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オフィスのサイネージ設置と運用は難しくありません。

既存のディスプレイや会議室のTVを

そのまま活用することができます。

業務に必要な情報配信や企業広告などに活用できます。

ディスプレイ活用の新しい提案、

企業のコミュニケーション

チャンネルを設計致します。
企業の新しい選択

企業のコミュニケーションチャンネル

従業員のお誕生日お祝いからお客様の

ウェルカム挨拶など、オフィスの雰囲気がかわります。

専用の管理ページからコンテンツの編成など簡単に管理ができます。

OfficeTVの新しいデジタルサイネージで企業環境を変えてみませんか？



企業向けデジタルサイネージ

単純なサイネージを超えてオフィスの様々なコンテンツとディスプレイを
管理ページからリアルタイムで一元管理が出来ます。

スケジュール管理＆予約機能 簡単設置 付加機能

企業向けオンラインサイネージ 様々なコンテンツ 様々な活用



デジタルサイネージとは？
Digital Signage

営業状況、売上情報グラフ

情報表示ダッシュボード

Information Screen Board

訪問者ウェルカムボード

企業広告動画

受付、オフィス入口

会議室使用スケジュール

社内ニュース（お知らせ）

会議室Notice Board

- 公共の場や会議室、教育センター、カフェ、屋外看板などに設置して広告や各種情報をモニタや専用スクリーンで提供します

- スクリーンを介して、様々なコンテンツの表示が可能ですので広告や情報伝達の視覚的な効果が大きいです。

- コンテンツ管理システム（CMS Content Management System）によって動画、画像、ウェブサイトなどのコンテンツ管理を遠

隔地から管理が出来ますし、表示するコンテンツのスケジュール管理も可能です。
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01
Main function

OfficeTV主な機能紹介

主な機能

- 企業向けオンラインサイネージ

- 様々なコンテンツ

- 様々な活用

- スケジュール管理＆予約機能

- 簡単設置

- 付加機能
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企業向けサイネージ

企業向けのサイネージを簡単デバイス設置

だけでご利用できます。

スケジュール管理＆予約
カレンダー機能を利用してスケジュールに合

わせたコンテンツの配信が可能です。

様々なコンテンツ
ウェルカムボード、社内ニュース、誕生日の

お祝いボード、売上げ現況ボードなど様々

なコンテンツの編成と表示が可能です。

簡単設置

既存のディスプレイを利用して、OfficeTV

を利用することが可能です。

様々な活用
ディスプレイとWifiが可能な場所ならどこで

もコンテンツの再生が可能です。

付加機能

コンテンツ制作が難しい場合、テンプレート

機能にてコンテンツ制作が可能です。

OfficeTV主な機能紹介
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OfficeTV主な機能紹介
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企業向けオンラインサイネージ
複雑な放送機器などがなくてもセットトップボックスを設置するだけで簡単に使用することが可能です。

また、PCとスマートフォンからアクセスして管理が可能なCMS管理サイトから全てのサイネージの管理が可能です。

単純なサイネージの概念を超え、オフィスのディスプレイに様々なコンテンツをリアルタイムで管理してみてください。

OfficeTV CMS クラウドサーバー OfficeTVセットトップ

インターネット接続必要クラウドサーバーで再生イメージや
動画の一元管理とスケジューリング

遠隔地のディスプレイをWEBから再
生管理やメンテナンスが可能

ディスプレイ１ ディスプレイ２

ディスプレイ３ ディスプレイ４

必要な場所のTVへ一括表示
広告画面適用

ディスプレイ毎に異なる
広告画面適用も可能
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OfficeTV主な機能紹介

様々なコンテンツ
ウェルカムボード、社内ニュース、誕生日のお祝いボード、売上げ現況ボードなど

様々なコンテンツの編成と表示が可能です。

いつでも、どこでも、コンテンツを簡単に

管理することができます。

- OfficeTVソリューションは、Webベースの管

理ツールとしてのインターネット環境が可能な

どこからもアクセスしてコンテンツを編成、管理

することができます。

- カレンダー機能を利用して大規模なスクリーン

管理にも最適されており、大規模な事業所

のコンテンツを編成、管理するにも便利です。

- 毎時、期間別、プレイリストを作成して、状

況に応じた最適なコンテンツを表示してみて

下さい。
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OfficeTV主な機能紹介

様々な活用
ディスプレイとWifiが可能な場所ならどこでもコンテンツの再生が可能です。

企業向けサイネージ

- リアルタイムで企業コンテンツを送出することがで

きます。

- オフライン教育の場として活用することができます。

- 様々な情報を効果的に伝えることができます。

企業のメッセンジャーとして活用

- 企業のメッセージをOfficeTVを通じて社員

に効果的に伝えることができます。

- OffieTVは様々なメッセージ配信の活用が

可能です。
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OfficeTV主な機能紹介

スケジュール管理と予約機能
スケジュールを設定して、様々なコンテンツを設定した時間に送出することができます。

強力なサイネージ/日程グルーピング機能を提供して、複数ディスプレイを運用する企業環境で便利に管理すること

ができます。

スケジュール制御＆管理・予約機能

- スケジュールを設定して、様々なコンテンツを好きな

時間に送出することができます。

- 管理者機能を使用して、事前に録画した動画な

どを送出することができます。

- 外部のコンテンツもOfficeTVに接続してディスプレ

イが可能です

一つのアカウントで複数のディスプレイ管理

- 複数のディスプレイに同時に同じコンテンツの送出

やディスプレイ別異なるコンテンツの送出などができ

ます。

- スクリーンの管理機能で、複数台のディスプレイをリ

アルタイム管理ができます。



OfficeTV主な機能紹介
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簡単設置
既存ディスプレイを活用して、OfficeTVを簡単設置するだけでご利用ができます。

分かりやすいUIを提供していますので誰でも簡単に操作、ディスプレイの管理ができます。

- コンパクトサイズのセットトップボックス

- モニター、TV、タブレット、キオスクなど

のディスプレイ機器とインターネット環

境で簡単に利用かのうです。

- HDMIケーブルを接続し、SCREEN 

CODEを登録するだけで設置完了

タブレット
キオスク



OfficeTV主な機能紹介
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付加機能
コンテンツ制作が難しい場合、テンプレート機能にてコンテンツ制作が可能です。

サイネージのコンテンツは、

一般的なデザインと異なります。

- OfficeTVコンテンツチームは、デジタルサイ

ネージに適したコンテンツを企画段階からお

客様と協議して差別化された結果を出すよ

うに努力します。

- メニューボード、プロモーション、掲示板、広

報映像など、お客様が満足するサイネージ

向けのデザインを提案します。

- 新しいサイネージ、OfficeTVを利用して企

業環境を変えてみてください



詳細機能紹介

詳細機能紹介

スクリーン管理機能

コンテンツ管理機能

再生リスト管理機能

カレンダー日程登録機能
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OfficeTV詳細機能 – スクリーン管理機能（1/3）

15

スクリーン管理機能

検索

- すべてのスクリーンとフォルダを検索することができ

ます。

スクリーン・フォルダ追加

- スクリーンを追加したり、スクリーンをグループして

管理することができます。

全てのスクリーン確認

- 全てのスクリーンと状況を確認することができます。

スケジュール確認

- スクリーンのスケジュールを確認したり、登録する

ことができます。

スクリーン状況確認

- スクリーンの接続状況を確認することができます。

会社名
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お気に入り登録＆解除

- スクリーンをお気に入りに登録してスクリーンに

簡単にアクセスすることができます。

スクリーン画面プレビュー

- 設定されたスケジュールに合わせて現在表示

されるスクリーンの画面をプレビューで確認する

ことができます。

スクリーンスケジュール表示

- スクリーンのスケジュールをカレンダーで分かりや

すく確認ができますし、スケジュールの登録もで

きます。

スクリーン詳細情報確認

- スクリーンの使用容量や接続状況、バージョン

情報など詳細情報を確認することができます。

OfficeTV詳細機能 – スクリーン管理機能（2/3）

スクリーン管理機能
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スクリーンモニタリング設定

- アプリに正常動作しない場合、自動的に再起

動するように設定することができます。

スクリーンをスケジュール確認

- スクリーンの再起動、HDMI on/ off、アプリ

のアップデートなどをリモートで操作することがで

きます。

その他スクリーン設定

- スクリーンのフォルダを移動したり、スクリーンを

削除することができます。

OfficeTV詳細機能 – スクリーン管理機能（3/3）

スクリーン管理機能
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コンテンツ管理機能

検索

- 追加したコンテンツを検索することができます。

コンテンツアップロード

- ボタンをクリックしてコンテンツを選択したり、

Drag&Dropで新しいコンテンツをアップロー

ドすることができます。

コンテンツ並び替え変更

- コンテンツの表示の並び替えを変更して照

会することができます。

コンテンツ詳細情報確認

- コンテンツをクリックして詳細情報を確認した

り、プレビューすることができます。

OfficeTV詳細機能 – コンテンツ管理機能
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再生リスト情報確認

- 再生リスト情報を確認することができます。

コンテンツ登録

- 再生リストを構成するコンテンツを選択して

登録することができます。

再生時間入力

- コンテンツを再生する時間を変更すること

ができます。

- 映像コンテンツは自動的に入力されます。

コンテンツ削除

- 再生リストに登録されたコンテンツを削除す

ることができます。

OfficeTV詳細機能 – 再生リスト管理機能

再生リスト管理機能
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スケジュール詳細入力

- 登録する再生スケジュールの詳細情報を入力

することができます。（コンテンツ再生/再生リ

スト再生/アクション実行）

再生時間入力

- 再生時間を細かく設定することができます。

再生コンテンツ選択

- 再生するコンテンツを選択することができます。

再選優先順位・繰り返し設定

- 再生優先順位と繰り返しを設定することがで

きます。

- 同じ時間に複数のスケジュールが設定された

場合、優先順位に基づいて再生されます。

OfficeTV詳細機能 – スケジュール登録機能

スケジュール登録機能
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スケジュール照会＆管理

- カレンダーのスケジュールを照会したり、管理する

ことができます

スクリーン設定

- カレンダーをスクリーンに設定することができます。

フォルダ設定

- カレンダーをフォルダに設定することができます。

OfficeTV詳細機能 – カレンダースケジュール管理機能

カレンダー機能利用して

シーズン別スケジュールをグループして

管理することができます。



活用案
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OfficeTV活用案

会議室使用スケジュール 会議室使用方法 社内ニュース（新着ニュース）

ウェルカムボード 会社イベント案内 企業広告動画

企業広告動画 新製品、新規サービス広告 コロナ予防

会議室Notice Board

23OfficeTV活用案

インフォメーション案内



OfficeTV活用案

セキュリティ案内 売上状況グラフ 顧客訪問状況

顧客お問い合わせ状況 サイト売上＆トラフィック状況 企業関連ニュース

ウェブ基盤コンテンツ管理・サイト連携 Scheduler Template提供

Information Screen Board

24OfficeTV活用案

便利な管理ツール



サービス価格プラン

OfficeTVサービス価格プラン

OfficeTVセットトップボックス仕様
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OfficeTVサービス価格フラン

26サービス価格フラン

1台あたり 20,000円

無料 (2年利用契約)

オフィスのモニターやTVに様々なコンテンツをクラウドで配信・管理 OfficeTV

セットトップボックス価格

一つのアカウントで複数のディスプレイ管理

1,950円 (ディスプレイ1台)

サービス価格

マイスクリーン会社名



OfficeTVセットトップボックス仕様

27OfficeTVセットトップボックス仕様

解像度 : 最大

最大解像度



ありがとうございます。

JIRANTECH

mailto:jirantech@jiran.com
https://jirantech.com/

