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外観 ユニット数と筐体サイズ(mm) 想定納入先

一般商店

一般商店

歯科医院

工務店

工作機械工場

ドラッグストア

建設会社

店頭

駐車場

医院入口

建設現場

駐車場

店舗入口

建設現場
事務所前

・集客用広告表示
・お買い得品情報
・時刻表示 など

・駐車スペースの指示
・お買い得品情報
・営業時間表示
・時刻表示 など

・医院広告表示
・開院時刻表示
・駐車場案内表示
・時刻表示 など

・施工工事名表示
・施工業者名表示
・施工スケジュール表示
・お問合せ先表示
・時刻表示
・天気予報表示
・気温／湿度表示
・スライド広告表示 など

・自社製品デモ動画表示
・固定社名ロゴ看板付属 など

・店舗広告動画表示
・お買い得品情報
・営業時間表示
・時刻表示 など

・朝礼時通達表示
・ラジオ体操動画表示
・スケジュール表示
・注意喚起表示
・時刻表示
・天気予報表示
・気温／湿度表示
・動画広告表示 など

想定用途                                                                      想定設置場所

外観の一例

※製品外観図は一例です。これ以外のサイズも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。

2   3   6枚
854(W) × 342(H) × 90(D)

2   4   8枚
1,110(W) × 342(H) × 90(D)

3   4   12枚
1,110(W) × 470(H) × 90(D)

6   3   18枚
990(W) × 1,000(H) × 90(D)

4   6   24枚
1,989(W) × 600(H) × 90(D)

5   7   35枚
1,886(W) × 734(H) × 90(D)

（分割式・取り付けフレーム含まず）

10   8   80枚
2,048(W) × 1,280(H) × 87(D)

2   3type

2   4type

3   4 type
6   3type

4   6
type

5   7type

10   8type

カスタムディスプレィ
LEDフルカラーサイネージ

コンパクトタイプから大型まで、集客効果の高いデジタルサイネージのご案内

高輝度 高精細 自由デザイン らくらく運用フルカラー

E-mail

075(325)3055
電話

担当 高木・森田・吉田　まで、
お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先

QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成
画面はこちら」をタップまたはクリックすると、メール
作成アプリが起動します。お問い合わせ内容をご記入
ののち、送信ボタンを押してください。

tgk@towagiken.co.jp



ユニットの組み合わせで、
画面デザイン自由自在。
東和技研のカスタムディスプレイは、
ご希望のデジタルサイネージを自由に設計できます。
画面サイズの選定から映像コンテンツの制作まで、
あらゆるご要望にお応えいたします。

低価格
ローコスト＆ハイパフォーマンス
東和技研の製品は、すべて
自社設計・自社生産。その
ため無駄なコストががかか
らず、同時に信頼性の高さ
も実現しています。また、
自社工場で生産している
ため、もしもの場合の修理・
交換など、アフターフォロー
も細やかに対応しています。

4
ポイント

Lo Hi

かんたん
表示内容はパソコン操作でお手軽作成
お手持ちのパソコンで作成したコンテンツを、簡単
な操作でそのまま画面に表示することが出来ます。
運用時は、表示データをUSBメモリまたはLANケー
ブル経由で本体にコピーするため、PCとの常時接続
が不要なスタンドアロンタイプ。もちろん、スライド
や動画などの表示も可能。また、ご希望にあわせて
コンテンツの制作も承ります(別途ソフトウェアが
必要）。

3

USB

LAN

※パソコンで作成したコンテンツをそのまま表示できるため、ペーパーレスの
　データ管理が可能です。

ポイント    Easy
operation

Low
    cost

画面サイズを自由にデザイン可能
ユニットサイズが128mm×256mmのLEDディス
プレィを自由に組み合わせることで、あらゆる大きさ
のデジタルサイネージが製作可能。気軽に設置できる
小型タイプや、大画面で情報を共有する大型タイプ
まで、お好みの画面サイズにカスタマイズできます。

自由設計
2
ポイント

※2×3～10×8タイプまで画面サイズを自由にデザイン出来ます（納入事例より）。
※上記以外のデザインも承ります。お気軽にご相談ください。

2×3=6枚
ユニット枚数

10×8=80枚
ユニット枚数

 Free
design

カスタムディスプレィおすすめのポイント

くっきり
圧倒的な明瞭度を誇るLEDディスプレィ
情報を瞬時に伝える高輝度・高精細フルカラーLED
ディスプレィは、高解像度のデジタルサイネージの
実現が可能。文字情報だけでなく、動画やスライド
を圧倒的な明瞭さで表示します。雨天時や夜でも、
見る人に情報を的確にアピールします。

1
ポイント Bright

display

ドットマトリクス
LEDディスプレィ
1ユニット

128
mm

256
mm

高輝度・高精細の表示を
可能にする、4mmピッチ
のドッマトリクスLED
ユニット。ドット間ピッチ
が細かいため、視認性の
高い美しい映像が表示
できます。

左の写真は
原寸ユニットの

約50%
の大きさです。

ドット間ピッチ
4mm（原寸大）

ご利用の流れ

ご連絡 下記お問合せ先のE-mail・電話・ファックスのいずれ
かの方法で、まずはご連絡ください。

ご相談 具体的な用途や設置場所、ご希望サイズのイメージなど、
弊社担当者にお聞かせください。

提　案 画面サイズのデザインプランを提案します。あわせて
納期案と価格案をお知らせします。

ご発注 デザインプランと納期・価格にGoサインをいただければ
製作に着手します。

運用の
ご案内

設置後のデジタルサイネージの運用方法などを、弊社
担当者がご案内します。必要に応じて、表示コンテンツ
などの格納も同時に行います。

i

製　作 約2～3週間で完成（数量やサイズなどにより変わります）。

施　工 ご依頼の場所に設置工事を行います。

納品完了
お問合せ先

QRコード読み取りのあとに表示される「メール作成画面はこちら」を
タップまたはクリックすると、メール作成アプリが起動します。
ご相談内容をご記入ののち、送信ボタンを押してください。

tgk@towagiken.co.jp
E-mail

担当 高木・森田・吉田　まで、お気軽にご連絡ください。

075(325)3055
電話

075(325)3929
ファックス

納 入
事 例

朝礼表示板システム（10×8タイプ／分割式）
・使用ユニット数 ： 80枚
・サイズ ： 2,048(W)mm×1,280(H)mm×87(D)mm
※本体のみ、制御部・取り付けフレーム含まず

大型LEDサイネージ表示板（6×3タイプ）
・使用ユニット数 ： 18枚
・サイズ ： 990(W)mm×1,000(H)mm×90(D)mm

中型

小型多目的表示板（2×3タイプ）
・使用ユニット数 : 6枚
・サイズ ： 854(W)mm×324(H)mm×90(D)mm

小型

株式会社東和技
お問合せ：0120-

工 事 中

サイネージコンテンツの制作もお任せください
LEDカスタムディスプレィに表示するサイ
ネージコンテンツの制作も承ります。文字
情報だけではなく、スライドや動画など、
表示したいコンテンツをご希望に応じて
制作します。お気軽にご相談ください。

表示コンテンツ
制作の一例


