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電子看板ソフトウエア



電子看板をはじめよう！

＊表示画面はイメージです。

電子看板（デジタルサイネージ）とは、
・インターネット等の高速回線と
・PC等に接続された映像機器(ディスプレイ)を
使用して映像情報などを配信し情報をタイムリーに表示
するシステムです。屋外メディア(OOH:アウト・オブ・
ホーム・メディア)として高く注目され幅広い分野で利用
が始まっています。



こんな願いをかなえる電子看板ソフト、
それが　　　　　です。

いままでなかった？

• 普通の人たちが使える、操作が簡単で便利なものにできないか

• ホームページ（WEBコンテンツ）を表示に利用できないか

• パソコンにソフトをいれるだけで、素早く電子看板になって欲しい

• しかも、やすく電子看板をつくりたい

ありそうでなかった、こんな電子看板ソフトウエア

Comdyのしくみはとてもシンプル

がめざすもの



 このようなシーンにComdy！

＊掲載の写真はイメージです

• オススメ観光スポットやお土産・グッズを表示したい

• 外国語で案内表示や観光ガイドを表示したい

• タイムセールなど時間・曜日を指定して自動表示したい

• イベント、展示会などでプロモーションツールとして使いたい

• 社員やパートの情報共有、商品・サービス知識の教育に活用したい

• 学生・生徒へ行事・連絡事項などのお知らせを掲示したい

もう「貼り紙」は、いらない・・？

アイデア次第で無限に広がる電子看板の可能性



 を活用したい
• 電子看板ソフトComdyを利用して、「電子看板システム」を構築しましょう

• Comdyは「タテ型大画面ディスプレイ」や「タッチ・パネル」にも対応しています

• ネットが繋がらなくても、USBメモリでコンテンツ(表示内容やスケジュール)配布できます

電子看板システムの
中核ソフトとしてご活用

地域の活性化に
・商店街サインボード・システム
・多国語対応観光ガイドシステム
・地域情報掲示板システム　　など

店舗などに
・ショッピングガイドシステム
・フロアガイドシステム
・イベントガイドシステム　など

システム構築の各種ご相談に
丁寧に対応いたします。



 を活用したい
• 搭載する電子看板ソフトウエアの選択が重要ポイントです

• 実際に操作するお客様にとって最適な電子看板ソフトウエアを選択しましょう

• 電子看板ソフトComdyを使えば、柔軟性・拡張性が高く、しかも使いやすい電子看板が構成できます

シンプルで柔軟性・拡張性が高いComdy

Comdyを使った電子看板の導入をサポートしています
　サポート項目の例
　　・ソフトウエアサポート
　　・システム設計サポート
　　・ハードウエア設計サポート
　　・設置運営テストサポート
　　・コンテンツ(表示内容)の制作サポート　など

電子看板のスペシャリストが
Comdyを中心にしっかりサポート

当社独自開発のソフトウエアなので
サポートに自信があります

電子看板をどう使えば
いいのか、ポイントは？



 活用ケース(1)
• 導入先：関東学院大学工学部 情報ネット･メディア工学科　様

• 研究室で普段あまり利用していないPCと50インチプラズマTVを使用

• キャンパス・イベント（オープンキャンパス）などでご活用中

・Comdyを学内WEBサーバに接続しました
・大量のコンテンツ（1番組に約70コンテンツ）も
　簡単に登録できました
・注目度が高く、PR効果がUpしました

お手持ちの機材を
活用して電子看板を
スピーディに構築できます



 活用ケース(2)
• (株)ジェイビッツ（弊社の場合）

• 42inchプラズマTV(約12万で購入)、会社のPC(古い)、モバイル通信アダプター(イー・モバイル）

• 展示会や出張プロモーションなど場所を選ばず使えます

とにかく安く！大画面電子看板
を作ることに挑戦しました

（写真左）使用したデスクトップPC（DELL製）*とモバイル通信
アダプター(イー・モバイル製)。通信速度は、下り最大
7.2Mbps～3.2Mbpsです。PCとはUSBケーブルでつなぎます。

＊CPU:PentiumCeleronD 2GHz メモリ：1GB　HDD：100GB　OS:WindowsXP SP2

「ハード代　約1４万」で
42インチ電子看板を構築！
（PC、電子看板ソフト、表示コンテンツは自社のため含まれていません。また、通信費用が
　別途かかります）

ディスプレイとPCをお持ちの方、
あとは電子看板ソフト　　　　　だけです



 活用ケース(3)
• (株)ジェイビッツ（弊社の場合）

• 会社のノートPC*(古い・かなり遅い)、内蔵無線LAN/モバイル通信アダプター(イー・モバイル）

• ノートPC単独でも電子看板ができますが ノートPCのセカンド・ディスプレイに液晶モニタをつないで

• 本格的な電子看板として使えます。

ノートPCで電子看板を
動かす。充分使えます！

→ノートPC単体でのComdy動作例
・編集操作画面と電子看板表示画面を切り替えて使うことが　
　できます。

＊CPU: PentiumM 1.6GHz メモリ：1GB　HDD：100GB　OS:WindowsXP SP2

編集パネル
操作画面

電子看板
表示

電子看板
表示

編集パネル
操作画面 →ノートPC＋外部液晶モニタを使ったComdy動作例

・Comdyは2つのディスプレイを自動認識できます。
　写真の例ではノートPC本体の画面に編集操作画面を表示　
　し、電子看板の表示はセカンド・ディスプレイにて行って
　います。

ノートPCでモバイル可能な電子看板ができる

ノートPCでも大画面の電子看板ができる



 を使いたい 　　　　　　操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞コンテンツ編集　操作画面　表示内容(コンテンツ)の編集をします

面倒なURL入力などがマウスドラッグ&ドロップでも
行えます。編集作業が大幅に軽減できます



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞レイアウト編集　操作画面　表示エリアの大きさ・位置を編集します

よく使うレイアウトは、最初から
登録されています。
新規にレイアウトを作らなくてもOK



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞Comdyコンテンツ編集　操作画面　Comdyで表示可能な形式に編集します

Comdyコンテンツの編集はカンタン
①使いたいレイアウトを一覧から選ぶ
②各表示エリアに表示したいコンテンツを一覧から選ぶ
わずかこれだけで表示できます。



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞番組編集　操作画面　Comdyコンテンツを集め、番組として編集できます

番組への登録は、Comdyコンテンツ一覧から
番組に使いたいコンテンツを番組内容へ
マウスドラッグ&ドロップするだけで完了です



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞番組表編集　操作画面　作成した番組を時間指定して表示できます

番組表への登録は、番組一覧から番組を選び、
番組表の表示したい時間枠にマウスドラッグ&ドロップ
するだけで完了です。

番組の時間(長さ)の調整は、
マウスで番組の幅を調整すればOK



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• 編集パネル＞週間予定編集　操作画面　作成した番組表から1週間分の表示予定を作ることができます

週間予定への登録は、番組表一覧から番組表を選び、
表示したい曜日枠にマウスドラッグ&ドロップする
だけで完了です。



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• Comdyに搭載されている便利な機能　編集操作をサポートします

コンテンツ編集専用のComdyブラウザを搭載。
最新のWEB内容を確認しながら、コンテンツに
ワンクリックで登録できます

番組表示やスケジュール表示をすると、コンテンツの
構成が複雑になってきます。
そのようなときは、リスト表示が便利です。
・番組などのコンテンツ構成を一目で確認できます
・直接、編集したい項目の編集画面に移動することが
　できます



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• Comdyに搭載されている便利な機能　編集操作をサポートします

Comdyリモコン
Comdyメディアプレイヤーに搭載されています
登録されているコンテンツを現場で直接切替表示
できます

USBメモリで配布する
Comdyコンテンツや番組などをUSBメモリで
Comdyメディアプレイヤーへ配布できます



 を使いたい 　　　　　　の操作画面
　　ダイジェストガイド

• Comdyに搭載されている便利な機能　編集操作をサポートします

→コンテキストメニュー
Comdyメディアプレイヤーの
表示画面上で右クリックする
と表示されます。

→ヘルプ画面
Comdyの機能説明や
操作方法が表示されます

↑設定画面
Comdyの各設定を行います。
タッチパネルの設定もここで
行います



 導入したい お客様のPCで　　　　が
動くまでをご案内します

・ステップ１（機材の用意）
以下の機材を用意します
・パソコン（WindowsXP SP2以降が動作するもの）
・ディスプレイ（解像度800×600以上）
・インターネット回線(ブロードバンド回線を推奨）

・ステップ２（Comdy体験版入手）
電子看板ソフトComdyの体験版を入手します
・インターネットよりダウンロードする
　ジェイビッツのWEBサイト
　(Comdyインフォメーション）から最新版をDL
・ダウンロードができないお客様は
　　ジェイビッツまでご連絡ください

ご用意いただく機材は
わずかこれだけです。
最初から大画面ディスプレイでなくても
大丈夫です。（ノートPCでもOK）

最新体験版(無料)をスピーディにご入手いただくた
め、ダウンロードがオススメです
体験版はジェイビッツWEBサイトよりダウンロードできます　
http://www.j-bits.jp/
または、検索サイトで「Comdy2008」で検索してください 

・ステップ３（動作ご確認・ご評価）
電子看板ソフトComdyの体験版をPCにインストール
し、Comdyの動作ご確認、機能・操作などをご評価
ください。

体験版の機能は製品版と同様ですが、
表示画面中に「体験版」と出ます。
また、一定時間経過後に　　　　　が
終了します。

・ステップ４（ご購入-製品版にする）
①ご購入お手続きをしてください
②お手続き完了後、ジェイビッツより解除キー(ID)、
　製品版への移行方法をお知らせいたします。

ご購入お手続きご連絡/お問い合わせ先
株式会社ジェイビッツ　
E-mail : comdyinfo@j-bits.jp
TEL　：０４５-５７７-５５０１

http://www.j-bits.jp
http://www.j-bits.jp
mailto:ComdyInfo@j-bits.jp
mailto:ComdyInfo@j-bits.jp
http://www.j-bits.jp/comdy/trial/


 商品構成ガイドお客様のご利用スタイルに
あわせてお選びいただけます

・電子看板をはじめたい
・番組編集やスケジュール表示は不要

オススメは、Comdy2008Ayumiです
・最軽量な構成で手軽に電子看板を始めましょう

・電子看板をはじめたい
・番組編集やスケジュール表示したい

オススメは、Comdy2008Takumiです
・Comdyのメリットを存分に発揮した電子看板が構成できます

・表示用ディスプレイを2台以上使いたい
オススメは、Comdy2008メディアプレイヤーです
・Comdy2008Ayumi、Takumiをお持ちのお客様で2台
　以上のディスプレイをお使いになる際お得な商品です



お問い合わせ先

株式会社ジェイビッツ
　□新横浜オフィス
　　〒222-0033　横浜市港北区新横浜2-14-8　オフィス新横浜208
　　tel　045-577-5501　　fax　045-577-5502
　□東京オフィス
　　〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-8-3　渋谷安田ビル6F
　　tel　03-3409-2733
　□インターネット
　　URL　http://www.j-bits.jp
      Email  comdyinfo@j-bits.jp
　□検索サイトからは

Comdy2008 検索

http://www.j-bits.jp
http://www.j-bits.jp
mailto:info@j-bits.jp
mailto:info@j-bits.jp

