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第４章 ディスプレイ機能 追加

第５章 プレーヤー管理に新機能 追加



基本的な用語定義

1

№ 用語 説明

1

ＣＭＳ

（コンテンツ管理画⾯）

コンテンツ・マネジメント・システムの略。契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレー

ヤに配信等を⾏うシステムのこと。ブラウザから操作するギガらくサイネージの管理を⾏う画⾯。

2

プレーヤー

（表示端末）

ギガらくサイネージアプリをインストールすることが可能なSTBのこと。

ＣＭＳではプレーヤーと表記されます。

3 オーサリングツール

動画、静止画、URL、HTMLなどを組み合わせて、サイネージシステムに適した形式でコンテンツを容

易に作成するシステム。ユーザのI/Fであり、WBSと連携することでサイネージ機能を提供する。

4 ロケーションーオーナ デジタルサイネージの設置に適した場所にデジタルサイネージを設置する。

5 パブリックサイネージ

対 多数視認者向けのデジタルサイネージ。多数の視認者向けである為、タッチや操作を受け付けない

サイネージが一般的。

6 プライベートサイネージ

対少数（個人）向けのデジタルサイネージ。商業施設の施設案内サイネージなどインタラクティブ性を

持ち、原則個人が占有する案内板などを指す。

7

管理者

顧客ごとに1人のみ存在する、CMSにおけるすべての操作を実⾏できるユーザーアカウント（グループ

ＩＤでログイン）

8

標準ユーザー 管理者に許可された範囲でCMS操作を実⾏できるユーザーアカウント。

9

ユーザー 管理者と標準ユーザーを区別しない場合のアカウントの総称

10

パーツ

動画、静止画、アニメーション等のデジタル化された素材、およびHTMLで記述されるWeb 上に存在

する表示情報等の総称。

11

コンテンツ テンプレートに沿って登録済みのパーツを組み合わせ、画面分割させたもの。

12

プレイリスト コンテンツの再生順を並べたもの。プレイリスト自体も、他のプレイリストの構成要素になることができる。

13

番組表 放映期間を設定したプレイリストの集合体。

14

配信 番組表をプレーヤに結びつけ、ディスプレイに放映すること。

15

インタラクション

タッチパネルやリモコンによる視聴者からの⼊⼒(タッチ)を起点として、プレーヤーにインストールされてい

る他のアプリケーションを呼び出し連携する機能

16

WBS Web Basedサイネージの略称。本サイネージシステムの機関部分。



基本的な用語定義
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№ 用語 説明

17

WDC

Webデザインコンバータの略称。

Webページをサイネージディスプレイに最適表示する為のコンバータ。

Webページの特定箇所のみを抽出し、サイネージディスプレイに適したサイト構成に変更したり、Web

ページのオートスクロール機能を提供する事で、パブリックサイネージの特性としてタッチや操作を受け付

けない為、単純にWebページを表示するだけではページ下部がディスプレイに表示されないという問題

にも対応する事が出来る。

18

カメリオ

多くのWebサイトをクロールし、契約者の趣味嗜好にあったキュレーションワードにマッチしたニュースコン

テンツを提供するサービス

19

アクセス権

ユーザ、コンテンツ、プレイリスト、プレーヤーの操作権限を限定させる運用グループ

20

キュレーションワード

特化した記事を提供するために、特定のキーワードをカメリオに登録する。

特定のキーワードのことをキュレーションワードという。

21 登録キー
契約数ごとに接続する表⽰端末を識別するために払い出すID

22 配信グループ
プレーヤをグループ別に設定し、配信することができる機能。(2018年4月実装予定)

23 グループＩＤ

契約者がＣＭＳ（契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、プレーヤに配信等を⾏う

システム）にログインする際に必要なＩＤ。

24 個別ID ＣＭＳで制御可能な表示端末が限定されたID。グループＩＤでログインすることで任意に新設可能

25 登録キー 契約数ごとに接続する表⽰端末を識別するために払い出すID

26 放映枠
あらかじめ設定しておく、放映時間帯を設定したもの。

27 テロップ

コンテンツ作成時にテロップ対応レイアウト選択時に利⽤可能な機能の呼称。

作成したコンテンツのテロップ部分に流れるテキストを設定することが出来る。

28 画面連動グループ
サイネージ端末間で、画⾯間連動を⾏う端末グループの登録、更新、削除を⾏う機能。

29 ハッシュタグ

パーツやコンテンツなどに⽂字列の「ラベル」を付与することでカテゴライズすること。付与した「ラベル」で検

索することで、同⼀「ラベル」が付与されたパーツやコンテンツを抽出することが可能になる。
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第１章 動作概要

本章では、本サービスを利⽤するうえでの動作概要を説明します。

動作条件

提供条件

システム制限値

本サービスを利⽤するうえでの動作条件を説明します。

本サービスを利⽤するうえでの提供条件を説明します。

本サービスを利⽤するうえでのシステム制限値を説明します。

機能 操作

→P8参照

→P7参照

→P6参照



本サービスのご利⽤には、インターネット環境およびWi-Fi接続環境が必要です。

◆動作環境

第１節 動作条件

5

STB

オーサリングツール

社内Proxyサーバ

■配信管理者端末通信：配信端末からオーサリングサーバへの接続

通信：https（443）

■サイネージ通信：タブレットやSTBからギガらくサイネージサーバーへの接続

通信：HTTP、HTTPS、WS、WSS(Web Socket)

CMS

WDC

通信仕様

プロトコル

HTTP、HTTPS、WS、WSS

(Web Socket)

HTTPメソッド

※確認

ロケーションオーナ(放映環境)

ロケーションオーナ(操作環境)

ブラウザ環境

Google Chrome 55〜

配信管理者端末

HTTPS:443

HTTPS、WSS:443

通信仕様

プロトコル HTTPS

HTTPメソッド GET POST 

HTTPS:443

サイネージプラットフォーム

サイネージシステム

HTTPS:443

広告入稿システム

外部コンテンツ

ルーター

社内Proxyサーバ

インターネット

第１章 動作概要



第２節 提供条件

6

（1）表示端末（クライアントアプリケーション動作条件）

（2）操作端末（オーサリングツール） 動作条件

OS Windows7、8.1、10

ブラウザ Google Chrome(バージョン55以上)

STB

推奨端末／

動作確認済端末

下表の通り

Webブラウザ Internet Explorer11

以下の商品が検証済みとなっているWindows STBです。光セレクトショップで販売

しています。

型番 PD-NT-01 NDiS B535-HIKARI01

メーカー PDC NEXCOM

CPU AMD R-Series RX-421BD Core i5-6500TE

メモリ 8GB 8GB

ストレージ 64GB M.2 2.5” SSD 128GB MLC

OS

Windows Embedded8.1

Industy Pro Retail

Windoes10

IoT Enterprise LTSB 2016

Value 64bit JPN

有線LAN

1000Base-T / 100Base-TX /

10Base-T ×1 

1000Base-T / 100Base-TX /

10Base-T ×2

無線LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G)

非対応

無線LANに対応するためには、

別売りのUSB 無線LANアダプタが必要

(WN-AC433UA)

外形寸法

216mm(W) x 150mm(D) x 

33mm(H)

294mm (W) x 198mm(D) x 

52mm (H)

特徴

ファンあり 耐熱強化

軽量 省スペースモデル

自動起動機能(BIOS)

耐粉塵強化 ファンレス構造

別途USBの無線アダプター購入が必要

第１章 動作概要



項番 項目 説明

1

１顧客あたりのユーザ数（ＣＭＳ使用登録上限） 1000人(管理者含む)

2

1顧客あたりのパーツ登録数 1000個

3

1顧客あたりのコンテンツ登録数 100個 ※推奨値

4

1顧客あたりのプレイリスト登録数 100個 ※推奨値

5

1顧客あたりの番組表登録数 100個 ※推奨値

6

1顧客あたりのプレーヤー数 1000台 ※契約内容により変動

7

CMSにアップロードできる合計サイズ数 1000GB ※契約内容により変動

8

顧客の表示名 30文字

9

ユーザーの表示名 30文字

10

ユーザーのID 100文字

11

ユーザーのパスワード

8〜○⽂字 例)NttEast111#

アルファベットの小文字、アルファベットの大文字、数字、記号をそれぞ

れ 1 文字以上

12

パーツ名 30文字

13

コンテンツ、プレイリスト、番組表 25文字

14

コンテンツURL 255文字

15

コンテンツ再生可能時間 00:00:01〜23:59:59

16

１コンテンツあたりのファイルサイズ

約2GB

(ヘッダー等のデータまで全て込みで2^31-1バイトまで）

17

1パーツあたりのインタラクション数 10個

18

1プレイリストあたりのコンテンツ数 50個 ※推奨値

19

番組表の時間帯の時間幅 00:00〜23:59

20

番組表に追加できるプレイリスト上限値 30個 ※推奨値

21

番組表設定期間上限 2099年12月31日まで

22

プレーヤーダウンロード番組表 当日含む3日分

23

プレーヤーログ保存期間 30日間

第３節 システム制限値

7

第１章 動作概要

※「契約内容により変更」につきまして

ご契約時にお客様で指定された数量により変動いたします。

合計容量につきましてはプレーヤー台数×2GBとなります。

※推奨値につきまして

推奨値を超えると、動作が遅くなる可能性がございます。

それ以上の設定は十分に検証をした上でご実施ください。

システム上の条件値は下記の仕様になります。

コンテンツの合計数+プレイリスト内のコンテンツの合計数+番組表内のプレイリスト内のコンテンツの合計数+プレーヤーに配信している番組表内のプレイリスト内

のコンテンツの合計数=1000以下まで
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第２章 初期設定

本章では、CMS画面を操作し配信するうえで必要な初期設定の操作方法を説明します。

アクセス権の概要

アクセス権作成

ユーザー作成

アクセス権の作成を⾏います。

管理者ユーザー以外のユーザーの作成を⾏います。

契約数分のプレーヤーの作成を⾏います。

機能 操作

→P14参照。

→P12参照

→P11参照。

プレーヤー作成

契約数分のプレーヤーの作成を⾏います。

→P16参照。



アクセス権

ユーザ、コンテンツ、プレイリスト、プレーヤーの操作権限を限定させる運用グループのことです。

第１節 アクセス権の概要(ユーザ間のアイテム管理の関係)

9

管理者、管理者ユーザ、標準ユーザがアイテムに対し実⾏できる操作をまとめます。

【アクセス権】

管理者、管理者ユーザーはどのアクセス権に所属するアイテムも閲覧・操作することができます。

※管理者ユーザーは管理者そのものを削除することはできません。

標準ユーザがアイテムを作成した場合、管理者、管理者ユーザ、同じアクセス権を所有する標準ユーザがアイテムの閲覧・操作を⾏

うことが可能です。

アクセス権が異なる標準ユーザ同⼠はお互いのアイテムを閲覧・操作することはできません。

標準ユーザは管理者、管理者ユーザのアイテムを閲覧・複製のみ⾏うことができます。

登録 読み取り 更新 削除 複製

管理者、管理者ユーザ ○ ○ ○ ○ ○

同じアクセス権をもつユーザ同士 ○ ○ ○ ○ ○

異なるアクセス権をもつユーザ同⼠ × × × × ×

標準ユーザ→管理者 × ○ × × ○

管理者、管理ユーザ

(契約者ID)

アクセス権「猫」

アクセス権「犬」

■アクセス権をもつ標準ユーザの関係性■

①管理者ユーザ(契約者ID)は、標準ユーザを用途ごとにアクセス権(グループ)分けすることができる。

②標準ユーザは同じアクセス権(グループ)のアイテムを閲覧・操作することができる。

③異なるアクセス権(グループ)同士の閲覧・操作はできない。

④標準ユーザは管理者アイテムを閲覧・複製のみ可能。

標準ユーザ 標準ユーザ

(管理者ユーザから払いだされたID)

A店 B店 C店

操作可能

D店

操作可能

標準ユーザ 標準ユーザ

(管理者ユーザから払いだされたID)

閲覧・複製のみ

第２章 初期設定



①メインメニューから「設定」を選択。

②サブメニューから「アクセス権管理」を選択。

③アクセス権管理画⾯の「作成」をクリックし、アクセス権作成画⾯を開く。

第２節 アクセス権作成
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アクセス権の作成を⾏います。アクセス権は標準ユーザーを作成する際に設定必須な項目です。

必要なアクセス権を作成したのち、ユーザー作成の際にアクセス権を付与します。

※アクセス権に関してはP10参照

①

②

③

【アクセス権管理画⾯】

【ユーザー作成画面】

①アクセス権名を⼊⼒します。

②「作成」をクリックします。

①

②

第２章 初期設定



① 作成したアクセス権がアクセス権管理画面に反映されます

第２節 アクセス権作成
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①

【ユーザー管理画⾯】

第２章 初期設定

アクセス権の作成を⾏います。アクセス権は標準ユーザーを作成する際に設定必須な項目です。

必要なアクセス権を作成したのち、ユーザー作成の際にアクセス権を付与します。

※アクセス権に関してはP10参照



①メインメニューから「設定」を選択。

②サブメニューから「ユーザー管理」を選択。

③ユーザー管理画⾯の「作成」をクリックし、ユーザー作成画⾯を開く。

第３節 ユーザー作成
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必要に応じて、管理ユーザー、標準ユーザーの作成を⾏います。

管理ユーザー、標準ユーザーを作成することで、管理者とは別のアカウントでログインすることができます。

※ユーザーに関してはP10参照

①

②

③

【ユーザー管理画⾯】

【ユーザー作成画面】

①作成するユーザーのユーザー種別を選択します。

②ユーザー名を⼊⼒。

③ログイン時のIDをメールアドレス形式で設定。

④標準ユーザーの場合、アクセス権を設定。

⑤ログイン時のPWを設定する。※PWの規定についてはP8参照。

⑥内容を確認し「作成」をクリックする。

①

②

③

④

⑤

⑥

第２章 初期設定



① 作成したユーザーがユーザー管理画面に反映されます

第３節 ユーザー作成
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①

【ユーザー管理画⾯】

第２章 初期設定

必要に応じて、管理ユーザー、標準ユーザーの作成を⾏います。

管理ユーザー、標準ユーザーを作成することで、管理者とは別のアカウントでログインすることができます。

※ユーザーに関してはP10参照



①メインメニューから「設定」を選択。

②サブメニューから「プレーヤー管理」を選択。

③プレーヤー管理画⾯の「作成」をクリックし、プレーヤー作成画⾯を開く。

第４節 プレーヤー作成

14

プレーヤーの作成を⾏います。

初期段階では、1台のみプレーヤーの作成はしてありますが、契約数に応じた数を作成する必要があります。

※契約数＝作成できるプレーヤー数

①

②①

②

①

②
③

【プレーヤー管理画⾯】

【プレーヤー作成画面】

①プレーヤー名を⼊⼒。

②配信時刻を00:00〜23:59の間で設定。※この設定時刻にプレーヤーの更新がかかります。

③インタラクションの表示時間を設定。※インタラクションについてはP52参照。

④放映場所の住所を都道府県、市区町村まで⼊⼒してください。例)東京都新宿区

⑤⼊⼒内容を確認し、「作成」をクリック。

①

②

③

④

⑤

第２章 初期設定



①作成したプレーヤーがプレーヤー管理画⾯に反映されます。

第４節 プレーヤー作成

15

プレーヤーの作成を⾏います。

初期段階では、1台のみプレーヤーの作成はしてありますが、契約数に応じた数を作成する必要があります。

※契約数＝作成できるプレーヤー数

【プレーヤー管理画⾯】

①

第２章 初期設定



16

第３章 基本的な操作手順

ログインから配信までの基本的な操作手順を説明します。

機能 操作

CMSの特徴

ログインから配信までの操作一覧。

→P18参照

ログイン

CMS画面にログインします。

→P19参照

ホーム画面

パーツ（動画・静止画・Web・HTML・カメリオ)

を登録します。

→P22参照

パーツ管理

パーツをコンテンツ化します。

→P23参照

コンテンツ管理

コンテンツを放映順に並び替えプレイリストを作成します。

→P26参照

プレイリスト管理

プレイリストに放映期間を設定し、番組表を作成します。

→P29参照

番組表管理

放映するプレーヤーに番組表を設定し、配信します。

→P32参照

配信管理

(プレーヤー、配信)

アイテム(パーツ、コンテンツ、プレイリスト、番組表)の

複製と削除方法を説明します。

→P36参照

アイテムの複製、削除

アイテム(パーツ、コンテンツ、プレイリスト、番組表)の

複製と削除方法を説明します。

→P41参照



第１節 ＣＭＳの特⻑
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すべては「Web 画面操作」でカンタン運用！

インターネットで簡単操作のWebベースのコンテンツ管理画面（ＣＭＳ）

誰でも簡単！

専門スキル不要

普段お使いの

ＰＣで利⽤可能。

Internet

①パーツ登録

②コンテンツ作成

プレイリスト

③プレイリスト作成

④番組表作成

⑤配信設定

ブラウザ

第３章 基本的な操作手順



ギガらくサイネージを利⽤するお客様が、CMS操作画面にログインする手順を説明します。

メールアドレス／パスワードを⼊⼒すると、ログインが可能です。

管理者

① メールアドレス形式のIDを⼊⼒

ギガらくサポートセンタより通知された「グループＩＤ」を⼊⼒します。

② 「パスワード」を⼊⼒

①と同時の通知されたパスワードを⼊⼒します

※グループＩＤのパスワードは変更することが可能です

標準ユーザー

① メールアドレス形式のIDを⼊⼒

管理者によって作成されたユーザのログイン情報を⼊⼒します。

② 「パスワード」を⼊⼒

管理者によって作成されたユーザのログイン情報を⼊⼒します。

管理者・標準ユーザー共通

③ 「ログイン」をクリック

メールアドレスとパスワードを⼊⼒して、ログインボタンをクリックします。

ログイン後に表示されるメニューは、ログインしたユーザーに付与された権限によって、

表示される内容が異なります。

※連続5回、ログインに失敗すると、該当アカウントが30分ロックされます。

失敗から30分経過するとロックが解除されます。

第２節 ログイン
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①

②

【CMSログイン画面】

第３章 基本的な操作手順



管理者

① 前画⾯で⼊⼒したものと同じメールアドレス形式のIDを⼊⼒

ギガらくサポートセンタより通知された「グループＩＤ」を⼊⼒します。

② 前画⾯で⼊⼒したものと同じ「パスワード」を⼊⼒

①と同時の通知されたパスワードを⼊⼒します

※グループＩＤのパスワードは変更することが可能です

標準ユーザー

① 前画⾯で⼊⼒したものと同じメールアドレス形式のIDを⼊⼒

管理者によって作成されたユーザのログイン情報を⼊⼒します。

② 前画⾯で⼊⼒したものと同じ「パスワード」を⼊⼒

管理者によって作成されたユーザのログイン情報を⼊⼒します。

管理者・標準ユーザー共通

③ 「サインイン」をクリック

メールアドレス形式のIDとパスワードを⼊⼒して、サインインボタンをクリックします。

ログイン後に表示されるメニューは、ログインしたユーザーに付与された権限によって、

表示される内容が異なります。

※連続10回、ログインに失敗すると、該当アカウントが30分ロックされます。

失敗から30分経過するとロックが解除されます。

※本ログイン画面は初回のみの表示となります。

第２節 ログイン
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オーサリングのログイン画面に遷移します。

①

②

【オーサリングログイン画面】

第３章 基本的な操作手順



①「許可する」を押しログインします。

②別のユーザ(別のID・PW)でログインする場合、「別のユーザーでサインイン」を選択。

P13の⼊⼒からやり直します。

※本ログイン画面は初回のみの表示となります。

第２節 ログイン
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オーサリングのログイン画面に遷移します。

①

②

①

②

【オーサリングログイン画面】

第３章 基本的な操作手順



【ホーム画面】

ログイン後、ホーム画面が表示されます。

第３節 ホーム画面
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①メインメニュー

②進捗リスト：ログイン〜配信までの間で、現在地を表⽰します。

③管理プレーヤー⼀覧：管理しているプレーヤーの状態が表示されます。

④ストレージ：要領の使用状況を表示します。

⑤操作ログ： CMS画面の操作ログを表示します。

⑥お知らせ：システム、管理者からのお知らせを表⽰します。

⑦ヘルプ：ユーザーが操作上困ったときに、操作マニュアルまで案内します。

⑧個人設定：ホームに表⽰する項目や、ベースカラーの変更等、個⼈的な設定をします。

⑨ログアウト

⑩プレーヤーの状態： ○→プレーヤー接続中

×→プレーヤー非接続中

⑪プレーヤー名

⑫付与されているアクセス権

⑬設定されている番組表

⑭ハッシュタグ

①

②

③

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

④

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

第３章 基本的な操作手順



22

■パーツ一覧画面の説明

第４節 パーツ

①

【パーツ管理画⾯】

①パーツ追加ボタン：パーツを新規登録する際に使用します。

②パーツ：既に登録されているパーツです。

③チェックボックス：パーツの複製や削除など、パーツを選択する際に使用します。

④パーツ検索：登録されているパーツをジャンルやフリーワードで検索します。

⑤パーツ複製ボタン：パーツを複製する際に使用します。

⑥パーツ削除ボタン：選択したパーツを削除する際に使用します。

⑦サムネイル：登録したパーツのサムネイルが表示されます。

⑧パーツジャンル：登録したパーツのジャンが表示されます。

⑨表示秒数：登録したパーツの表示秒数が表示されます。

⑩パーツ名：登録したパーツの名前が表示されます。

⑪ハッシュタグ：登録したパーツに⼊⼒されたハッシュタグが表⽰されます。

② ③

⑤ ⑥

④

⑦

⑧ ⑨
⑩
⑪

第３章 基本的な操作手順
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■パーツの登録方法

①メインメニューから「パーツ」を選択します。

②パーツ管理画⾯で「パーツを追加する」をクリックし、パーツ新規登録画⾯を開きます。

第４節 パーツ

②

①

【パーツ管理画⾯】

【パーツ新規登録画面】

③

①

②

④ ⑤

⑥

⑦

①パーツ名を⼊⼒します。

②登録するパーツ分類を選択します。※カメリオについてはP55参照

③ファイルをアップロードします。

静止画/動画：ファイルを選択

URL：対象のURLを⼊⼒

HTML：HTML.zipファイルを選択

④パーツの表示秒数を設定します。

⑤任意でハッシュタグを⼊⼒します。

⑥任意でインタラクションを設定します。※インタラクションについてはP51参照

⑦登録内容を確認し「保存」をクリックしパーツを登録します。

URLの場合

HTMLの場合

第３章 基本的な操作手順



■パーツの登録方法

第４節 パーツ
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①パーツ一覧画面の左上に、登録したパーツが反映されます。

①

【パーツ管理画⾯】

第３章 基本的な操作手順
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■コンテンツ一覧画面の説明

第５節 コンテンツ

①

【パーツ管理画⾯】

①コンテンツ追加ボタン：コンテンツを新規登録する際に使用します。

②コンテンツ：既に登録されているコンテンツです。

③チェックボックス：コンテンツの複製や削除など、コンテンツを選択する際に使用します。

④コンテンツ検索：登録されているコンテンツをジャンルやフリーワードで検索します。

⑤コンテンツ複製ボタン：コンテンツを複製する際に使用します。

⑥コンテンツ削除ボタン：選択したコンテンツを削除する際に使用します。

⑦サムネイル：登録したコンテンツのサムネイルが表示されます。

⑧コンテンツ名：登録したコンテンツの名前が表示されます。

⑨コンテンツの表示秒数：登録したコンテンツの表示秒数が表示されます。

⑩ハッシュタグ：登録したコンテンツに⼊⼒されたハッシュタグが表⽰されます。

② ③

⑤ ⑥

④

⑦

⑧
⑨
⑩

第３章 基本的な操作手順



■コンテンツの作成方法

第５節 コンテンツ
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①メインメニューから「コンテンツ」を選択します。

②コンテンツ管理画⾯で「コンテンツを追加する」をクリックし、コンテンツ新規登録画⾯を開く。

①

②

①

② ③
④

⑤

⑥

①作成するコンテンツのレイアウトを選択します。

②コンテンツ名を⼊⼒します。

③任意でハッシュタグを「#○○」形式で⼊⼒します。

④FHDか4Kに表示サイズを選択します。※FHDと4K以外のサイズは推奨していません。

④任意で分割線をドラッグで動かすことができます。※パーツを当てはめた後は変更できません。

⑤パーツ一覧から使用するパーツをドラッグし、レイアウトに当てはめます。

⑥選択したパーツの削除、任意でレイアウトに当てはめたパーツの上下を操作します。

⑦内容を確認し、「保存」をクリックします。

⑦

【コンテンツ管理画⾯】

【コンテンツ新規登録画面】

第３章 基本的な操作手順

⑧



第５節 コンテンツ
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①

①コンテンツ一覧画面の左上に、登録したコンテンツが反映されます。

【コンテンツ管理画⾯】

■コンテンツの作成方法

第３章 基本的な操作手順
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■プレイリスト一覧画面の説明

第６節 プレイリスト

①

【プレイリスト管理画⾯】

①プレイリスト追加ボタン：プレイリストを新規登録する際に使用します。

②プレイリスト：既に登録されているプレイリストです。

③チェックボックス：プレイリストの複製や削除など、プレイリストを選択する際に使用します。

④プレイリスト検索：登録されているプレイリストをフリーワードで検索します。

⑤プレイリスト複製ボタン：プレイリストを複製する際に使用します。

⑥プレイリスト削除ボタン：選択したプレイリストを削除する際に使用します。

⑦サムネイル：登録したプレイリストのサムネイル(最初のコンテンツ)が表示されます。

⑧プレイリスト名：登録したプレイリストの名前が表示されます。

⑨プレイリストの表示秒数：登録したプレイリストの表示秒数が表示されます。

⑩ハッシュタグ：登録したプレイリストに⼊⼒されたハッシュタグが表⽰されます。

② ③

⑤ ⑥

④

⑦

⑧
⑨
⑩

第３章 基本的な操作手順



■プレイリスト作成方法

第６節 プレイリスト
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①プレイリスト名を⼊⼒します。

②設定したコンテンツの表示秒数合計が児童で表示されます。

③任意でハッシュタグを⼊⼒します。

④テロップの公開/非公開を設定します。※非公開にした場合、このプレイリストの放映中はテロップが流れません。

⑤コンテンツ一覧から登録するコンテンツをドラッグしリストを作成します。

⑥内容を確認し、「保存」をクリックし登録します。

①

②

①メインメニューから「プレイリスト」を選択します。

②プレイリスト管理画⾯の「プレイリストを作成する」をクリックし、

プレイリスト作成画面を開きます。

【プレイリスト管理画⾯】

【プレイリスト登録画面】

①

②

③

④

⑤

⑥

第３章 基本的な操作手順



第６節 プレイリスト
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①

【プレイリスト管理画⾯】

①プレイリスト管理画⾯の左上に、登録したプレイリストが反映されます。

■プレイリスト作成方法

第３章 基本的な操作手順



31

■番組表一覧画面の説明

第７節 番組表

①

【番組表管理画⾯】

①番組表追加ボタン：番組表を新規登録する際に使用します。

②番組表検索：登録されている番組表を放映期間やフリーワードで検索します。

③番組表：既に登録されている番組表です。

④チェックボックス：番組表の複製や削除など、番組表を選択する際に使用します。

チェックした番組表の放映機関が右のカレンダーに繁栄されます。

⑤番組表複製ボタン：番組表を複製する際に使用します。

⑥番組表削除ボタン：選択した番組表を削除する際に使用します。

⑦番組表ごとのカラー：右のカレンダーに反映させる際の色分けです。

⑧番組表名：登録されている番組表の名前が表示されます。

⑨アクセス権：番組表に設定されているアクセス権を表示します。

⑩配信状況：番組表の配信状況を表示します。

⑪配信日時：番組表が放映設定されている日にちを表示します。

⑫ハッシュタグ：登録した番組表に⼊⼒されたハッシュタグが表⽰されます。

②

④

⑤

③

⑧

⑥

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑦

第３章 基本的な操作手順



■番組表の作成方法

第７節 番組表
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【番組表管理画⾯】

②

①

①メインメニューから「番組表」を選択します。

②画面左上の「番組表を登録する」をクリックし、番組表登録画面を開きます。

【番組表登録画面】

②

①

③

①番組表名を⼊⼒します。

②任意でハッシュタグを⼊⼒します。

③番組表に設定するプレイリストを選択するため、「プレイリストを追加する」をクリックします。

第３章 基本的な操作手順



第７節 番組表
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①番組表に設定するプレイリストを選択します。

②選択したプレイリストの放映期間を設定します。

③選択したプレイリストを法会する曜日を選択します。

④選択したプレイリストの祝日の扱いを選択します。

⑤選択したプレイリストを放映する時間帯を設定します。

⑥内容を確認し「登録」をクリックします。

③

②

④

⑤

①

⑥

【番組表登録画面】

【番組表管理画⾯】

①登録されたプレイリストがリストに反映されます。

※必要に応じて、プレイリストを複数個設定します。

②必要個数プレイリストを設定し、内容を確認したら「登録」をクリックします。

①

①

②

■番組表の作成方法

第３章 基本的な操作手順



第７節 番組表
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【番組表管理画⾯】

①登録された番組表がリストの一番上に反映されます。

※チェックボックスにチェックを入れた番組表の放映予定が、右のカレンダーに反映されます。

①

■番組表の作成方法

第３章 基本的な操作手順
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■配信一覧画面の説明

第８節 配信

①

【配信管理画⾯】

①プレーヤー：作成済みのプレーヤーが表示されます。

②プレーヤー検索：作成されているプレーヤーをフリーワードで検索します。

③接続状況：プレーヤーの接続状況を○×で表示します。

配信状況が「○」の場合、STBは起動かつCMSと通信しています。

設定されている番組表がある場合、放映されています。

「×」の場合、 CMSと通信出来ていない状態のためSTBが起動しているかどうか確認してください。

④プレーヤー名：プレーヤーの名前が表示されます。

⑤アクセス権：プレーヤーにアクセス権が付与されている場合(標準ユーザーの場合、

付与されているアクセス権が表示されます。

⑥割込：割込配信されているプレーヤーの場合、割込欄にアイコンが表示されます。

※割込配信についてはP45参照。

⑦番組表名：プレーヤーに設定されている番組表名が表示されます。

⑧ハッシュタグ：登録したコンテンツに⼊⼒されたハッシュタグが表⽰されます。

④ ⑥

②

⑧ ⑨⑦③ ⑤

第３章 基本的な操作手順



■プレーヤー単体での配信方法

第８節 配信
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①メインメニューから「配信」を選択します。

②プレーヤー単位で番組表を設定する場合、「個別」を選択します。

③番組表を設定するプレーヤーをクリックします。

①

②

③

①テロップを放映したい場合、放映するテキストを選択する。※テロップのテキストは事前に設定が必要です。

②番組表に放映予定がない場合にディスプレイに放映するプレイリストを任意で選択します。

③配信設定を選択します。

即時配信：設定内容を即時に反映します。

あとから配信：設定内容をプレーヤーの配信時刻に反映します。

④対象のプレーヤーに設定中の番組表名が表示されます。

⑤対象のプレーヤーに設定する番組表を選択します。

⑥内容を確認し、「配信」をクリックします。

①

②

③

④

⑤

【プレーヤー管理画⾯(個別)】

【プレーヤー編集画面(個別)】

第３章 基本的な操作手順



第８節 配信
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①配信状況が「○」の場合、STBは起動かつCMSと通信しています。

設定されている番組表がある場合、放映されています。

「×」の場合、 CMSと通信出来ていない状態のためSTBが起動しているかどうか確認してください。

②設定(配信)配信されている番組表名が表示されます。

① ②

■プレーヤー単体での配信方法

【プレーヤー管理画⾯(個別)】

第３章 基本的な操作手順



第９節 アイテムの複製方法
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【パーツ管理画⾯】

①複製したいアイテムのチェックボックスをチェックします。

②「コピーして編集する」をクリックします。

①

②

①コピー元のアイテム名が⼊⼒されているので、変更します。

②表示秒数を設定します。

③任意でハッシュタグを⼊⼒します。

④任意でインタラクションを設定します。

⑤内容を確認し、「保存」をクリックします。

【パーツ複製画面】

■アイテムの複製方法

アイテム(パーツ、コンテンツ、プレイリスと、番組表)の複製方法を説明します。※画像はパーツです。

第３章 基本的な操作手順



第９節 アイテムの複製方法
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【パーツ管理画⾯】

①

①各アイテムの一覧画面の左上に、登録したアイテムが反映されます。

■アイテムの複製方法

アイテム(パーツ、コンテンツ、プレイリスと、番組表)の複製方法を説明します。※画像はパーツです。

第３章 基本的な操作手順



第１０節 アイテムの削除方法
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【パーツ管理画⾯】

①複製したいアイテムのチェックボックスをチェックします。(複数可)

②画面右下のゴミ箱アイコンをクリックします。

①

②

①削除確認画⾯がでるので、削除するアイテムを確認し、「削除」ボタンをクリックし完了です。

【パーツ複製画面】

■アイテムの削除方法

アイテム(パーツ、コンテンツ、プレイリスと、番組表)の削除方法を説明します。※画像はパーツです。

①

第３章 基本的な操作手順



番外編 検索機能の活⽤

41

【パーツ管理画⾯】

検索欄

■パーツ、コンテンツ、プレイリスト、番組表の⼀覧画⾯には、登録済みアイテムの検索機能がついています。

検索機能を有効活⽤することで、よりアイテムの管理が簡単になり、CMS画面が操作しやすくなります。

第３章 基本的な操作手順

■アイテム検索機能の活⽤⽅法

「フリーキーワード」検索欄で検索対象となるのは、以下の2つとなります。

・アイテム名に⼊⼒された⽂字

・ハッシュタグ欄に⼊⼒された⽂字(#○○と⼊⼒)

ロケーション別や期間が限られるアイテム等、区別をつけたいアイテムを登録する際、

アイテム名やハッシュタグ欄に、共通のキーワードを⼊⼒しておくと、アイテムを簡単に検索できます。

検索ワード⼊⼒

検索ワードが⼊⼒されたアイテムが検索結果に表⽰される

ハッシュタグを対象に検索する場合は、キーワード欄に「#○○○」という形式で⼊⼒してください。
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第４章 特徴的な機能

動画プラン(windows)の新たな機能の概要と操作方法を説明します。

テロップ

インタラクション

カメリオ

SNS連携

放映中の画面下にテキスト(テロップ)を流すことが出来ます。

タッチパネルに対応したディスプレイ等による視聴者からのタッチ

(⼊⼒)を起点として、事前に登録されたURLを呼びだす機能です。

契約者の趣味嗜好にあったニュースコンテンツを提供する

有料外部サービスです。

SNSのページを綺麗に放映できます。

機能 操作

→P59参照

→P56参照

→P52参照

→P49参照

割込配信

放映中の番組表に割り込んで配信したい場合に使用します。

→P46参照

即時配信とあとから配信

プレーヤーへの配信タイミングを指定出来ます。

→P62参照

ディスプレイ機能

ディスプレイの縦、横変更やマルチディスプレイで利⽤する機能です。

→P63参照



放映中の番組表に割り込んで配信したい場合に使用します。

プレーヤーが放映中に関わらず、即時で指定のコンテンツ、プレイリストを配信即時することができます。

第１節 割込配信

43

①プレーヤー管理画⾯から割込配信させたいプレーヤーを選択します。

①

①

①編集画面下にある「割込配信」ボタンをクリックし、割込配信用のモーダルを開きます。

【プレーヤー管理画⾯】

【プレーヤー編集画面】

第４章 特徴的な機能



放映中の番組表に割り込んで配信したい場合に使用します。

プレーヤーが放映中に関わらず、即時で指定のコンテンツ、プレイリストを配信即時することができます。

第１節 割込配信

44

①割込配信を終了させる⽇時を⼊⼒します。

割込配信が終了後は、設定されている番組表の放映予定が放映されます。

②割込配信させる分類を選択します(コンテンツ or プレイリスト)

③割込配信させるコンテンツ又はプレイリストを選択します。

④内容を確認し、「割込配信」ボタンをクリックし、完了です。

①

①

①割込配信中のプレーヤーは管理画⾯から割込配信マークで確認することができます。

②

③

④

【プレーヤー編集画面】

【プレーヤー管理画⾯】

第４章 特徴的な機能

※テロップの放映設定がされている場合、割込配信中もテロップが放映されます。



割込配信を手動で停止する際の手順を説明します。

第１節 割込配信
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①プレーヤー管理画⾯から割込配信を停⽌するプレーヤーを選択します。

①

①

①プレーヤー編集画⾯下の「割込停⽌」ボタンをクリックして完了です。

【プレーヤー管理画⾯】

【プレーヤー編集画面】

第４章 特徴的な機能



第２節 テロップ
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作成したコンテンツのテロップ部分に流れるテキストを設定することで、放映中の画面下にテロップを流すことが出来ます。

配信画面から放映設定するとテロップが即時配信され、停止も同じ画面で手動で停止します。

放映したいテロップの内容は「管理」→「テロップ」欄から、予め設定しておく必要があります。

動画

HTML

本日のイルカショーの時間

静止画

11:30〜12:00

14:00〜14:30

テロップ

17:00〜17:30

本日17:00〜のイルカショーは

※テロップは、画面一番下に

コンテンツにかぶさる形で表示されます。

■テロップデザイン

テロップの表示デザインは以下の通りです。

背景⾊、⽂字⾊、フォント、テロップ表⽰幅の変更はできません。

最大表示文字数400字。

⽂字が左に流れていきます

第４章 特徴的な機能



第２節 テロップ
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■テロップの事前設定方法

①

②
③

①メインメニューから「管理」を選択します。

②設定メニューから「テロップ」を選択します。

③「作成」ボタンをクリックし、テロップ登録画面を開きます。

①

②

③

④

①テロップ名を⼊⼒します。

②テロップの公開状態を選択します。※基本的に公開のまま

③放映するテキスト内容を⼊⼒します。

④内容を確認し、「作成」ボタンをクリックします。

【テロップ管理画⾯】

【テロップ登録画面】

第４章 特徴的な機能



第２節 テロップ
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①登録したテロップがテロップ一覧に反映されます。

①

①登録したテロップが配信画面にも反映され、テロップの選択が可能になります。

※テロップの放映方法は、P39の配信設定を参照。

■テロップの事前設定方法

【テロップ管理画⾯】

【プレーヤー編集画面】

第４章 特徴的な機能



第３節 インタラクション

49

タッチパネルに対応したディスプレイ等による視聴者からのタッチ(⼊⼒)を起点として、事前に登録されたURLを呼びだす機能です。

動画プラン(windows)では、インタラクションはパーツ(動画・静止画)に設定することができます。

設定されたパーツをタッチすると登録されているURLが呼び出され、一定時間が経つと自動で元の画面に戻ります。

ユーザがタッチをして元の画面に戻ることもできます。

※制約事項として、呼び出されたURL(Webサイト)に他のwebサイト等へリンクがされていても、他のURLへ遷移できません。

※デフォルト設定時間は、20分。1分 STB(プレーヤ)単位で戻り時間を設定できます。

また、インタラクションは1つのパーツにつき最大10個まで登録することができます。インタラクションが1つのみの場合は、

タッチされると設定したURLへ遷移します。複数インタラクションを設定した場合は、遷移先をサイネージ画面で選択できます。

Let’s go!

cute

デフォルトで商品の宣伝

商品を気になった人が

ディスプレイをタッチ

登録されているURLに

画面遷移する

登録されているインタラクションが1つの場合

1つのパーツに対し、登録されているインタラクションが1つの場合、ディスプレイをタッチするとすぐに画面が遷移します。

遷移先で画面をタッチすると、「戻る」ボタンのみ記載されたメニューバーが、画面左に表示されます。

インタラクション設定画面

パーツ新規登録画面／編集画面

インターネット

設定されたURLを参照

取得したURLコンテンツを放映

STB

※インターネット環境に接続されていない場合、インタラクション機能は使用できません。参照エラーが表示されます

第４章 特徴的な機能



第３節 インタラクション
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気になる画面(静止画・動画)をタッチ

タッチした画面に設定されている

インタラクションのメニューが表示

選択したメニューのURLに

画面が遷移する

画面分割された複数のパーツにインタラクションが設定されている場合

■インタラクション表示時間(遷移時間)の変更⽅法

①CMS画⾯の「設定」メニューから「プレーヤー管理を選択。

②インタラクション表示時間を00:001〜23:59の間で変更する

パーツそれぞれに別のインタラクションが設定されている場合、タッチしたパーツに設定されたインタラクションのメニューが

画面左に表示されます。

どの位置にあるパーツをタッチしても画面左にメニューは表示されます。

詳細

地図

その他

三毛猫

生後2ヶ月

猫に関する知識

作者

時代

絵に関する知識

静止画・動画を気になった人が

ディスプレイをタッチ

タッチされたURL先に遷移する

登録されているインタラクションが複数の場合

表示されたメニューの中から

目的に合うものをタッチ

詳細

地図

その他

1つのパーツに対し、複数インタラクションが設定されている場合、タッチした時にメニューバーが画面左に表示されます。

目的のメニューをタッチすることで、登録されたURLに画面が遷移します。

元の画面に戻したい場合、遷移先画面ではインタラクション操作はできないので、一定時間が経過するのを待つか、

画面を再びタッチして、「戻る」ボタンを押す必要があります。

第４章 特徴的な機能



■インタラクションの設定方法

第３節 インタラクション
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インタラクションはパーツに付随するため、パーツ登録画面/編集画面から設定します。

①インタラクション名を⼊⼒します。※複数設定された場合、インタラクションメニューに表示されます。

②パーツから遷移する先(インタラクション先)のURLを⼊⼒します。

③1つのパーツに複数設定する場合、「インタラクションを追加する」から同じように⼊⼒します。(最大10個)

その他、P22のパーツ登録と同じ操作を⾏います。

①

②

③

【インタラクションを設定したパーツ】

インタラクションメニュー

【テロップ管理画⾯】

第４章 特徴的な機能



第３節 インタラクション

52

①同⼀のインタラクションを設定するパーツを、パーツ管理画⾯からチェックします。

②パーツ管理画⾯下にある「インタラクションを設定する」をクリックします。

①

②

① ①

①

②

③

④

①インタラクション名を⼊⼒します。※複数設定された場合、インタラクションメニューに表示されます。

②パーツから遷移する先(インタラクション先)のURLを⼊⼒します。

③インタラクションを複数設定する場合、「インタラクションを追加する」から同じように⼊⼒します。(最大10個)

④内容を確認し、「設定」ボタンをクリックし完了です。

■複数のパーツに同時にインタラクションを設定する方法

【パーツ管理画⾯】

【パーツ管理画⾯】

第４章 特徴的な機能



第４節 カメリオ
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■カメリオ連携

多くのWebサイトから、契約者の趣味嗜好にあったニュースコンテンツを提供する有料外部サービスです。

ユーザが関心のあるワードをキュレーションワードとして登録することで、そのワードに関連した最新のニュースを放映できます。

登録されたキュレーションワードに

関連したニュースが表示される

キュレーションワード

サイネージディスプレイ

CMS

カメリオ

コンテンツ変換

ディスプレイ表示させたい

キュレーションワードを登録

キュレーションワードをもとに

CMSがカメリオからニュースを取得する

ニュース表示イメージ

パーツ登録画面で、パーツとして

カメリオのトピックを登録

ニュースを放映したいタイミングを

プレイリストで登録し放映する

ニュースがテンプレートに適応されて

ディスプレイに放映される

※ニュースは分割不可

■カメリオ利⽤までの流れ

①ユーザが動画プラン(windows)の申込書記載の際、カメリオ利⽤欄にチェックを⼊れる

②同時に、カメリオ利⽤申込書を記載し、ユーザからサポセンに郵送してもらう

③サポセンを通じて白ヤギコーポレーションに申込書が届く

④⽩ヤギコーポレーションからサポセンを通じて、ユーザに⽩ヤギ管理画⾯のIDと利⽤⽅法が届く

⑤ユーザが⽩ヤギ管理画⾯からキュレーションワードを登録すると、CMS画⾯に反映され、利⽤できる

(事前に755個のトピックは用意されているので、契約直後から使用することができます。)

■登録してから放映までの流れ

■利⽤料⾦

・月額980円/ディスプレイ1面

※ボリュームディスカウントの場合、料⾦は都度⾒積もり

・初期費用3万円

第４章 特徴的な機能



■カメリオの登録方法

第４節 カメリオ
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①パーツ管理画⾯から、「パーツを追加する」をクリックします。

⑥

①

①

②

③

④ ⑤

⑦

①パーツ名を⼊⼒します。

②パーツ分類はカメリオを選択します。

③事前にカメリオの管理画⾯から登録したワードをタブから選択します。

1ワードで1つの記事となります。2つワードを選択した場合、このパーツには2つのトピックが放映されることになります。

④1つの記事の再生時間を設定します。

⑤1トピックにつき何記事表示するかを設定します。

例)トピックに2ワード選択、記事件数を2件にした場合、計4件の記事が表示される。

⑥任意でインタラクションを設定します。※インタラクションについてはP51参照

⑦内容を確認し、「保存」をクリックします。

【パーツ管理画⾯】

【パーツ登録画面】

第４章 特徴的な機能



第４節 カメリオ
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①登録したカメリオがパーツとしてパーツ管理画⾯に反映されます。

以降、他のパーツと同じ⽤に扱ってください。

①

①

【パーツ管理画⾯】

■カメリオの登録方法

第４章 特徴的な機能



第５節 SNS連携
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サイネージディスプレイ

CMS

外部サービス

FacebookやTwitterなどのSNSをサイネージのコンテンツとして配信するには、画面が崩れる問題がありました。

動画プラン(windows)では、HTMLコンテンツやブラウザでの閲覧が可能になったことで、HTML.zipを利⽤したSNSの表

示が可能となりました。

SNS用HTML.zipを提供し、お客様に簡単な内容編集していただくことで、コンテンツの一部として視認性の高いSNSの表

⽰を⾏うことができます。

オーサリングツール

インターネット

STB

■連携可能なSNSサービス

・Facebook

・Twitter

ヘッダー、カバー写真

タブ

高さ

幅

第４章 特徴的な機能
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■Facebook連携

Facebookが提供するソーシャルプラグイン「ページプラグイン」の仕様に準じます。

Webページにソーシャルプラグインを表示する場合には、「開発者アカウント」は必要ありません 。※2017年7月時点

■Facebook連携までの流れ

①HTML.zip Facebookテンプレートのダウンロード

オーサリングツールにログイン後、「システムからのお知らせ」をクリックすると、テンプレートファイルのリンクが表示されます。

Facebookのテンプレートファイルはこちらからダウンロード出来ます。

Twitterのテンプレートファイルはこちらからダウンロード出来ます。

②ソーシャルプラグインに必要情報を⼊⼒し、表⽰したい情報を選別し、コードを取得

→https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin?locale=ja_JP アクセスします。

CMS画面

・・・

③取得したコードを①でダウンロードしたhtmlに挿入

①でダウンロードしたzipファイルを展開し、index.htmlをテキストエディタ等で開きます。

下図の24,25,26⾏目をソーシャルプラグインで⽣成したコードに置換してください。

置換した結果を「上書き保存」し、再度index.htmlがルート直下になるようzipファイルにします。

④オーサリングツールにアップロード

オーサリングツールにログインし、ジャンル「HTML」でパーツ登録してください。

第４章 特徴的な機能
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■Twitter連携

Twitterが提供する「Twitter Publish」、「埋め込みタイムライン」の仕様に準じます。

WebページにTwitterタイムラインを表示する場合には、「開発者アカウント」は必要ありません。※2017年7月時点。

■Twitter連携までの流れ

①HTML.zip Twitterkテンプレートのダウンロード

オーサリングツールにログイン後、「システムからのお知らせ」をクリックすると、テンプレートファイルのリンクが表示されます。

Facebookのテンプレートファイルはこちらからダウンロード出来ます。

Twitterのテンプレートファイルはこちらからダウンロード出来ます。

CMS画面

②Twitter Publishにて表示したいTwitter URLを⼊⼒しコードを生成

→https://publish.twitter.com/ にアクセスし、連携したいTwitterページのURLを⼊⼒し、

生成されたURLをコピーします。

③取得したコードを①でダウンロードしたhtmlに挿入

①でダウンロードしたzipファイルを展開し、index.htmlをテキストエディタ等で開きます。

下図の33,34 ⾏目を⽣成したコードに置換してください。

置換した結果を「上書き保存」し、再度index.htmlがルート直下になるようzipファイルにします。

④オーサリングツールにアップロード

オーサリングツールにログインし、ジャンル「HTML」でパーツ登録してください。

第４章 特徴的な機能
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【パーツ編集画面】

即時配信とあとから配信は、パーツ、コンテンツ、プレイリスト、番組表の「編集画面」にある機能です。

※新規登録画面、複製画面にはない機能です。

第４章 特徴的な機能

両配信とも、パーツ〜番組表の内容を編集した際に使⽤することができます。

即時配信：変更した内容を即時に反映し放映します。

即時配信にチェックを⼊れ、「保存」をクリックすると即時に放映内容が変更されます。

あとから配信：変更した内容を紐付いているプレーヤーの配信時刻に反映します。

あとから配信にチェックを⼊れ、「保存」をクリックすると、プレーヤーの配信時刻まで変更内容は反映されません。

主な用途としてNWを別のシステムと共通して利⽤していた場合に、

トラフィックを圧迫するのを避けるため夜間などにデータダウンロードを実施させたい際にご利⽤頂けます。

※プレーヤーの配信時刻は、設定→プレーヤー管理から変更することができます。



第7節 ディスプレイ機能
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縦横設定：ディスプレイの縦横を切り替えて表⽰させることが可能です。

マルチディスプレイ機能：1台のプレーヤーで複数のディスプレイを組み合わせ、1つの表⽰に⾒せる機能です。

※STBでの設定になるため、設定方法は

「【ユーザマニュアル】ギガらくサイネージアプリケーションマニュアル(Wndows STB版)」の15Pからを参照ください

3つのディスプレイを並べて設置

ディスプレイ設定で3つのディスプレイをつなげる

3つのディスプレイで1つの表示ができる

マルチディスプレイ機能

縦横機能

第４章 特徴的な機能
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第５章 設定機能

CMS画面の設定に含まれる機能を説明します。

ユーザー管理

テロップ

アクセス権管理

お知らせ編集

ユーザーの作成や編集、削除を⾏います。

テロップの作成や編集、削除を⾏います。

アクセス権の作成や編集、削除を⾏います。

管理者からのお知らせを作成、通知を⾏います。

機能 操作

→P70参照

→P69参照

→P69参照

→P68参照

プレーヤー管理

プレーヤーの作成や編集、削除を⾏います

→P65参照

データ⼊出⼒

データのインポートとエキスポートをCSVファイルにて⾏うことができます。

→P72参照

画面連動グループ

複数のディスプレイを連動させることができます。

→P73参照
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第１節 プレーヤー管理

■設定>プレーヤー管理>プレーヤー管理画⾯

■プレーヤー管理画⾯でできること

・プレーヤーの作成

・プレーヤーの編集

・アクセス権の付与

・配信時刻の変更

・インタラクション表⽰時間の変更

・住所の変更

・プレーヤーの削除

・登録キーの確認

・監視・遠隔制御

※プレーヤーの作成方法についてはP15参照

【プレーヤー管理画⾯】

第５章 設定機能
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■監視・遠隔制御

契約中のプレーヤーを監視・遠隔制御することができます。

「設定」→「プレーヤー管理」→監視・遠隔制御したいプレーヤーを選択→「監視・遠隔制御」タブ

■監視方法

選択されたプレーヤーの放映中画面をスクリーンショットすることができます。

■遠隔管理⽅法

選択されたプレーヤーのOSを再起動・シャットダウンすることができます。

※起動は遠隔では出来ません。

※再起動中の放映画面は通常のWindows再起動画面が表示されます。

サーバ側の時刻が反映されます。

第１節 プレーヤー管理

第５章 設定機能
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■スケジュール再起動/電源OFF・ON

OSのスケジュール再起動/電源OFF・ONを設定することができます。

本機能を設定することにより、安定稼動することが出来るため極⼒実施されることをお勧めいたします。

設定はSTBで実施しますので、方法は「【ユーザマニュアル】ギガらくサイネージアプリケーションマニュアル(Wndows STB版

)」を参照ください。

※使⽤するプレーヤーにより機能が異なります。

第５章 設定機能
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第２節 ユーザー管理

■設定>ユーザー管理>ユーザー一覧画面

■ユーザー一覧画面でできること

・管理ユーザーの作成

・管理ユーザーの編集

・管理ユーザーの削除

・標準ユーザーの作成

・標準ユーザーの編集

・標準ユーザーの削除

・アクセス権の付与

※ユーザーの作成方法についてはP13参照

【ユーザー一覧画面】

第５章 設定機能
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第４節 アクセス権

■設定>アクセス権>アクセス権一覧画面

■アクセス権一覧画面でできること

・アクセス権の作成

・アクセス権の削除

※アクセス権の作成方法についてはP11参照

【アクセス権一覧画面】

■設定>テロップ>テロップ管理画⾯

■テロップ管理画⾯でできること

・テロップの作成

・テロップの編集

・テロップの削除

※テロップの作成方法についてはP○参照

※テロップの配信方法についてはP○参照

第３節 テロップ

第５章 設定機能
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管理者が情報をお知らせとしてユーザーに周知することができる機能です。

①

②

③

④

①メインメニューから「設定」を選択します。

②設定のサブメニューから「お知らせ編集」を選択します。

③お知らせのタイトルを⼊⼒します。

④ユーザーにお知らせする内容を⼊⼒します。

⑤内容を確認し、「更新」をクリックします。

⑤

①更新されると、ユーザーのお知らせアイコンに⾚いマークがつきます。

①

第５章 設定機能



第５節 お知らせ編集
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管理者が情報をお知らせとしてユーザーに周知することができる機能です。

①

①

①更新されると、ユーザーのお知らせアイコンに⾚いマークがつきます。

①

第５章 設定機能



第６節 データ⼊出⼒
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⽤途としまして⼀度に⼤量のデータを作成する際にご利⽤頂けます。

⼊出⼒できるデータの種類

・アクセス権

・ユーザー

・プレーヤー

⼀度「CSVファイルにエクスポート」を選択して頂き、

ローカルにCSVファイルをダウンロードし、必要項目に⼊⼒データを追記して頂きます。

「ファイルを選択」ボタンより⼊⼒データを追記した対象ファイルを指定して頂き、

「CSVファイルからインポート」を指定して頂くことで⼀度に複数の対象を作成する事が可能です。

データのインポートとエキスポートをCSVファイルにて⾏うことができます。

第５章 設定機能



第７節 画面連動グループ
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サイネージフレームワークJSというライブラリを利活⽤することで、サイネージフレームワークJSをインクルードしたコンテンツで

発生したイベントを画面連動グループに設定したサイネージイベントを連動することができます。

※別途、画面連動用のコンテンツ作成が必要になります。

3Fフロア

冷蔵庫

冷蔵庫担当は私だ！

洗濯機をお探しですか？

洗濯機なら私に

おまかせください♪

たくさん種類があって

迷っちゃって…

インターネット上の

配信CMS

お客様がタッチした情報が

連携されているディスプレイに反映

適切な顧客対応ができる

異なる視認者に、連動した異なる情報を放映することで

さまざまな活用が可能となります。

■問い合わせ先

画面連動機能の活用を考えている方は以下までご連絡ください。

ギガらくサイネージ サポートセンター

受付時間 9:00〜21 :00(年中無休・年末年始を除く)

TEL：0120-456-626

第５章 設定機能


