
※写真は、設置イメージです。

商品の最新情報を下記で提供しています。 ご用命は充実したサービスの当店へ

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。

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。

●本カタログに掲載しておりますソフトウェアはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発しております。
■注意事項　●AdWindow、AdWindow Selectは、シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社の登録商標です。　●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。　●オープン価格商品の価格は販売店にお問合せください。　●パソコン導入
にあたっての配送・設置・インストール・操作指導等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。　●このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷の
ため商品の色と多少異なる場合があります。　●詳しくは、マニュアルまたは添付の注意書きをご参照ください。 　●本商品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っておりません。　●画面はハメコミ合成です。　●画面は実際のものと異なる場合があります。

●AdWindow®-K2
　システム構成イメージ

ＡdＷindow®シリーズ用 サポートサービスパック

●AdWindow導入時から、5年以内での購入に限ります。　
●契約期間は最大5年までです。　
●ＡｄＷｉｎｄｏｗ Ｓｅｌｅｃｔ® ＳＸシリーズは表示ディスプレイ数が
　20台以内のシステム構成が対象となります。

ＡｄＷｉｎｄｏｗ®シリーズをより安心して
ご利用いただくため、サポートサービス用の
パッケージ商品をご用意しております。

サポートサービスの内容

※AdWindowに限ります。

※電話での対応に限ります。

①AdWindowの操作方法、
　設定に関するお問い合わせ

②障害発生時のお問い合わせ対応

サポートサービスパック対象商品と価格

イベント案内に適したサイネージシステム
AdWindow Select® SXと同等の施設予約システム

LAN

ネットワーク配信で最大30台の
ディスプレイに表示可能

（USBメモリによる配信も可能）

センターPCから
コンテンツの作成や
配信が可能です。

センターシステム
（編集・管理ソフトウェア）

パソコン

表示コントローラ

AdWindow Select® SXの施設予約機能を
専用サーバ機不要で利用可能

予定表にテキスト入力するだけで
施設案内表示・行灯表示が可能

写真、イラスト、動画、文字などの素材を
貼り付けて、コンテンツ制作が可能

コンテンツ毎に掲載期間の
設定ができ、スケジュールに
合わせて自動的に表示

▶ 仕様の詳細は下記をご覧ください

https://jpn.nec.com/d_signage/solution/adwindow_k2/spec.html

施設案内表示システム AdWindow®-K2

契約必須

型番 年間 希望小売価格（税別）

●ADW－SSPK1V1
●ADW－SSPK3V1
●ADW－SSPK4V1
●ADW－SSPK5V1

1年
3年
4年
5年

180,000円
420,000円
520,000円
600,000円

ＡｄＷｉｎｄｏｗ Ｓｅｌｅｃｔ® ＳＸ
型番 年間 希望小売価格（税別）

●ADW－SSPKKT1V1
●ADW－SSPKKT3V1
●ADW－SSPKKT4V1
●ADW－SSPKKT5V1

1年
3年
4年
5年

30,000円
90,000円
120,000円
150,000円

ＡｄＷｉｎｄｏｗ®-K2

※AdWindoｗ®-K2の導入には、サポートサービスパックを同時にお求めください。

※

ADW-K2V1 AdWindow -K2の基本システムK2基本システム基本システム

ADW-K2OPDAT 外部の施設予約システムとのデータ連携K2データ連携オプションシステムセレクト

AdWindow®-K2　
ラインアップ

●施設案内表示イメージ ●AdWindow®シリーズ　機能比較

施設のロゴ素材や動画ファイルなど電子ファイル素材の
貼り付けも可能。電子ポスターのみの作成もできます。

コンテンツは、
縦・横いずれの
表示にも対応
しています。

テロップ表示も
可能です。

「文字色」
「背景色」
「文字サイズ」
「フォント」を
任意に指定可能。

設置イメージに
合った案内が
表示できます。

「利用時間」や「施設名」等の表示項目の選択や各項目の名称を
ご利用シーンに合わせて変更可能です。

要
◯

（自動更新）

◯

◯

フリー情報・お知らせ・
施設予約・番号案内・講義案内・
学生呼出・宴席案内など

～50台程度
◯
◯

不要
△

（1時間おきの自動配信機能有り）

×

△
（CSV連携のみ対応）

フリー情報・お知らせ・
施設予約

30台まで
◯
×

専用サーバ
情報のリアルタイム更新

複数パソコンからの
コンテンツ登録／編集操作

データ連携

入力テンプレート

接続可能台数
ニュース配信
緊急地震速報連携

AdWindow Select® SX AdWindow®-K2

専用サーバ機不要のシンプルな構成。
小規模施設に適したインフォメーションを提供

表示コントローラ

表示コントローラ
AdWindow Select® SX / AdWindow®-K2

情報を迅速かつ効率的に提供する
デジタルサイネージソリューション

AdWindow®
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●AdWindow Select® SX
　システム構成イメージ

業種に特化した
専用テンプレートを

ご用意

制作や管理が
しやすく様々な
情報表示にも対応

データ連携により、
コンテンツの更新を

効率化

電子広告＆掲示板システム
AdWindow Select® SX

AdWindow Select® SX ラインアップホテル 企　業

医　療

電子カルテシステムとの連携により、
カルテ操作に合わせた診察案内表示
が可能です。

医事システムとの連携により、精算
処理に合わせた会計案内表示が可能
です。

文　教

休講・補講情報や教室変更情報の
表示期間を指定して表示することが
できます。

学生の呼出情報を氏名・学籍番号や
呼出元など、必要な項目を指定して、
一覧で表示できます。

公共・自治体

窓口での呼出をボタン操作で番号案内。
気づきやすくするためのポップアップ
表示や音声呼出にも対応します。

在席、不在、会議、出張等の状態を色別
に表示。在/不在等の表示切替はタッチ
パネルやPCから操作可能です。

スケジュール登録カレンダーに予約
情報を入力するだけで、予約管理と
施設案内表示を同時に行えます。

プロジェクター
パソコン

パブリックディスプレイ

複数のパソコンから
情報更新

基幹システムとのデータ連携で
運用工数を削減

複数ディスプレイへ
異なった内容表示が可能ニュースや天気などの

コンテンツ配信と連携

パソコン

表示コントローラ

AdWindow
サーバ

基幹システム サービス提供会社

会議システム管理

電子カルテシステム

学内ポータル

ニュース
データ

表示コントローラ

表示コントローラ

LANLAN

表示コントローラ

天気予報コンテンツ

コンテンツ制作と表示設定・
管理がより効率的に

基幹システムとのデータ連携で
表示更新の負担を削減

システム制御により
様々なコンテンツ表示が可能

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。

コンテンツ制作に必要な機能を標準装備

基幹システムサーバ

情報入力

表示用パソコン

データ連携
DB

AdWindowサーバ

AdWindowサーバ

CSV
ファイル

サービス提供会社

DVI表示 HDMI表示

9:00起動 12:00起動

DVDプレーヤ

※NEC製ディスプレイのみシステム制御が可能です。

15:00起動 19:00終了

コンテンツ表示

DVI表示

コンテンツ表示動画表示

AdWindow表示用PC

DVI

サーバ接続

HDMI

ニュース
データ

コンテンツの制作・デザイン・編集からスケジュール
設定まで、必要な機能を標準で装備しています。

ネットワークに接続されたパソコンであれば、コン
テンツの編集や表示期間の設定が可能です。ログ
インユーザ毎に使用する機能を制限することも
できます。

各表示ディスプレイ毎に、現在の表示している内容
の確認や表示用パソコンを電源のON/OFF、再起
動などを各操作端末から制御することができます。

専用テンプレートへの情報入力のみで、コンテンツ
の更新が可能。コンテンツ全体の作成や番組作成・
配信など、データ更新時の手間を軽減できます。

複数のパソコンから情報更新が可能

表示ディスプレイの管理も可能

ディスプレイが搭載している表示機能を制御する
ことが可能です。複数の入力信号をスケジュール
で切り替えて表示することができます。

入力制御機能による柔軟な表示

緊急用の画面を割り込み表示可能

業種別テンプレート（オプション）を準備

基幹システムに登録した情報とデータ連携し、サイ
ネージの表示内容を自動で更新可能です。

基幹システムで登録したデータを
コンテンツとして表示可能

アイキャッチ効果の高い、
時事コンテンツを表示

割り込み表示通常表示

※SX基本システム（ホテル版含む）には、5台分のライセンスが含まれています。  

コンテンツ配信会社とご契
約いただくことで、ニュース
や天気予報など、自動で更新
し表示することができます。

カレンダーに登録した宴席情報を基に、
宴席案内と行灯案内を連携して表示。
利用時間が過ぎた登録情報は自動で
削除。更新の手間を軽減できます。

表示件数に
合わせて
自動で
改ページ

施設案内や番号呼出などスムーズな
情報発信により、来館者にとって、
さらに利便性の高い施設に

電子カルテや医事システムと連携
した効率的な番号案内で、待ち時間
による患者様のストレスを軽減

スケジュール設定により、お客様が
求める情報をきめ細かに表示し、
ホテル利用者の満足度を向上

企業内の働き方を「見える化」し、
社内のコミュニケーションを改善し、
業務の効率化を図ります

掲示物張り替え作業の手間や印刷
コストを削減し、学生の知りたい情報
を映像でわかりやすく提供

ADW-SX37
ADW-SXHOTEL

AdWindow Select® SXの基本システム
基本システムに宴席案内表示機能を搭載

SX基本システム
SXホテル版（宴席案内）

SX施設予約オプション SX番号案内オプション SX在席表示オプション

SX講義案内オプション SX学生呼出オプションSX番号案内オプション SX番号案内オプション

SXホテル版（宴席案内） SXホテル版（宴席案内）

▶ 動作環境の詳細は下記をご覧ください

https://jpn.nec.com/d_signage/solution/adwindow/spec.html

基本システム

ADW-SXOPPOW
ADW-SXOP1AL
ADW-SXOPFAL
ADW-SXOPBAR
ADW-SXOPFEE
ADW-SXOPDAT

表示用PCの電源をサーバで一括管理
サーバ接続用の端末台数※を1ライセンス追加
サーバ接続用の端末台数※を無制限に拡張
バーコードによる番号案内表示に拡張
RSS(フィード）と連携した情報表示
外部システムのデータを掲示板情報として表示

SX電源管理オプション
SXアクセスライセンス
SXフリーアクセスライセンス
SXバーコードオプション
SXフィ－ド連携オプション
SXデータ連携オプション

システムセレクト

ADW-SXOPNUM
ADW-SXOPNUS
ADW-SXOPSTU
ADW-SXOPLEC
ADW-SXOPFAC
ADW-SXOPPRE

番号表示と効果音（チャイム）で呼出
番号表示と音声と効果音（チャイム）で呼出
学生呼出の案内表示
休講・補講等の講義スケジュール表示
施設予約管理と施設案内表示
在席、不在、会議等の状態を表示

SX番号案内オプション
SX番号案内オプション(音声呼び出し付）
SX学生呼出オプション
SX講義案内オプション
SX施設予約オプション
SX在席表示オプション

業種向けセレクト
（業種向けテンプレート）

●施設予約表示 ●番号呼出表示 ●在席表示

●診察案内 ●会計案内 ●講義案内 ●学生呼出

生産管理システムとの連携により、
各ラインにおける生産進捗の状況を
自動で更新します。

グループウェアとの連携により、勤務
時間、業務内容を可視化。意識・行動の
改善により業務効率化を促します。

SXデータ連携オプション SXデータ連携オプション

●生産進捗状況表示 ●オフィスの見える化

●宴席案内

●行灯

※別途コンテンツ配信会社との契約が必要です。

コンテンツの登録・表示から、予約管理や番号案内まで。
業種別表示が進化したデジタルサイネージシステム。

https://jpn.nec.com/d_signage/solution/adwindow/spec.html

