

希望するテーマを選んで
下さい。業種別のテーマ
は定期的にアップデート
されます。

STEP 4.

イメージを選択すると
映像を見ることができます。

STEP 5.

映像のタイトルと映像に
表示するテキストを
入力してください。

STEP 6.

テキストは3パートに
分けられており
各5秒ずつ再生されます。

STEP 7.

映像の作成を押すと
自動的に映像作成に
なります。

STEP 8.

映像作成中です。
少々お待ち下さい。

テンプレートを使った映像の流れ画面
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STEP 9.

作られた映像はMY
アルバムで確認するか
すぐにサイネージに送
ります。

STEP 10.

再生リストに追加を選
んだ場合、追加された
映像が再生リストに
表示されます。

STEP 11.

よければサイネージに
適用・確認をクリック
します。

STEP 12.

映像をサイネージに
送信中です。

テンプレートを使った映像の流れ画面
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写真・動画の読み込みの流れ

STEP 1.STEP 1.STEP 1.STEP 1.STEP 1.

STEP 2.

STEP 4.

右下のフォルダのアイコンを
押して下さい。

STEP 3.

スマートフォンに保存されて
いる写真や映像を読み込むことが
できます。

写真は最大５枚まで
追加可能であり、映像は
最大15秒のみ表示されます。

STEP 1.

新規作成ボタンを
押してください。

※スマホで撮影するときは1080ｐ/30fpsか720ｐ/30fpsで撮影して下さい。
4kで撮影するとデータ量が大きすぎてうまく読み込めなくなります。
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使用方法＆動画 静止画の作成について

使用方法

サイネージの 挿入口に メモリーを挿入します。
メモリに保存された映像が自動で再生されます。

※

映像作成時のフォーマット

ファイル形式 ・

コーデック

レベル

映像サイズ ×

フレームレート 又は

再生時間 秒

×１ ×

×１ ×

×２ ×

２×１ ×

２×２ ×

【フォーマット】 【マルチ画面の映像サイズ】

※マルチで映像を作る時は
上記の映像サイズで作成してください。

※動画の作成はお使いの編集ソフト
マニュアルをご覧ください。

使用時のファイル名について

映像ファイルのタイトルは０～９以内の数字で設定してください。

正しい例 正しくない例１ ×

２ 映像拡張子は 又は で作ってください。
※オーディオは入れて作成してください。音声は再生されませんが音声を入れて作成
する方が映像が安定しますので音声を入れて作成することを推奨します。

スマホで動画 静止画を作成時の注意点

スマホで撮影するときは ｐ か ｐ で撮影して下さい。
で撮影するとデータ量が大きすぎてうまく読み込めなくなります。

スマホで撮影し動画を取り込むときは横での使用のみ対応しており
縦で使用すると動画は横向きになります。（現在対応中）

静止画は 又は に対応しており横仕様・縦仕様どちらにも
対応しております。

USB使用時の場合、1×1の映像サイズにのみ適用されます。
FWのアップデートによりUSB使用時は約2分の動画を流せるようになりました。
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クリック。
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