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AIサイネージでおもてなし

サイネージ導入セット

コンテンツを視聴者に応じてお届けする
デジタルサイネージ導入セット

広告表示や、観光案内や受付インフォメーションなど様々な用途でデジタルサイネージの活用が広がっています。
デジタルサイネージは、
コンテンツを時間帯やターゲットに応じて表示することができるため、
作成・表示した
コンテンツが、
期待するターゲット層のお客様に確実に視聴いただけることがますます期待されます。
NECではコンテンツを対象者に応じて表示切替や、切替コンテンツの導入効果の見える化を実現する
「サイネージ導入セット」
により、効果的なデジタルサイネージをご提案します。

製品特長
● コンテンツ制作に必要な機能を標準装備し、
様々なデジタルサイネージシーンで活用可能です。

● カメラで認識した映像から、本人確認(顔認証)または、人物の年齢・性別を推定した判定結果を
元にデジタルサイネージのコンテンツを条件に応じて切り替えることが可能です。

❶ コンテンツの登録・編集

❷ コンテンツの切替条件を決める

コンテンツ制作に必要な機能を標準装備

ターゲットに応じたコンテンツ設定機能を装備

コンテンツの制作・デザイン・編集

コンテンツをお客様層（年齢/性別）
に応じた表示条件を設定可能な
「ター

からスケジュール設定まで、必要な

ゲット広告サイネージ」
と、事前登録済みのお客様情報
（顔認証）
に応じて表

機能を標準で装備しています。

示条件を設定可能な
「Welcomeサイネージ」
をご用意しています。

写真・イラスト・動画などの素材を
部品として貼り付けて、表示画面
を作成。

年齢・性別のターゲット毎に
コンテンツを設定

エントランス

FieldAnalystによる年齢、男女の性別を組合せて
各コンテンツの表示条件を設定可能。

年齢/性別

男性

女性

10〜19歳

スポーツ
ドリンク

アイス
クリーム

20〜29歳 ラーメン

…

ケーキ

…

サイネージの複数管理が可能
複数の表示箇所に個別スケジュール、
コンテンツで運用することが
可能です。

お客様個別に特別なコンテンツを設定

※スタンダードモデルの場合のみ

ユーザ

ID

割り込み選択

田町一郎

0001

田町様向けコンテンツA

顔認証ソフトウェアにより事前に登録済みのお客

芝浦花子

0002

芝浦様向けコンテンツB

様毎に各コンテンツの表示切替を設定可能。

未登録者

特定者なしコンテンツC

2つのサイネージソリューションをご提供
ターゲット広告サイネージ

人物抽出

性別・年齢推定

判定

このようなお客様に

ターゲット層に合わせて
自動でコンテンツの切替を行いたい
通常のスケジュールに沿ったコンテンツ運用に加え、一定

30代女性向けコンテンツ表示
FieldAnalyst 導入セット

注目

婦人春物

エリアで画面に注目したお客様の年齢・性別に応じて視

SALE

聴してほしいコンテンツや広告の表示をします。ターゲッ

50%

ト層にあった広告をタイムリーに表示することで広告内
容の認知UP
（集客増・購買増）
に貢献します。

OFF

広告ターゲットが好み
そうな広告をピンポイ
ントで表示
（広告効果向上）

サイネージ導入セット

利用シーン
広告・宣伝に

観光案内に

ターゲット層にあった広告を
タイムリーに表示し
広告効果を向上

受付・インフォメーションに

ターゲット層にあった
おすすめの観光情報や
イベント情報等をタイムリーにご案内

ご来場された方の受付、
会議室のご案内を自動化

顧客サービスの質向上に

日頃からの感謝の意を込めて、
更に特別なコンテンツで受付

● 表示切替のログ情報を収集し、収集したデータをコンテンツの表示状況を即座に
ビジュアル表示可能。コンテンツの表示効果測定や分析に活用することができます。

❹

❸ コンテンツの表示

コンテンツの表示効果を確認

コンテンツ表示のログをビジュアル化

設定要件に応じたコンテンツ表示
カメラの前のお客様に応じてあらかじめ設定した条件で、

コンテンツ表示に関するログを集計・グラフ化することが可能です。これに

コンテンツを切替表示します。

より視聴者の年齢・性別やコンテンツの表示状況を把握し、
コンテンツの効
果測定・分析・改善を支援します。

婦人春物

SALE

女性30代

50%
OFF

Welcomeサイネージ＊

顏抽出

顔認証

○○様特定

このようなお客様に

お客様個人にあわせて
特別のコンテンツを表示させたい

特別コンテンツ表示
NeoFace 顔認証システム
導入セット

あらかじめ特別なお客様の顔登録を行うことで来場者ご
とに個別のおもてなしメッセージ表示が可能です。画一
的な表示案内ではなく、一人ひとりに合ったおもてなしメ
ッセージを実現します。
また、施設の予約内容や当日打ち
合わせの会議室名などの特定情報の表示も可能です。
＊
：顔認証機能を利用しているため、本人へ事前の利用目的の説明の上、撮影および個人データ利用を行ってください。

対象者に応じたメッ
セージや特別コンテ
ンツを表示
（顧客満足度向上）

サイネージ導入セット

セットモデル内容
手軽なサイネージ導入をご支援

バリューモデル

ディスプレイまでをセットにした（1台のみ）

お好みのモニタ台数、構成で導入

ターゲット広告サイネージセット

ターゲット広告サイネージセット

FieldAnalyst

FieldAnalyst
導入セット×1

FA/KAOATO連携
モジュール

1カメラライセンス

48型ディスプレイ×1
OPSコントローラ×1

FieldAnalyst

FieldAnalyst
導入セット×1

Welcomeサイネージセット

NeoFace 顔認証
システム導入セット×1

スタンダードモデル

最大6台まで対応

1カメラライセンス

FA/KAOATO連携
モジュール

OPSコントローラ×1

FA/KAOATO連携
モジュール

OPSコントローラ×1

Welcomeサイネージセット

顔認証ソフトウェア
1カメラライセンス

FA/KAOATO連携
モジュール

48型ディスプレイ×1
OPSコントローラ×1

NeoFace 顔認証
システム導入セット×1

主なオプション

顔認証ソフトウェア
1カメラライセンス

主なオプション

●

ネットワークスイッチ（PoEスイッチ）

●

ディスプレイスタンド

●

サイネージ用大型ディスプレイ（※OPS対応モデル）

●

FieldAnalyst/顔認証ソフトウェア追加カメラライセンス（最大合計6台まで）

●

ネットワークスイッチ（PoEスイッチ） ● ディスプレイスタンド

●

ネットワークカメラ、LANケーブル等

各種サービス
サイネージ導入セットを安心してご利用いただくにあたり、導入セットに含まれる各製品（サーバ、OPS、ディスプレイ、
ソフトウェア）の

保守サポート

保守サービスパック商品をご用意しております。

型名・価格一覧
●サイネージ導入セット本体＊1
●サイネージ導入セット本体
ターゲットの判別機能＊2
モデル名

ターゲット広告サイネージセット
Welcomeサイネージセット

型番

希望小売価格(税別）

最大ディスプレイ数

顔認証機能

補足

年齢・性別推定機能
(FieldAnalyst)

バリューモデル

Z0S-427-00001U2

1,878,000円

１（標準１）

×

○

スタンダードモデル

Z0S-427-00002U2

1,877,000円

６（標準０）

○(オプション）

○

バリューモデル

Z0S-427-00003U2

1,774,000円

１（標準１）

○

×

スタンダードモデル

Z0S-427-00004U2

2,074,000円

６（標準０）

○

○(オプション）

ディスプレイはセット内容に含まれません

ディスプレイはセット内容に含まれません

●主なハードウェア、ソフトウェアオプション＊1
型名

製品名

N8104-197

1G PoE L2スイッチ

LCD-V484

48型パブリックディスプレイ

希望小売価格(税別)
109,800円
オープン

N8000-8861

OPSコントローラ Intel®Core™ i5-3610ME WS7E(HDD)

UL1236-00BK-I

顔認証/監視ライセンス(1カメラ)

80,000円

＊1：サポートサービス商品の価格については営業にお問い合わ
せください。
＊2：スタンダードモデルで、
1台のディスプレイで利用するター
ゲットの判別機能は、
顔認証またはFieldAnalystのいづれか
になります。

オープン

UL1236-01BK-I

顔認証/監視ライセンス(4カメラ)

311,000円

UL1236-00DN-I

FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(1カメラ)

220,000円

UL1236-01DN-I

FieldAnalyst(Signage)/カメラライセンス(4カメラ)

839,000円

個人情報の取扱いについて
本製品によりカメラ撮影した、特定の個人を識別できる画像データは個人情報に該当します。個人情報保護法その他の法令および規則ならびに関係官庁のガイドラインに従って個人情報を利用ください。
＜個人情報保護法に規定された主な義務＞
●個人情報の利用目的を本人に通知または公表をしたうえで、撮影および個人データの利用を行う ●特定した利用目的の範囲で個人情報を利用する ●個人データの安全管理措置を講じる その他
また、街頭や店内などで不特定の人物を撮影する場合は、法令順守のみならず、プライバシーの保護、世論や国民感情などについて、十分に配慮ください。
防犯用途では、人権やプライバシー権の侵害にならないよう十分に注意してご利用ください。
■注意事項 ●顔認証技術は、
あらゆる条件下での認証を保証するものではありません。●このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。●本製品には、有寿命品
（DVD-ROMドライブ、
ハードディスクドライブ、電源、
ファンなど）
が含
まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては早期に交換が必要になります。●無停電電源装置やディスクアレイコントローラのバッテリは、使用することで消耗し、交換が必要になる部品です。●本製品の輸出
（非居住者への役務提供等を含む）
に際しては、外国為替及び外国貿
易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
ご不明な場合、
または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、
お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●装置によって動作環境により音圧レベルが高くなる場合
がありますので、
その場合には、
コンピュータ専用室への設置を推奨します。●本商品に装備されている各種インタフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作保証をするものではありません。周辺装置および拡張機器
（メモリや拡張カード等）
をお求めになる際は、対
応OS、
使用条件について購入元の販売店やメーカに動作可否の事前確認を必ずお願いいたします。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Androidは、Google Inc.の商標です。 iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、
ライセンスに基づき使用されています。 Milestone XProtectは、Milestone
■商標
Systemsの登録商標です。本カタログに登場する製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用の前に、各種マニュアル
（
「取扱説明書」
「
、設置計画説明書」
「
、運用説明書」
等）
に記載されております注意事項や
禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC Express5800 サーバ・ワークステーション情報サイト

https://jpn.nec.com/express/
サイネージ導入セット製品ページ

https://jpn.nec.com/pcserver/appliance/signage/index.html
●Express5800シリーズ及び、サイネージ導入セットに関するお問い合わせ
ファーストコンタクトセンター TEL 0120-5800-72
受付時間 … 9：00 〜 12：00 13：00 〜 17：00 月曜日〜金曜日（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
日本電気株式会社

〒108-8001

東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。
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