
お客様のデジタルサイネージ導入から
運用までをトータルサポート！

RICOH
Digital Signage

クラウド型サイネージ配信サービス

リコーデジタルサイネージ

オフィス/
物流/
工場で

待合室で

小売店舗で

訪日外国人
対応にも



紙のポスターや掲示板に代わって、駅やお店など、街中でも見かけることが多くなってきたデジタルサイネージ。
電子看板とも呼ばれる、ディスプレイやプロジェクターを使った情報発信システムです。
デジタルサイネージは、ニュースや災害情報などのタイムリーな情報も自在に発信可能。
注目度アップと情報量アップを両立できる新しいコミュニケーションツールとして、いま大きな注目を集めています。

｢デジタルサイネージ｣って何だろう？

スムーズな導入、コンテンツ運用、アフターサポートまで、
リコーに安心してお任せください。

リコー「デジタルサイネージ」の３つのポイント

point1
設置が

カンタン

point2
コンテンツ

が豊富

point3
配信/運用も

ラクラク 安心 & ローコストで実現！
リコーなら、

配信機器
STB（セットトップボックス）

STB（セットトップボックス）は
コンパクトで低価格ですが、
デジタルサイネージ専用として
セキュリティが高く
作られています。
・ディスクに直接アクセス不可
・個別にアプリインストール不可

本社
■ リコーデジタルサイネージの仕組み

コンテンツ制作

ディスプレイ

Type1

電子POPディスプレイ

Type2

クラウド環境
クラウド型なので、
社内に専用サーバーの必要なし。

設置拠点ごとに異なる
コンテンツを配信できます。

STB（セットトップボックス）
一体型モデル

電子POPと
RICOH Interactive 
Whiteboard Signageは
STB（セットトップボックス）が
不要なので、すっきりとした
設置が可能です。

表示装置

お客様のご要望にあわせて
表示装置を選定します。

本社 管理者 配信スケジュール

コンテンツ制作画面

タッチパネル向けコンテンツも
制作できます。

配信スケジュール画面

わかりやすい画面で、
柔軟な配信設定ができます。

無線 無線/有線 無線/有線/SIM
※機種により異なります。

無線/有線

HDMI®

COMPANY

ようこそカンパニー株式会社 神奈川工場へ

知りたい情報にタッチしてください

新製品
情報

館内
地図

会社
概要

本日は、
ノー残業デーです。
定時に帰りましょう

HDMI®

RICOH Interactive
Whiteboard Signage

（電子黒板）
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デジタルサイネージ運用を支えるリコーの7つの特長。

効果的なコンテンツを手軽に作れる｢業
種別テンプレート｣のほか、毎日のニュー
スや天気予報などの｢デイリーコンテン
ツ｣もご用意。お手持ちの写真や動画を
使える制作ツールも提供いたします。

業種別テンプレート/
デイリーコンテンツも提供2

自社サーバーの構築や保守も不要。
専任のシステム担当者を置く必要もな
いため、初期投資やその後の運用コス
トを大きくセーブできます。

クラウド型配信システム
でカンタン導入1

用途に合わせて選べる
高性能な配信機器4

デジタルサイネージの導入から運用、トラブル時の対応
まで、すべてをリコーの豊かな経験と幅広いネットワー
ク体制でバックアップするサポートを実現。無料の
コールセンターもご用意しています。

お客様の利用シーン・ご要望にあわせて最適なディスプレイをご提案します。
タッチパネル向けコンテンツにも対応し、Web画面で制作したタッチコンテン
ツを遠隔から更新することも可能です。
※タッチパネル向けコンテンツのご利用には、タッチパネル向けコンテンツ配信用STB（セットトップボックス）
｢RICOH Digital Signage STB Type2｣、タッチパネル式ディスプレイ、サイネージの月額利用料＋タッチコン
テンツ機能オプション月額利用料が必要となります。電子POPご利用の場合はサイネージの月額利用料のみで
タッチパネル向けコンテンツもご利用いただけます。

全国を網羅した安心のサポート体制5

さまざまなディスプレイが提案可能6
地震や台風などの災害発生時に備えて、災
害情報や防災情報を自動で配信するコンテ
ンツをご用意。従業員やお客様の安心と安
全のために、非常時においても迅速な情報
発信を支援いたします。
※本機能は有料オプションのご契約が必要です。

防災/災害時の
コンテンツもご用意7

お客様の設置環境・利用シーンに合わせ
て最適な配信機器をご提案します。STB

（セットトップボックス）はリコーならではの高
性能&コンパクトタイプ。設置すっきりな
STB（セットトップボックス）レス端末の電子POP
とRICOH Interactive Whiteboard 
Signageもご用意しています。
＊1 4Kコンテンツ（静止画・動画対応）のご利用には「RICOH 
Digital Signage STB Type2」が必要となります。 ＊2 Web
ページ表示機能のご利用には「RICOH Digital Signage 
STB Type1」もしくは「RICOH Digital Signage STB 
Type2」、電子POPが必要となります。 ＊3 すべてのライン
アップに別途LTE対応USBドングルやLTE業務用ルーターを
導入することで、携帯電話回線を使用して接続することも可能
です。電子POPは一部機種でSIM対応モデルもあります。

COST
DOWN

全店/全社共通のコンテンツは運営管理部門
から一括配信し、個別コンテンツは店舗/支
社ごとの配信とするなどの柔軟な運用が可
能。繰り返し再生や時刻/曜日指定再生、割り
込み配信などスケジュール設定も自在です。

柔軟な配信設定3

小型STB
（セットトップボックス）

Compact

Wireless

有線
LAN

LTE＊3

（SIM）

Wi-Fi™

タッチ
対応

4K＊1

Web
ページ＊2

電子POPキオスク型 RICOH Interactive
Whiteboard Signage

（電子黒板）
複合機スタンド
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SALESALE

売り場でもっと効果的にお客様に
アピールし、売り上げを増やしたい。課題 課題

店舗前を通行する人に対して、実施中の
キャンペーンや一押し商品を発信し、
入店客数を増やしたい。

タッチでお客さまが知りたい情報にアクセスでき、商品への
興味関心が高まることで売り上げ向上が見込めます。

解決 解決

効果効果

タイムリーに、店先で動画や音声付きなど視認性・訴求力の高い
コンテンツを発信することにより、さらなる集客が期待できます。

リコーが提案する、シーンに合わせた最適なデジタルサイネージ ❶

小売店舗で

スーパーマーケット/ドラッグストア/ホームセンター/ショッピングセンター/カーディーラー/各種路面店

売り上げUP！
タッチログから
マーケティング
データ取得!

来客数UP！
タイムリー＆

高い情報
発信力を実現！

ワインの種類がたくさんあって
どれを買ったら良いのかわからない・・・。
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リコーが提案する、シーンに合わせた最適なデジタルサイネージ ❷

課題課題
最新情報にアクセスできない従業員にも
必要な情報を伝達したい。新人教育が現
場任せで、教える内容も人によって異なる。

埋もれてしまいがちな連絡事項や重要
な情報を、漏らすことなく発信したい。

解決解決

効果効果

PCを持たない従業員にもタイムリーに情報発信ができ、情報
伝達率の向上が期待できます。また、電子POPをタッチするこ
とで誰でも共通の教育コンテンツを確認できます。

メールや掲示板では限界があった案内の徹底や、繰り返し表示に
よる強い印象づけが可能。他部署やクラブ活動等のコンテンツを
発信することで、社内でのコラボレーション創出にもつながります。

物流/工場でオフィスで

物流拠点/バックヤードオフィス内

情報
伝達率UP！

情報の
平準化！

情報
伝達率UP！

社内コミュニ
ケーション
活性化！

離れた拠点に、
なかなか情報が伝わらないなあ・・・。

言っていることが違っていて、
どちらの話を聞けばいいの？

PCを持ってい
ない従業員に
もタイムリーに
情報を伝えた
いなあ・・・

納期いつだっけ？
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待合室のお客様に、待ち時間を快適に
過ごしていただける情報を発信したい。 課題課題 ますます増えてくる海外からのお客様に、

きめ細かなおもてなしで対応したい。

退屈な待ち時間も、デジタルサイネージがあれば快適かつ有益
なひとときに。サービスなどの情報発信はもちろん、ニュースや
天気予報、多彩な｢くつろぎコンテンツ｣もご用意しています。

解決解決

施設案内やサービスの案内などを多言語で用意し、タッチ 
パネル式ディスプレイを使って表示言語を切り替えることで 
情報提供。スタッフの負荷軽減にもつながります。

待合室で 訪日外国人対応にも

銀行/調剤薬局/病院/自治体施設（市役所/税務署等） ホテル/旅館/小売店舗/交通要所等

待ち時間を
快適＆

有意義に！

ニュース、
天気予報の配信

にも対応！

多言語で
情報提供！

タッチパネル式
ディスプレイ
にも対応！

効果 効果

待ち時間は退屈だなあ・・・。 言葉がわからない・・・。ペラペラ・・・。

リコーが提案する、シーンに合わせた最適なデジタルサイネージ ❸
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北海道地区

関東・甲信越地区

東北地区
東海・北陸地区

中国地区

九州・沖縄地区

近畿・四国地区

WEB

北海道地区

近畿・四国地区

東北地区

中国地区

関東・甲信越地区

九州・沖縄地区

東海・北陸地区

スクロール

Webページの表示も可能＊3

URLを指定することでWebページを表示することができることに加え、タッチパネル式ディスプレイのご用意で、Web
ページのスクロールやページ遷移・テキスト入力検索も可能です。

【ご利用例】 
●観光案内所で周辺の観光地のマップをWebページで表示し、お客様が知りたい場所をタッチしたり検索したりすることができ、顧客満足度
向上 ●オフィスにて経営指標をグラフ表示し、情報の見える化 ●店舗にて旬な情報を表示し、集客・売り上げ拡大
＊3 Webページ表示機能のご利用には「RICOH Digital Signage STB Type1/Type2」、「 RICOH Digital Signage POP J/POP E」が必要となります。表示できるWebページはWebサイトの作りによるため、実際

の表示画面で検証ください。

コンテンツ制作から放映まで、らくらく3ステップ。

コンテンツを用意 手持ち素材やニュースなどさまざまな素材の活用でコンテンツ制作を手軽に。
制作や運用負荷を軽減するコンテンツ制作サービスもご用意しています。

お手持ちの写真や動画をそのまま使える
写真や動画など、すでにお持ちの素材をそのまま配信可能。手間を
かけずに、最もシンプルなデジタルサイネージがスタートできます。

4Kコンテンツの配信も可能＊2

フルHD画質の静止画/動画はもちろん、4K画質の静止画/動画にも対
応しています。シズル感や色鮮やかさ、繊細さを表現することができます。
＊2 4Kコンテンツのご利用には「RICOH Digital Signage STB Type2」が必要となります。

Webブラウザで簡単にリッチなコンテンツを制作可能＊1

お手持ちの素材を含む写真や動画、テキストなどをドラッグ＆ドロップ
操作で自在に配置。使い慣れたWebブラウザを使って、簡単にリッチ
なオリジナルコンテンツを制作できます。
＊1 動画コンテンツ制作機能は、RICOH Digital Signage POP J/POP Eのみをご契約の場合、ご利用

いただくことができません。

多言語対応タッチパネル向けコンテンツ（有料オプション）
タッチパネル向けコンテンツ対応STB（セットトップボックス）とタッチパネル
式ディスプレイ、もしくは電子POPを使用して、多言語対応コンテンツ
を制作･配信でき、タッチによるページ遷移・言語切替が可能となりま
す。また、タッチ操作のログから利用状況も確認可能です。

そのまま使用できる素材がない、リッチなタッチコンテンツを作りたい、変更のない企業紹介などのブランディング動画をプロに任せたい、そんなご要
望にお応えいたします。訴求したい内容や、用途をお伺いし、最適なオリジナルコンテンツを制作します。更新頻度が高いコンテンツはテンプレート化す
るなど運用負荷が軽微なように企画して制作します。

1STEP

業種別テンプレート
コンテンツの訴求力を高めながら、制作の手間はできるだけ省きたい。そんなご要望にお応え
する11業種約600点のテンプレートをご用意しました。写真やテキストを置き換えるだけで、
業種別のツボを押さえたコンテンツを簡単に制作できます。

【主な業種】 ●スーパーマーケット ●ホームセンター ●カーディーラー ●医療機関 ●宿泊施設 ●銀行 など オフィス 病院

◆ 用意されているコンテンツを活用する。

タッチパネル向けコンテンツ制作画面動画コンテンツ制作画面

デイリーコンテンツ
見てもらいたいメインコンテンツの合間に
適宜配信することで、サイネージ全体の注目
度アップが期待できるデイリーコンテンツ。
ニュースや天気予報のほか、興味津々のくつ
ろぎコンテンツも多彩にご用意しています。

【主なコンテンツ】 ●ニュース ●天気予報 ●くつろ
ぎコンテンツ（「今日は何の日｣｢今日の運勢｣｢世界
遺産めぐり｣ など） 
提供元：時事通信社、日本気象協会 ニュース

天気予報

NHK動画コンテンツ
有料オプションで動画ならではの優れた表
現力と高い視認性があるNHKコンテンツを
各種ご用意しています。

【主なコンテンツ】 ●ニュース ●天気予報 ●くつ
ろぎコンテンツ（「きょうは何の日｣｢空中散歩｣「水
中散歩」「季節だより」） ●詐欺被害防止コンテンツ

（「私はだまされない」）
提供元：株式会社NHKグローバルメディアサービス 空中散歩

動画ニュース

RICOH THETA（全天球カメラ）の静止画に対応
RICOH THETA（全天球カメラ）の静止画を、自動回転で表示します。例えば、旅行代理店で海外の絶景を、披露宴会場で
結婚式の様子を、受付で館内施設の様子を配信といったように、360°の写真ならではの特長を活かしたコンテンツ配信が
可能です。

◆ コンテンツ制作機能を活用する。

◆ コンテンツ制作を依頼する。
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08

11

16

21

モーニング

ランチ・軽食

ディナー

●プレイリストの作成

再生順

再生条件の設定 
・・・・・月・水・金曜日のみ再生 

・・・・・〇月△日まで再生 

・・・・・9時～10時のみ再生 

動画A

デイリー コンテンツ

動画B

静止画

Webコンテンツ 再生順

ファミリー向け 日曜日

オフィスワーカー向けA 月曜日

オフィスワーカー向けB 火曜日

限定特典 水曜日

●時刻表の作成 ●週間パターンの設定

ファミリー向け 土曜日

オフィスワーカー向けD 金曜日

オフィスワーカー向けC 木曜日

制作したコンテンツの配信設定を多彩な機能で簡単に。
一括配信はもちろん、拠点ごとの個別配信も自由自在に行えます。分担運用も可能です。   

割り込み配信
設定されているスケジュールを変更せずに一時
的に別コンテンツを割り込み配信することがで
きます。店舗でのタイムセールの案内や、オフィ
スでの急な情報発信の際などに便利です。

【ご利用例1】 手軽に一括管理
●本部で表示装置複数台を一括管理。

【ご利用例2】 コンテンツパック機能を使ってきめ細かな配信が可能
●本部は全国共通のコンテンツのみ運用。
　拠点はそれぞれの拠点管理者が運用し、拠点独自のコンテンツを配信。

本部で表示装置ごとに
コンテンツを変えることも可能。

コンテンツ制作から放映まで、らくらく3ステップ。

配信の設定

画面分割レイアウトの作成
1台の表示装置を分割して複数のコンテンツを再生できます。レイアウトはパター
ンから選択でき、さらに自由に作成することも可能です。それぞれの領域に動画・
静止画・Webコンテンツ・テロップ等をドラッグ&ドロップで割り当てます。

分担運用
本部からの配信運用の一括管理はもちろん、各拠点担当者の権限を設定して、本部からの発信と各拠点からの発信の両方を行うなど、分担運用も可能です。

きめ細かな配信設定
さまざまな種類のコンテンツを組み合わせてプレイリストや時刻表、スケジュールの作成が可能です。また、表示装置別や曜日別など細かな設定も
でき、柔軟なコンテンツ配信を行うことができます。

複数のコンテンツを再生順にまとめて、プレイリ
ストを作成できます。コンテンツごとに再生条件
を設定することも可能です。

コンテンツ単体やプレイリストの再生開始・終了
時刻を指定できます。例えば飲食店では朝昼夜
でメニューの表示を切り替えることができます。

コンテンツやプレイリストなどを再生する曜日を指
定しまとめた週間パターンが作成可能。曜日ごとに
客層が異なる場合などにも適した配信が行えます。

担当者権限の設定

2STEP

コンテンツ制作、配信、システム管理の３つすべての権限を持つ管理者と、３つの中で権限を絞った担当者を設定できます。端末やコンテンツのフォル
ダごとに権限設定できるので、特定の端末だけの管理や、コンテンツのアップロードだけを権限委譲するなどの分担運用も可能です。

拠点のコンテンツは
拠点に任せる。

●ユーザーの管理例
▼ ユ ー ザ I D 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ▼ ユ ー ザ 名 　 　  ▼ 権 限 　 　 　 　 　   　   ▼ グ ル ー プ

yamamoto@signage.com 山本 管理者（全機能利用可） 総務グループ
suzuki@signage.com 鈴木 コンテンツ制作,配信 総務グループ
satoh@signage.com 佐藤 コンテンツ制作,配信 広報グループ ※管理者は全てのフォルダに対して、

アクセス可となります。

本部は1ヵ所を更新するだけで
全拠点のコンテンツも
一斉に変更できる。

て

動画

静止画
て

動画

テロップ

Web

◆ コンテンツの配信設定をする。

◆ 管理者の権限を設定する。

◆ 本部、各拠点で分けて運用する。

本部 全国担当

本部 管理者

C拠点

A拠点

B拠点 管理者

A拠点

店舗B店舗A

●画面表示パターン例

B拠点

て

動画

テロップ

静止画

動画

天気予報

静止画

●フォルダの管理例
共通（全員がアクセス可）
広報（広報グループのみアクセス可）
社内ブランディング（広報グループのみアクセス可）
総務（総務グループのみアクセス可）
お知らせ（総務グループのみアクセス可）

▲

▲

B拠点

A拠点
A拠点 管理者

全国共通2

全国共通1

B拠点

全国共通2

全国共通1

B拠点

全国共通2

全国共通1

共通コンテンツパック

共通コンテンツパック

共通コンテンツパック

管理コンテンツ

表示コンテンツ

A拠点

全国共通2

全国共通1
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コンテンツ制作から放映まで、らくらく3ステップ。

表示装置で放映

多彩な表示装置を使用可能
縦/横型ディスプレイ（屋内用/屋外用）、マルチディスプレイ、プロジェ
クターなどHDMI®端子付きの各機種で使用できます。

設定も簡単
STB（セットトップボックス）/電子POP/RICOH Interactive Whiteboard 
Signageを電源と接続すれば､サイネージプレーヤーが自動起動。ネッ
トワークの接続設定のみでご利用可能です。

3STEP

◆ 放映する。

さまざまな表示装置に映像出力が可能。
離れた拠点にある機器の管理もでき、安定的な運用に貢献します。

◆ 安定的に運用する。
遠隔監視
遠隔からダッシュボードで各STB（セットトップボックス）の状態やクラウド
容量の使用状況を確認できます。また、端末にエラーがあった際のエ
ラー端末特定も、ダッシュボードから簡単に行えます。

自動復旧
サイネージアプリが不具合を起こした場合は、自動で復旧作業を行いま
す。万一の際も安心です。

自動
復旧

STB
（セットトップボックス）

STB
（セットトップボックス）

STB
（セットトップボックス）

プロジェクタースタンド マルチディスプレイ

通知メール

STB
（セットトップボックス）

STB
（セットトップボックス）

STB（セットトップボックス）レスのため、
電子POP単体で放映可能

電子POP屋外用ディスプレイ タッチパネルモデル

端末エラー通知メール
通知する曜日・時間や営業外日を設定可能。加えて、エラーを検知して
から通知するまでの時間設定も可能です。例えば、営業時間中、5時間
以上通信が途絶えているときにのみメールが届く、といった設定がで
きます。

電波強度確認
端末が送受信している電波強度をブラウザで確認できるため、エラーの
発生を未然に防ぐことができます。

端末管理番号：A～～
電波強度　　：-30dBm

電波強度 クラウド環境

STB
（セットトップボックス）

Type1 Type2
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デイリーコンテンツ （提供元：時事通信社、日本気象協会）

熱中症予防情報コンテンツ

ニュース、天気予報などのデイリーコンテンツを配信可能。メインコンテンツの合間に挿入することで、サイネージの注目度アップが期待できます。例えば、病院
の待合室では、メディカル情報や診療時間の案内の合間にニュースやくつろぎコンテンツを配信といったように、お客様の利用シーンにあわせたコンテンツを
簡単に作成できます。 

【主なコンテンツ】 ●ニュース ●天気予報 ●くつろぎコンテンツ（「今日の運勢」「時の言葉」「今日は何の日」「日めくりアニマル」「世界遺産めぐり」「週間ベストセラー」 ） 

環境省提供の暑さ指数（WBGT）をサイネージコンテンツとして提供します。環境省が提供している期間に限り、熱中症予防情報コンテンツを無料にてお使い
いただけます。エリア（800地点超）ごとに危険度を5段階で表したコンテンツがタイムリーに自動で切り替わり表示されます。

豊富なコンテンツのご紹介

天気予報

レベル1　ほぼ安全

ニュース

レベル3　警戒

世界遺産めぐり

NHK動画コンテンツ （提供元：株式会社NHKグローバルメディアサービス）
有料オプションでＮＨＫ動画コンテンツ配信機能をご利用いただけます。ニュースは動画ならではの優れた表現力と高い視認性があります。環境映像はオフィ
スの居室内・休憩室、エントランス、病院の待合室などでリラックス効果をもたらします。　※コンテンツは横型のみとなります。 

【主なコンテンツ】 ●ニュース ●天気予報 ●くつろぎコンテンツ（「きょうは何の日｣｢空中散歩｣「水中散歩」「季節だより」）●詐欺被害防止コンテンツ（「私はだまされない」） 

動画ニュース 空中散歩 きょうは何の日

レベル5　危険

※各コンテンツの情報配信の費用は販売担当者にご確認ください。 

【災害情報コンテンツ】 
災害発生時の緊急情報発信は､災害の種類に応じて､対象エリアに配信されます｡

有料オプションで災害発生時に自動で配信される災害情報コンテンツと、平常時に防災への意識を高める防災教育コンテンツをご利用いただけます。
防災/災害情報コンテンツ ※本機能の詳細については次ページをご覧ください。 

【防災教育コンテンツ】 
職場で働く人々やお客様向けに、災害時の備えとして
取るべき行動や対処の方法を情報として伝えることで
防災意識の向上を図ります。

その地震、どんな揺れ？

地震情報

津波情報

※Webページ表示機能を使って配信します。 ※対象機器：RICOH Digital Signage STB Type1/Type2・ RICOH Digital Signage POP J/POP E
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※発表から概ね数分で配信できます。
※本機能に音声はございません。

緊急災害情報配信の仕組み

リコーデジタルサイネージ
通常配信 

情報元

災害レベル 低

災害レベル 高

災害対象地域

災害対象地域

災害非対象地域

A拠点

B拠点

C拠点

指定公共機関からの
公式発表

（気象庁などの中央官庁/
地方自治体）

自治体防災ページ

その他

地震警報震度3・・・・

災害情報

災害情報
テロップ表示防災情報

を監視

通常配信

災害
発生

リコーデジタルサイネージ 
防災/災害情報コンテンツ

リコーデジタルサイネージ
危機管理情報専門企業
株式会社レスキューナウ
24時間365日有人体制

防災/災害情報コンテンツ（有料オプション）

災害時の情報発信も
リコーデジタルサイネージに
お任せください！

正確にわかりやすく表示できます！

災害発生時（テロップ）

平常時

災害発生時（全画面）

近年増加傾向にある日本の災害｡対策のご準備はお済みでしょうか｡災害時におけるタイムリーな情報入手と共有は、初動において重要とされています。 
また、企業には労働契約法により、従業員が安全・安心に、そして健康的に働くことができるよう配慮する義務があります。リコーでは､地震や津波などの災害 
発生時に､緊急災害情報を自動で配信できる｢災害情報コンテンツ｣や平常時に防災への意識を高める「防災教育コンテンツ」をご用意｡オフィスや工場､商業
施設などに設置されたデジタルサイネージを活用することで､スピーディーに､わかりやすい情報の発信が可能です。損害を最小限に抑えつつ､速やかに業務
を続行するための対応が事業者にも求められるいま､ぜひご検討ください｡

災害発生時の緊急情報発信は､災害の種類に応じて､対象エリアに配信されます｡さらに､災害のレベルに応じて､画面表示も自動で
切り替わります｡また、平常時には防災教育コンテンツを配信することで、日頃から防災への意識を高める役割をはたします。

緊急災害情報配信内容　
●地震情報 ●津波情報 ●避難情報 ●緊急情報 ●気象警報・注意報 ●台風情報 ●記録的短時間大雨情報 ●指定河川洪水予報 ●土砂災害警戒情報

こんなところで､こんなふうに活用できます！

従業員の意識付け、教育、災害への
対応方法を日頃から啓蒙

従業員の人命確保､災害時に
次の判断をするための状況把握

大型ビジョンで多くの人々へ一斉に
災害情報を伝達

● オフィスで ● 社内災害対策本部で ● 人の集まる場所で
（ホール､商業施設､医療機関､教育機関､宿泊施設など）

※画像はイメージです。
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●小型ディスプレイにサイネージ機能も搭載。STB（セットトップボックス）が不要なため、省スペースでも設置いただけます。

●クラウドモード（クラウドによる配信）とストアモード（現地操作によるコンテンツ選択・配信）の2モードを切り替え可能。ニーズに合わせて
自由にお選びいただけます。

●より深い商品情報などを、お客様ご自身がタッチ操作でスムーズ
に得られるため、従来の対面接客との置き換えが可能となります。

●タッチ操作ログが取得可能＊なため、マーケティングにもご活用
いただけます。

STB（セットトップボックス）レス端末

電子POPのご紹介

RICOH Interactive Whiteboard Signageのご紹介

RICOH Interactive Whiteboardのオプションでコントローラーにサイネージ機能を組み込めばSTB（セットトップボックス）が不要なため設置が
簡単です＊1。1台4役で活用ができます。
❶ 打ち合わせの時には電子黒板として利用できます。
❷ 隙間時間にはサイネージの自動表示で情報発信・情報の平準化に有効活用ができます。
❸ さらにタッチサイネージとしても利用でき、気になった情報を自ら取りに行くこともできます＊2＊3。
❹ 災害発生時には地震や津波などの緊急災害情報を自動配信でき、従業員やお客様へ適切な行動を促します＊4。
　 打ち合わせ時は画面をタッチするとすぐに電子黒板として利用できます。

＊1 2022年2月時点での対応機種：D3210、D8600 （RICOH Interactive Whiteboard Controller Type2または3が装着されていることが必要です。）
　　　　　　　　　　　　　　　  D5530、D6520、D7510 （RICOH Interactive Whiteboard Controller Type3が装着されていることが必要です。）
＊2 タッチサイネージも利用が可能なモードで使用する場合には、右下のスペースを長押ししてメニューからサイネージを終了することで電子黒板の利用が開始できます。
＊3 タッチパネル向けコンテンツ機能はリコーデジタルサイネージの有料オプションとなります。
＊4 防災/災害情報コンテンツはリコーデジタルサイネージの有料オプションとなります。

＊ RICOH Digital Signage POP J/POP Eをご契約の場合、サイネージの月額利用料のみでタッチ
パネル向けコンテンツもご利用いただけます。

打ち合わせの時
❶ 電子黒板として使用

 未使用時（平常時） 未使用時（災害発生時）
❹ サイネージで緊急災害情報表示❷ サイネージで情報表示

❸ タッチサイネージも可能

しばらく使用しないと

画面をタッチすると

ストアモード

お客様がタッチ お客様の知りたい情報を表示

クラウドモード

クラウド
環境

本社からクラウドを通して情報を発信

現地操作によるコンテンツ選択 コンテンツ配信
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メーカー問わず最適なディスプレイをご提案
マルチベンダーのリコーならではの強みを活かし、お客様のご使用目的やご利用シーンなど、ニーズに合わせて最適なディスプレイをご提案します。

ディスプレイの選定・設置工事までワンストップでお任せください

屋内用ディスプレイ

マルチディスプレイ　

電子POP

その他

屋外用ディスプレイ

LEDディスプレイ（屋内・屋外）　　

【導入までの流れ】 
お客様からのお問い合わせ後、設置環境の確認から設置工事まで、ワンストップで対応可能です。

※導入までの流れが異なる端末もございます。　
※詳細はWebページをご覧ください。
  https://www.ricoh.co.jp/signage/special/display/

検 索リコーデジタルサイネージ　ディスプレイ

お問い合わせ 設置環境確認 ディスプレイの
要件確認 設置方法確認 設置工事手配 導入

様々な設置に対応可能

スタンド 天吊り 壁掛け タッチスタンド
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安心のサポート①

●インターネット接続環境構築

●操作教育サービス（オプション）

●コールセンター（無料）
お客様にてご準備または弊社営業にご相談ください。

お申し込みいただいたお客様へイラスト入りで誰にでもわかりやすいテキストを使用して、個別で操作教育を実施いたします。

お困りごとやご相談をメールとお電話で承ります。操作方法のご案内や障害切り分け、販売担当者/カスタマーエンジニアとの連携を行います。
※受付時間：平日（月～金）9時～17時（土日、祝祭日及び弊社休業日を除く）
※弊社夏季休業期間及び冬季休業期間は受け付けていません。

※ご契約内容によっては、ご利用いただけないサービスがございます。

全機種共通

●設置・工事サービス（オプション）

●オンサイトサポート（2年目以降オプション）

STB（セットトップボックス）の設定作業やディスプレイとスタンドの設置など、様々な作業・工事を承ります。

コールセンターでの障害切り分け後STB（セットトップボックス）が故障と判断された場合、オンサイトサポートを承ります。カスタマーエンジニアの訪問
によるSTB（セットトップボックス）の交換、ネットワーク設定作業を行います。STB（セットトップボックス）は1年間のオンサイトサポート付きです。2年目以降
は1年ごとに更新可能な年間保守契約があり、契約可能な期間は最長で納品後5年間です。

※RICOH Interactive Whiteboardへのサイネージアプリインストールはカスタマーエンジニアの作業が必須となっています。

STB（セットトップボックス）のサポート

RICOH お客様

運用担当者

設置・工事 STB（セットトップボックス）等の設置、工事

故障交換作業 STB（セットトップボックス）のオンサイトサポート

設置拠点

サービス＆サポート

・ サービス障害の対応
・ STB（セットトップボックス）
  のセンドバック対応

障害対応依頼

回答

回答

お問い合わせ
操作方法、障害等の問い合わせ

お問い合わせ
操作方法、障害等の問い合わせ

コールセンター

障害切り分け

電子POPのサポート
端末は1年間のメーカー保証付きです。リコーコールセンターでの障害切り分け後、故障の疑いがあった場合はメーカーのコールセンターへ情報
連携され、メーカーのコールセンターから直接お客様へご連絡させていただきます。リコーのカスタマーエンジニアの訪問による設置・交換作業や、
２年目以降の保守メニューはございません。

RICOH お客様

運用担当者

交換機の発送 （保証期間内）

設置拠点

回答

回答

コールセンター

障害切り分け

お問い合わせ
操作方法、障害等の問い合わせ

お問い合わせ
操作方法、障害等の問い合わせ

メーカー

障害対応依頼

コールセンター

故障判断
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安心のサポート②

＊1 Webページ表示はRICOH Digital Signage STB Type1/Type2、RDS POPJ/Eで対応しています。
＊2 PowerPoint®のファイルはPowerPoint®内の機能で変換することによりご利用いただけます。

■サーバの仕様
機能 内容

コンテンツ制作 素材を自由に配置し、コンテンツが作成可能（1コンテンツでの素材の利用数は99個まで対応）、 縦型コンテンツ、縦型テロップ対応

対応
コンテンツ

配信管理サイトへ
直接アップロード可能

1コンテンツあたり最大1,024MBまでのファイルを登録可能
静止画：JPG/JPEG/PNG、動画：MP4、THETA静止画：JPEG、Webページ＊1、PowerPoint®：PPT/PPTX＊2

コンテンツ制作時に素材として利用可能
(一部フォーマット変換機能を利用) 静止画：JPG/JPEG/GIF、動画：AVI/WMV/FLV/MPEG/MP4/MOV、音声：MP3/WAV/WMA、Flash®：SWF

配信処理 定期的にスケジュール及びコンテンツデータの更新分をダウンロード

一斉割り込み配信 複数端末にスケジュールデータ、コンテンツデータを即時、もしくは時刻を指定して配信

配信方式 HTTPS通信、プロキシ接続（ベーシック認証）対応

稼働状況表示 STB（セットトップボックス）・RICOH Interactive Whiteboard Signage・電子POPごとの稼働状況を一覧表示でき、システムのエラーや各端末ごとの稼働ログを表示

Webブラウザ環境

OS Windows® 10、Mac OS 10.12

対応ブラウザ Windows® OSの場合：Edge®、Google Chrome™
Mac OSの場合：Safari

解像度 1,024×768以上
タッチパネル向けコンテンツ機能ご利用の場合：1,280×800以上

■RICOH Digital Signage の主な仕様・特長

対応外時間でも、チャットボットをご活用いただけます。
管理画面上で操作にお困りの際は、いつでもチャットボットでご質問が可能です。
操作方法やマニュアルの該当ページが即時回答できるので、スムーズな運用をお助けします。

サービス＆サポート
全国431ヶ所のサービス拠点、
約4,600名のカスタマーエンジニアによる
サポート体制を構築（2021年12月現在）

チャットボット

全国431ヶ所のサービス拠点、
約4,600名のカスタマーエンジニア

ログイン後のメニュー画面

クリック

Q&Aのダイアログが出てくるので、
直接質問するか、調べる方法を選択します。

ダッシュボード画面
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■RICOH Digital Signage の主な仕様・特長
リコーデジタルサイネージのSTB（セットトップボックス）または電子POP、またはRICOH Interactive Whiteboard Signageと、クラウドサービス（月額/年額）を
ご購入いただくだけで、簡単にサイネージが実現できます。　※インターネット環境と、STB（セットトップボックス）をご利用の場合の表示装置は別途必要になります。

商品名 RICOH Digital Signage STB Type1＊1 RICOH Digital Signage STB Type2 RICOH Interactive Whiteboard Signage＊2

本体

タイプ 小型無線対応モデル ボックス型高機能モデル 電子黒板型STB（セットトップボックス）レスモデル 

一般仕様

ストレージ
容量＊3 8GB 16GB 機種により異なる

温度、湿度 動作保証温度範囲：0℃～40℃
動作保証湿度範囲：10％～90％（RH）（非結露）

動作保証温度範囲：0℃～40℃
動作保証湿度範囲：30％～85％（RH）（非結露）

動作保証温度範囲：0℃～32℃
動作保証湿度範囲：10％～80％（RH）（非結露）

消費電力 5W以下 7W 機種により異なる

製品仕様 外形寸法 46mm（W）×14.9mm（D）×85.4mm（H） 101mm（W）×101mm（D）×24.7mm（H） ※アンテナ突起部を除く 機種により異なる
製品重量 約85g 約114g 機種により異なる

ネットワーク
接続方式

無線LAN 2.4GHz 対応 2.4GHz、5GHz 対応 2.4GHz、5GHz 対応
有線LAN ー 〇 〇

機能

タッチ対応 ー 〇＊4＊5 〇＊4

Webページ表示 〇 〇 ー
縦型対応 〇 〇 〇
画面分割 〇 〇 ー

解像度 静止画 1920×1080 1920×1080/3840×2160 1920×1080
動画 1920×1080 1920×1080/3840×2160 1920×1080

付属品 ACアダプター、電源ケーブル、HDMI®ケーブル、プラスチックホルダー ACアダプター、HDMI®ケーブル、外部アンテナ、VESA100mm取付
金具一式、赤外線リモコン RICOH Interactive Whiteboardに従う 

端末保証期間 1年間
オンサイトサポート 1年間無償

商品名 RDS POPJ07S RDS POPJ10S RDS POPE14 RDS POPE21

本体

タイプ 電子POP型STB（セットトップボックス）レスモデル
（POPJシリーズ）

電子POP型STB（セットトップボックス）レスモデル
（POPJシリーズ）

電子POP型STB（セットトップボックス）レスモデル
（POPEシリーズ）

電子POP型STB（セットトップボックス）レスモデル
（POPEシリーズ）

LCDパネルサイズ 7インチ 10インチ 14インチ 21.5インチ
輝度 300cd/㎡ 300cd/㎡ 250cd/㎡ 250cd/㎡
コントラスト 700：01：00 700：01：00 1000：01：00 1000：01：00
タッチパネル方式 静電容量方式 静電容量方式 静電容量方式 静電容量方式
マルチタッチ 最大10点マルチタッチ 最大10点マルチタッチ 最大10点マルチタッチ 最大10点マルチタッチ
インターフェース USB2.0×1、Micro SDカード×1 USB2.0×3、miniUSB OTG×１、Micro SDカード×1、イヤフォンジャック×１、HDMI® OUT×１ 
スピーカー 2W×2 2W×2 3W×2 3W×2

一般仕様

ストレージ
容量＊1 16GB 16GB 16GB 16GB

温度、湿度 動作保証温度範囲：0℃～40℃（非結露）
保存温度範囲：‐10℃～40℃（非結露）

動作保証温度範囲：0℃～40℃（非結露）
保存温度範囲：‐10℃～40℃（非結露）

動作保証温度範囲：0℃～40℃（非結露）
保存温度範囲：‐10℃～40℃（非結露）

動作保証温度範囲：0℃～40℃（非結露）
保存温度範囲：‐10℃～40℃（非結露）

消費電力 約7.5W 約7.5W 約12W 35W以下

製品仕様 外形寸法 189mm（W）×18.9mm（D）×108mm（H） 258mm（W）×19.7mm（D）×153mm（H） 342.7mm（W）×25mm（D）×220mm（H） 538mm（W）×39.5mm（D）×331mm（H）
製品重量 約260g 約556g 約1,000g 約3,400g

ネット
ワーク
接続方式

無線LAN 2.4GHz、5GHz 対応 2.4GHz、5GHz 対応 2.4GHz、5GHz 対応 2.4GHz、5GHz 対応
有線LAN － － 〇 〇
NanoSIM対応 〇＊2 〇＊2 － －

機能

タッチ対応＊3 〇 〇 〇 〇
Webページ表示 〇 〇 〇 〇
縦置き＊4 〇 〇 〇 〇
画面分割 〇 〇 〇 〇

解像度 静止画 1024×600＊5 1280×720＊5 1920×1080 1920×1080
動画 1024×600＊5 1280×720＊5 1920×1080 1920×1080

付属品 ACアダプター、スティックスタンド、メディアカバー、電源コード固定金具、ドライバー、保証書 ACアダプター、電源コード、サークルスタンド、メディアカバー、ドライバー、保証書 
オプションスタンド 棚掛けスタンド、伸縮スタンド 棚置きスタンド 
連続稼働時間 18時間＊6

端末保障期間（本体のみ） 1年間  
オンサイトサポート － － － －

＊1 ネットワーク設定にはUSBマウスが必要となります。 ＊2 2022年2月時点での対応機種：D3210、D8600（RICOH Interactive Whiteboard Controller Type2または3が装着されていることが必要です。）D5530、D6520、D7510（RICOH 
Interactive Whiteboard Controller Type3が装着されていることが必要です。） ＊3 全てをコンテンツの保存に使えるわけではありません。 ＊4 タッチパネル向けコンテンツ機能を利用する場合は、本機の他にタッチパネル式ディスプレイ、サイネー
ジの月額利用料＋タッチパネル向けコンテンツ機能オプション月額利用料が必要となります。RICOH Interactive Whiteboardはタッチパネルとしても利用可能です。  ＊5 動作確認済みのタッチパネル式ディスプレイの詳細につきましては、リコーデジ
タルサイネージホームページをご覧ください。

■使用上の留意点：日本国内のみのご使用となります。
※製品の仕様などは改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 ※会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商
標です。 ※詳しい性能・仕様・制約条件等については販売担当者にご確認ください。 ※Windows、PowerPoint、Internet Explorerは、米国
Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※HDMIは、HDMI Licensing, LLC.の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。 ※Wi‐Fi™は、Wi‐Fi Allianceの商標です。 ※AdobeおよびFlashは、Adobe Systems Incorporated 

（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。 ※Google ChromeはGoogle LLC.の商標です。 ※Mac OSおよび
Safariは、Apple Inc.の商標です。

スマートフォン/タブレット端末用アプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）
をダウンロードし、ページを撮影（クリック）すると、関連情報のあるインターネット
上のサイトがご覧いただけます。
www.ricoh.co.jp/software/other/clickablepaper/

本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである 
RICOH Clickable Paper サービスに対応しています。

＊1 全てをコンテンツの保存に使えるわけではありません。 ＊2 動作確認済みNano SIM：・リコーモバイル通信サービス（https://www.ricoh.co.jp/service/rmobile/service）・NTTドコモ、またはNTTドコモの回線を利用するMVNOが提供する
SIM ＊3 タッチパネル向けコンテンツ機能を標準搭載しています。 ＊4 別途縦置きスタンドをご用意ください。 ＊5 配信管理画面へのアップロードは、1920×1080（フルHD）まで対応可能です。再生時に記載の画質となります。 ＊6 電子POPの連続
稼働保証時間は18時間となりますので、18時間以下でご使用ください。

■STB（セットトップボックス）・RICOH Interactive Whiteboard Signageの仕様

■電子POPの仕様

0120-892-111

http://www.ricoh.co.jp/signage
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

イチ イチ イチ

●お問い合わせ・ご用命は・・・

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）9:00～17:00（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）※弊社夏季休業期間及び冬季休業期間は受け付けておりません。
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

1410PH-2204＜34021844＞13/P

※画像は、
　RICOH 
　Interactive Whiteboard 
　D6520です。



デジタルサイネージ導入検討シート

● デジタルサイネージの導入状況を教えてください。       

□クラウド配信システムを導入している　※クラウドでのコンテンツ配信

□オンプレミス配信システムを導入している　※社内LANでのコンテンツ配信

□スタンドアロン再生している　※USBメモリー/SDカード/DVDプレイヤー/パソコン等

□サイネージは導入していない

● コンテンツ制作はどなたが行いますか？       

□本部/本社で作成　　　　　　　　　□各店舗/各事業所で作成　　　　　　　　□外部委託（本部から）

□外部委託（各店舗/各事業所から）　　 □その他　　　　　　　　　　　　　　　　□未定

● 配信運用（日々のコンテンツ更新）はどなたが行いますか？         

□本部/本社が一括管理、運用　　　　  □各店舗/各事業所にて運用　　　　　□本部/本社と各店舗/各事業所で分担運用

□外部委託　　　　　　　　　　　　  □その他　　　　　　　　　　　　　 □未定

● コンテンツの更新頻度（一番頻度が高いもの）はどのくらいを想定していますか？          

□ほとんど毎日（1日　　回）　　　　　　□週1回以上　　　　　　□月1回以上　　　　　　□ほとんど更新しない

● 今回導入を検討しているサイネージの台数は何台ですか？             （　　　　　　　　　　台）

● 設置している/または設置を予定している場所と映しているコンテンツを教えてください。

● 導入時期はいつごろですか？ 

● 導入にあたり重視していることは何ですか？

お客様の導入目的や運用方法に合わせたご提案をさせていただくため、 
　以下の内容についてお聞かせいただけますよう、よろしくお願いします。 

ご記入後は、販売担当者までお渡しください。


