
¥8,000

備考

加工商品（遺影写真・AR・Ayumi)・スナップ写真・テキスト・カメラ映像 ※1

BGMを利用したコンテンツ作成料金です。内容に関係なく一律料金となります。

※1 カメラは当社の推奨機種のみ動作保証いたします。

　各種価格表

コンテンツ作成料金

対応モニター台数 販売価格

モニター１台~5台 ¥5,000

モニター6台~10台

CMSディスクレンタル料金

ディスク容量 販売価格(月額) 備考

¥15,000

備考

備考

レイアウト１画面分の作成登録料金です。

複数のレイアウトを１コンテンツとして登録する料金です。

写真素材の入手にかかる費用は、別途ご請求となります。

オリジナルコンテンツ作成料金

オリジナル背景作成料金 背景

商品名 単位

画面

モニタ

オリジナルレイアウト作成料金

オリジナルコンテンツ登録料金

オリジナル広告コンテンツ作成料金

商品名 備考

オリジナル広告コンテンツ作成料金

１．当社の管理するサイネージアプリケーションを利用する為の料金です。

２．16台以降の料金については、別途お見積とさせていただきます。

販売価格

¥3,000

¥3,000

¥2,000

15GB

20GB

AlliedTrlrsis 無線LANアクセスポイント

ネットワーク機器

モニター用補助装置

都度お見積りとさせていただきます。

サーバー利用料金

11台 ~ 15台 ¥9,000

１台 ~ ５台

６台 ~ 10台

¥3,000

モニター台数 販売価格

¥6,000

YAMAHA ギガアクセスVPNルーター

AlliedTrlrsis 無線LANアクセスポイント

AlliedTrlrsis 壁設置用ブラケット

AlliedTrlrsis PoEスイッチ100M (8port Poe)

¥74,400 ー

¥20,000

１．CMSディスクに保存したデータについての保証は致しかねますのでご了承ください。

２．CMSディスクに保存したデータについては、当社のプライバシーポリシーに基いて

　　管理致します。

タブレット

5GB ¥0

¥10,00010GB

種別 型式 商品代金商品名

種別 商品名 型式 販売価格

オプション機器

M-TU30GT ¥54,800コントローラー サイネージコントロール用タブレット

※１.販売価格には配送料は含まれておりません。ソフトウェア１ライセンス分の料金を含んでいます。

※２.商品の保証期間は販売日より１年間です。

無停電電源装置（常時インバーター給電）800W

AlliedTrlrsis PoEスイッチ1000M (4/8port Poe)

設定料金

¥84,900 ※1

¥86,400 ※1

¥16,900 ¥5,000

¥11,800 ※1

¥68,000 ¥20,000

¥101,900 ¥5,000

RXT810

¥104,000 ー

AT-TQ3600

AT-GS900/8PS

BRKT-J25

FS909M-PS

TQ2403

BU50SW

BU100RW

※１.設置費が別途必要になります。設置費は都度お見積りをいたします。

無停電電源装置（常時インバーター給電）300W

専用モニター用セットトップボックス

¥19,800 ー

商品代金 設定費

M-STB 4.0.4

型式商品名

専用モニター用セットトップボックス



　ネットワークカメラ 価格表

ネットワークカメラ 価格

¥8,500

MZDS-2DF5286A

ドーム型　吊り下げタイプ

HDMI対応

壁取り付けブラケット

天井取り付けブラケット

MZDS-2DF5286C

MZDS-2DE5172A

MZDS-2DE5172B

MZDS-2DE5172C

MZDS-7808N-SHT

MZDS-1614ZJ

MZDS-1665ZJ
ブラケット

ネットワークカメラ

(フルハイビジョン対応)

ネットワークカメラ

(ハイビジョン対応)

チューナー

ドーム型　埋め込みタイプ　

ドーム型　直付タイプ

ドーム型　吊り下げタイプ

ドーム型　埋め込みタイプ　

ドーム型　直付タイプ

※１.設置費が別途必要になります。設置費は都度お見積りをいたします。

商品名 型式 商品代金

¥4,000

設定料金

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

ー

※1

※1

¥460,000

¥460,000

¥460,000

¥242,000

¥242,000

¥242,000

¥19,800

¥8,500

MZDS-2DF5286B



10.1インチ タブレットモニター

モニター

屋内用
7インチ タブレットモニター

65インチ 縦型液晶モニター

55インチ 縦型液晶モニター

32インチ 縦型イーゼル式液晶モニター M-SM32E-M2

M-SM42V-M2

M-SM32H46V -M2

M-SM65VO-M2

M-SM55VO-M2

M-SM32VO-M2

M-FRU30GT

M-FRU21GT

M-SM55V-M2

M-SM65V-M2

M-SM42VO-M2

ブラック ¥1,226,000

商品名

＜モニターに関する注意事項＞　１．上記価格には輸送量・設置費、消費税は含まれておりません。ソフトウェアの１ライセンス分の料金を含んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　２．上記商品の保証期間は販売日より１年間です。

＜保守に関する注意事項＞　　　１．転倒・水没・過電流・過電圧・想定外の荷重を原因とする故障または破損、フレーム・パネル・脚部・キャスターの破損、屋外用モニター M-SM32VO-M2・M-SM42VO-M2・

　　　　　　　　　　　　　　　　　M-SM55VO-M2・M-SM65VO-M2 の機器内温度コントローラーについては保証対象外となります。

　　　　　　　　　　　　　　　２．５年保守は購入日から５年間です。途中加入に於いても購入日から5年間となりますのでご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　３．保守期間中の何度故障しても修理対応します。

　　　　　　　　　　　　　　　４．保守契約加入者の対応は2営業日以内とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　５．外部のフレーム・パネル・脚部・キャスターの修理は都度お見積対応とさせて頂きます。

　　　　　　　　　　　　　　　６．6年目以降の保守延長は、最大8年までとさせていただきます。また、保守未加入時期が一旦発生した場合は、その後に年間保守にご加入いただくことはできませんのでご了承ください。

55インチ 横型液晶モニター

42インチ 横型液晶モニター

55インチ 縦型液晶モニター

65インチ 縦型液晶モニター

32インチ 縦型液晶モニター

42インチ 縦横式置型液晶モニター

32インチ 縦横式置型液晶モニター

屋外用
42インチ 縦型液晶モニター

¥39,000

¥44,000

¥39,000

¥62,000

¥60,000

¥85,000

ー

ー

ー

ー

¥50,000

¥83,000

ブラック

42インチ 縦型液晶モニター

横型32インチ＋縦型46インチ 縦型ダブル液晶モニター

M-SM55H-M2

M-SM42H-M2

M-SM42S-M2

M-SM32S-M2

販売価格

¥261,000

¥388,000

¥790,000

¥343,000

¥500,000

ブラック・ホワイト

　専用モニター・5年間保守 価格表

ブラック

ブラック

ブラック

¥463,000

¥617,000

¥780,000

¥212,000

¥271,000

¥214,000

¥479,000

ブラック

ブラック

ホワイト

ブラック・ホワイト

ブラック・ホワイト

ブラック

ブラック・ホワイト

ブラック・ホワイト

ブラック

ブラック

5年保守価格

¥44,000

¥60,000

¥85,000

¥44,000

¥60,000

¥39,000

¥44,000

専用モニター・５年間保守 価格

¥702,000 ¥85,000

¥162,000 ¥24,000

M-SM55HW-M2

M-SM65HW-M2

M-SM19CT-M2

¥230,000 ¥39,000

¥284,000 ¥44,000

¥378,000 ¥60,000

屋内用

32インチ 縦型液晶モニター M-SM42V-M3 ホワイト

42インチ 縦型液晶モニター M-SM42V-M3 ホワイト

55インチ 壁掛式横型液晶モニター

65インチ 壁掛式横型液晶モニター

19インチ カタログスタンド付タッチパネルモニター



65インチ電源基盤 18,900 50,000

32インチ＋46インチ電源基盤 12,100 50,000

32インチ（屋外用）電源基盤 9,800 50,000

42インチ（屋外用）電源基盤 13,000 50,000

55インチ（屋外用）電源基盤 17,000 50,000

65インチ（屋外用）電源基盤 18,900 50,000

465,000 90,000

部品名称 部品代 技術料・訪問料

32’LED Screen 57,000 70,000

42’LED Screen 98,000 70,000

46’LED Screen 106,000 70,000

転換基盤 5,000 50,000

12V変換基盤 15,400 50,000

TV基盤

50,000

32インチ電源基盤 9,800 50,000

65’LED Screen

5,700 50,000

　スポット保守 価格表

スポット保守 価格

部品名称 部品代 技術料・訪問料

android基盤 32,000 50,000

55’LED Screen 182,000 90,000

17,00055インチ電源基盤

50,00013,00042インチ電源基盤

19インチ電源基盤 7,000 50,000

１．技術料金・訪問料金について、超過料金の請求は有りません。但し、北海道、沖縄、及び離島の訪問料金は別途お見積もり致します。

２．修理対応スケジュールにつきましては、発生都度ご連絡させて頂きます。


