
屋外型完全防水

リース契約で

初期費用は0円

豊富な
カラーバリエーション

製品保証1年

製品保険5年

デジタル サイン

画面構成は思いのまま

ＬＥＤバックライトの
明るい液晶画面

屋外用、大画面テレビ看板
新規来店数

大幅UP!

Digital Sign

これまでにない！

デジタルサイネージ事業部
ティーケーウェーブ



従来の集客方法と比べても圧倒的な集客力！

デジタル サイン
Digital Sign

広範囲の地域で
不特定多数

リピートの可能性が
見込める店舗の
近隣住民

5～15
　　　万円 /月

6～50
        万円 / 月

5～15
        万円 / 月

折込を行った
日以外は効果が低い

「ビラ配りをしないと
集客ができない店」と
いうマイナスイメージが
生まれてしまう

地域の新聞を
購読している
不特定多数

リピートの見込める
店舗の近隣住民

1.8～5万円 /月

映像と音による訴求で、
店のサービス・商品など
アピール度が高く
集客効果が見込める！

ターゲット ターゲット ターゲット

費　用 費　用 費　用

効　果 効　果 効　果

割引目的の
一見客が多く、
リピート率が低い

ビラ配り

デジタル サイン
Digital Sign

最新機能満載の屋外用 大画面テレビ看板

こんなことでお困りではないですか？
集客への
アピール

メニュー
の対応

高額な
集客経費

お店が2階以上や地下にあったり
奥まったところにあったりして
どのようなお店なのか伝わりにくく
集客に苦労している

高画質の動画や写真で
お店の雰囲気や料理の写真を

伝えられお客様への
アピール度が高まる！

メニュー変更やコマーシャルの
変更などに対応可能なので

結果的にコストを抑え、効果的な
告知ができる！

道行く人や地元の人に
お店のアピールができ看板を
目印にリピートのお客様が

増える！

季節や流行の変化に対応した
商品やメニューの変更をしたいが
看板の変更が面倒で古いままで
出している。

グルメサイトや情報誌への
掲載料金が高い割に集客に
結びついていないので
見直しを考えたい。

効果的な演出により、お店のイメージをアピールします！

お悩み お悩み お悩み

解決！ 解決！ 解決！

ターゲット

費 用

効 果

折込みチラシ折込みチラシ クーポン
タウン情報誌
クーポン

タウン情報誌 ビラ配りビラ配り



お店の紹介、アピールを表示！
集客効果も期待できます！

屋外でも安心してお使いいただけます。

制作から導入までサポートいたします。

撮影を含め制作させて
いただきます。

メニューボタンをタッチして
知りたい内容を表示。

コンテンツの変更、修正はパソコンで
簡単にできます。またインターネット
回線があれば、遠隔操作も可能です。
※パソコンをお持ちでない方は、当社でメンテナンスさせていただきます。
 （別途費用が必要となります）

※ 別途費用が必要となります。

あなたのお店やスタッフを紹介する
ビデオを作成し画面上部で放映
あなたのお店やスタッフを紹介する
ビデオを作成し画面上部で放映

LEDパネルで店名、営業時間、
電話番号を表示
LEDパネルで店名、営業時間、
電話番号を表示

大型モニター大型モニター

防水加工防水加工

初期費用0円初期費用0円

コンテンツコンテンツ

タッチパネルタッチパネル

内容変更はパソコンでOK内容変更はパソコンでOK

製品保証1年、製品保険5年付製品保証1年、製品保険5年付

おすすめメニューを動画でお客様に
プラスのオーダーの興味を促し、
お客様単価のUP効果！

おすすめメニューを動画でお客様に
プラスのオーダーの興味を促し、
お客様単価のUP効果！

静止画・動画・音の機能を
活かし更に注目度アップ！

伝えたい情報をピンポイントを発信！

デジタル サイン
Digital Sign

最新機能満載の屋外用 大画面テレビ看板



最新機能満載の屋外用 大画面テレビ看板

屋外・店頭・公共施設などに設置して、
広告や各種案内を表示し集客ＵＰに！
通信ネットワークを利用することで、
表示内容をリアルタイムで更新したり、
複数の広告を配信したりすることができます。

店内、スタッフ、商品紹介も出来るので、
店内のイメージをわかりやすくお客さまに伝え
入店しやすい店頭づくりを演出。

デジタル サインとは…

1POINT 2POINT
おすすめ商品などの映像で、お客さまにプラスの
オーダーの興味を促し、お客さま単価のアップ
効果を図る。

限られたスペースでも、画面スペースさえ
あれば映像で充実した情報を簡単に提供
できます。

3POINT 4POINT
常に最新で季節に合っと提案や、イベント情報や
お得な情報などを、デジタルサイネージで
ラクラク告知できます。

イベント情報やお得な情報、さらに周辺情報など、
お客さまが欲しい情報をお届けします。

5POINT

道行くお客様に音と映像であなたのお店を猛アピール！

集客力アップ5つのポイント！
お客さまが入店しやすい店頭づくり
を演出します！

お客さま一人当たりの単価アップ
効果を図ります！

静止画・動画・音の3つの機能で
注目度アップ！

お客さまに、常に最新情報を
提供します！

お客さまが欲しい情報を
お届けします！

デジタル サイン
Digital Sign



オープンニング画面 コース紹介画面オープンニング画面 スタッフ紹介画面料理紹介画面 お部屋紹介画面

オープンニング画面

オープンニング画面 オープンニング画面 オープンニング画面商品紹介画面 商品紹介画面 コース紹介画面

店内紹介ビデオ画面価格訴求画面 オープンニング画面 オープンニング画面メニュー紹介画面

デジタル サイン
Digital Sign

最新機能満載の屋外用 大画面テレビ看板

注目度抜群のテレビCM感覚でお店を紹介！

タッチパネルも搭載可能です。
店舗や施設のインフォメーションや情報発信に最適です。

コンテンツ（タッチパネル式）事例

【料　亭】　

【ネイルサロン店】 【ラーメン店】 【整骨院】

コンテンツ事例 /飲食店
【スイーツショップ】 【カラオケ店】

【キャバクラ】

コンテンツ事例



遠くからでもよく見える大画面！

設置スペース、予算に合わせて選べる3タイプ！

カラーバリエーション256色

画面サイズ
解像度
輝度
コントラスト比
視野角
再生対応メディア
静止画
動画対応ファイル

音声対応ファイル
内蔵スピーカー
使用環境条件
電源電圧
消費電力
外形寸法
重量

46型
1920×1080(pix)
700cd/ ㎡
4000：1
178°/178°
CFC,USB(Built-in 2GB CFCMemory)
jpeg
MPEG2,MPEG4,
AVI,WMV9
MP3,WMA,WAV,AC3
25W×2ステレオ
温度：0～35°湿度：10～80％
AC100V(50Hz/60Hz)
300W
1810(H)×690(W)×800(D)mm
約 80ｋｇ

42型
1920×1080(pix)
700cd/ ㎡
1200：1
178°/178°
CFC,USB(Built-in 2GB CFCMemory)
jpeg
MPEG2,MPEG4,
AVI,WMV9
MP3,WMA,WAV,AC3
25W×2ステレオ
温度：0～35°湿度：10～80％
AC100V(50Hz/60Hz)
290W
1690(H)×655(W)×800(D)mm
約 70ｋｇ

32型
1366×768(pix)
1000cd/ ㎡
3000：1
178°/178°
CFC,USB(Built-in 2GB CFCMemory)
jpeg
MPEG2,MPEG4,
AVI,WMV9
MP3,WMA,WAV,AC3
25W×2ステレオ
温度：0～35°湿度：10～80％
AC100V(50Hz/60Hz)
150W
1590(H)×520(W)×590(D)mm
約 50ｋｇ

■ 商品仕様

■ 商品アイテム

■ コンテンツアイテム
コンテンツ制作の内容によって、お選びください。

ビデオ撮影、写真撮影、コンテンツ制作

※別途費用が必要です。

■ スタンド型

■ 壁掛け型

● 動画、写真、コメント（音声）などを表示再生します。

（一例）

スタンダードタイプ

● 動画、写真、コメント（音声）などを表示再生します。
● PC内蔵なので、パソコンから操作可能、ネット接続もできます。

● 動画、写真、コメント（音声）などを表示再生します。
● PC内蔵なので、パソコンから操作可能、ネット接続もできます。
● タッチパネルを使ってさまざまな案内操作が可能！

PC内蔵タイプ

タッチパネル＋PC内蔵タイプ

Aタイプ

写真撮影、コンテンツ制作Bタイプ

コンテンツ制作(写真材料などを提供）Cタイプ

デジタルサイネージ事業部
株式会社 ティーケーウェーブ

TEL.06-6992-7311
お問い合せは
お気軽に…

〒570-0025 大阪府守口市竜田通1-1-1 ウィング守口2F 
FAX.06-6992-7312


