
 いますぐサイネージ
かんたんテンプレート（付属）の使い方

はじめに
本紙では同梱の USB メモリーに格納されているテンプ
レートを利用して静止画や動画のコンテンツを作成す
る方法と、ディスプレイの電源を ON にするだけでコ
ンテンツを自動的に再生することができる「自動再生」
の設定方法について説明します。
※スケジュール設定についてはインフォメーションディス
プレイ取扱説明書をご参照ください。

動作環境：Microsoft Office PowerPoint 2013 以降

1.	準備
〈用意するもの〉
• USB メモリー

コンテンツフォルダ（テンプレート収納）
autoplay フォルダ（自動再生用）

• パソコン（Microsoft Office PowerPoint）

• 表示させたい素材（写真やロゴなど）やテキスト

2.	テンプレートを選ぶ
コンテンツフォルダからテンプレートを選んでください。
ディスプレイの向きに合わせて縦横を選択します。

縦向きに表示させるときは、パソコンのディスプレイ上で
は横向き表示になります。

3.	テンプレートを修正する
表示させたい素材（写真やロゴなど）やテキストを使用して、
テンプレートを修正してください。

4.	静止画または動画として保存する
※ PowerPoint 2019 での操作例

■	静止画（JPEG）に変換して保存する方法

※静止画で保存した場合、コンテンツに設定されているア
ニメーションは削除されます。

PowerPoint のメニューから［ファイル］－［エクスポート］
－［ファイルの種類の変更］－［JPEG ファイル交換形式］
を選択します。
ファイル名は 001.jpg ～ 030.jpg（自動再生可能なファ
イル数は最大 30 個）で設定してください。

※静止画の解像度は4K（3840×2160）で作成されます。

■	動画（MP4）に変換して保存する方法

※アニメーションや切り替えが有効になります。

PowerPoint のメニューから［ファイル］－［エクスポート］
－［ビデオの作成］－［フル HD（1080p）］を選択して、

［ビデオの作成］をクリックします。

ご注意
動画サイズは必ずフル HD（1080p）以下の解像度を
選択してください。ディスプレイ本体は動画の 4K 再
生に対応していないため、Ultra HD（4K）を選択す
ると画面に表示されません。

［名前を付けて保存］で［ファイルの種類］を［MPEG-4 
ビデオ（*.mp4）］にして保存します。
ファイル名は 001.mp4 ～ 030.mp4（自動再生可能な
ファイル数は最大 30 個）で設定してください。

※動画に変換する場合は、複数のテンプレートを一つのファ
イルにコピー＆ペーストすることにより連続したスライド
ショー動画を作成できます。

1スライドあたりの表示時間はPowerPointメニューの［画
面の切り替え］－［画面切り替えのタイミング］－［自動
的に切り替え］に入力することによりスライドごとに設定
できます。

5.	USBメモリーに保存する
「autoplay」フォルダ（自動再生用）に所定のファイル名
で保存してください。

※ファイルが複数ある場合は、ファイル名の数字の小さい
順に再生されます。

6.	自動再生の設定をする（静止画／動画）
本体リモコンの［POWER］－［INPUT］を押して［HDMI1/
HDMI2/HDMI3/D-SUB］のいずれか（USB 以外）を選
択し、次に［MENU］ボタンを押して［本体設定］－［自
動再生］から下記を選択します。

　フォト　　　静止画を再生する
　ムービー　　動画を再生する

※設定した静止画または動画のいずれかのファイルのみ自
動で再生されます。

※ディスプレイを縦設置する場合は［本体設定］－［温度
センサー設定］から設定を［縦］に変更してください。

7.	「いますぐサイネージ」で自動再生する
ディスプレイ本体がパワーオフの状態でファイルを保存し
た USB メモリーを差し込みます。

主電源を ON（またはリモコンで電源を ON）にすると再
生が始まります。

再生を停止したいときはリモコンで電源を切るか［■（停
止）］ボタンを押します。

8.	困ったときは

●自動再生でファイルが再生されないとき
ファイル名と拡張子が合っているかご確認ください。

ファイル名：001、002、003、～ 030 まで
ファイルの拡張子：.jpg、.mp4（小文字のみ）

USB メモリーはディスプレイの電源を OFF にした状態で
差し込んでください。

●自動再生で動画が再生されないとき
本体設定の［自動再生］で［ムービー］を選択してください。

※自動再生ではディスプレイ本体で設定した静止画か動画
のいずれかのファイルのみ再生できます。（静止画と動画は
混在して再生できません。）

●動画が再生されない（黒く表示される）とき
ディスプレイ本体が対応していない解像度の動画を再生し
ようとしている可能性があります。

動画は必ずフル HD（1080p）以下の解像度で作成してく
ださい。4K 動画の再生には対応していませんのでご注意
ください。

●静止画の表示時間を設定したいとき
USB メモリーを差し込んだ状態でリモコンの［INPUT］
ボタンを押し、入力モードを［USB］に切り換え［ENTER］
ボタンを押します。表示されたメディアプレーヤーメニュー
から［フォト］を選択し、リストから［autoplay］フォル
ダを開きます。
JPEG ファイルを一つ選択して［▶（再生）］ボタンを押し、
静止画が表示された状態で［CONTENT MENU］ボタン
を押すと、画面下部に操作バーが表示されます。
表示された操作バー右端の［Slideshow Time］からスラ
イドショーの切り換え時間を設定することができます。

（Short・・約 5 秒 /Medium・・約 10 秒 /Long・・約 15 秒）

※ 自 動 再 生 中 の 場 合 は 入 力 モ ー ド を 一 度［HDMI1/
HDMI2/HDMI3/D-SUB］のいずれか（USB 以外）に変
更し、再度入力モードを［USB］に戻すとメディアプレー
ヤーメニューが表示されます。

※設定はすべての JPEG ファイルに適用されます。

●付属品以外のUSBメモリーを使いたいとき
セキュリティ機能や書き込み保護機能のある USB メモ
リーはお使いいただけません。
特殊な形状のUSBメモリーは挿入できない場合があります。

その他、詳細はインフォメーションディスプレイ取扱
説明書をご参照ください。

USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータが消失しま
すのでご注意ください。データが消失した場合、弊社は一切の責任を
負いかねますので、予めご了承ください。

PowerPoint 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。

画面のスクリーンショットに関しては Microsoft のガイドラインに
従って使用しています。

記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録
商標です。

33-4608-19A

受付時間：月～金
 9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:30

（土・日・祝日、年末年始 
および弊社指定の休日を除く）



ディスプレイの向き：　タテ表示

※編集時は横向きになります

ディスプレイの向き：　ヨコ表示
〈工場向け〉

安全第一 月間スケジュール ４Ｓ運動

情報掲示 安全確認

〈工場向け〉

安全第一 月間スケジュール

４Ｓ運動 情報掲示

安全確認

〈病院向け〉

基本情報 フロアガイド

診療時間 ドクター紹介

診療科目 情報掲示

〈服飾向け〉

店舗案内Ａ 店舗案内Ｂ

セール案内Ａ セール案内Ｂ

おすすめ案内Ａ おすすめ案内Ｂ

〈飲食店向け〉

営業時間 おすすめメニュー

人気ランキング メニュー一覧

インフォメーション ウェルカム

〈企業向け〉

会社案内 会場案内

ウェルカム 会議スケジュール

フロアガイド 情報掲示

▼テンプレート集▼テンプレート集

〈病院向け〉

基本情報 フロアガイド 診療時間

ドクター紹介 診療科目 情報掲示

〈服飾向け〉

店舗案内Ａ 店舗案内Ｂ セール案内Ａ

セール案内Ｂ おすすめ案内Ａ おすすめ案内Ｂ

〈飲食店向け〉

営業時間 おすすめメニュー 人気ランキング

メニュー一覧 インフォメーション ウェルカム

〈企業向け〉

会社案内 会場案内 ウェルカム

会議スケジュール フロアガイド 情報掲示

付属テンプレート


