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調査方法インタ ー ネット調査
調査期間：2021年4月2日～3日
調査概要：デジタルサイネ ー ジ10社を対象にしたサイト比較イメ ー ジ調査
調査対象：全国の20代～so代の男女（総務·営業担当対象）1059名
アンケ ー トモニタ ー 提供元：ゼネラルリサ ー チ

「OTOMO」は、ファンテックが開発・販売しているデジタルサイネージ
システムです。
シンプルな設計となっており、必要な機能は満たしながら、とても使
いやすい操作性を実現。
サイネージを初めて導入される方から、既に運用されている方まで、
全てのお客様に満足して頂けるシステムとなっています。
また、導入はレンタルとなりますので、
「試しに少しの期間だけ」など
といったことも可能。
短期使用はもちろんのこと、長期に渡ってご使
用頂くお客様に関しましても、初期費用や月々の価格を極めて安く抑
えることが出来ます。

全国

2000

カ所超の導入実績。
2021 年 ４月現在。

サービス開始から2000 台以上が出荷され、
日本全国、様々な場所
で活用されています。
サイネージに求められる安定性、価格、運用の手軽さが揃って
いるからこそ、
お客様に支持され続けているのです。

主な導入先
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飲食店

病院

カーディーラー

船着場

家電量販店

ホテル

工事現場

金融機関

アパレルショップ

学校

住宅展示場

保険代理店

ショッピングモール

特養ホーム

洋菓子店

理容・美容院

不動産店

アミューズメントストア

酒量販店

エステサロン

商店街

一般企業

工場

結婚式場

スーパー銭湯

展示会

バス待合場

その他

7,800

月額（スタンダードモデルの場合）
（税込￥8,580）

円〜

必要なもの全てをパッケージング。
TSU・NA・GUは、ソフトウエアだけではなく、運用に必要なもの、
全てをパッケージング。
届いたその日から、すぐに運用を開始することができます。
また、
パッケージの各製品は、
高品質な製品を使用。
TSU・NA・GUは、価格は安くても高品質なデジタルサイネージです。

●ディスプレイ
Panasonic、
サイネージ用ディスプレイを採用。
カンデラ数（ディスプレイの明るさ）
も 350cd と、電気代を抑えつつ、
サイネージに最適な明るさとなっています。
※スタンダードモデル以外は別メーカーの製品となります。

●STB( セットトップボックス )
Android、Windows をベースにしたプレーヤーを独自開発。
特別な設定は不要。毎日電源を入れるだけで自動でサイネージを表示します。

●ディスプレイスタンド
安定感のあるミドルタイプ、垂直に立てることができるトールタイプ、おしゃれでカジュアルなイーゼルタイプの 3 種類から
選択可能。
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カ月単位での

契約が可能な
〝レンタル〟契約。
レンタル

リース

契約期間

短期・一時利用〜長期

長期

解

約

中途解約可能

中途解約不可（解約金支払い）

修

理

通常利用時の故障は無償
ユーザー実費
オプションの保守により、
さらに安心。

購入
使用可能な限り。
ユーザー実費
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TSU・NA・GU にはデジタルサイネージを運用するために
必要な全てのソフトウエアが付いています。
導入後、運用でお客様が困らないよう、手早く、簡単にコンテ
ンツの作成やスケジュール配信ができるようになっています。

プレイリストマネージャー

サイネージで表示するコンテンツのスケジュール設定や、サイネージ本体への転送を行います。

サイネージクリエイター

コンテンツデータの作成を行います。

テンプレートエディター

コンテンツのベースとなるテンプレートを作成します。

フォトトリマー

画像をお好みの大きさにカットするツールです。

●対応フォーマット。

JPG

MP4

PDF

jpg：ファイルサイズ１MB 以下推奨。推奨解像度 1920 1080pix。
※960 540pix ／ 1280 720pix など 16：9 のファイルも表示できますが、
拡大表示となるため、画像が荒く見える場合があります。

mp4：容量 1 素材あたり約 5 分 300MB 以下を推奨。(Full HD・1080P の場合 )
画素数 1920 1080pix ／ビットレート 55,000kbps 程度を推奨。

URL

一部 STB のみ対応。
※URL 表示にはインターネット環境が必要となります。

●ネットワークが無くても大丈夫。
ネットワーク回線がなくても、OTOMO はスタン
ドアロンでコンテンツを表示できます。
※映像コンテンツをご指定の時間通りに映出す場合は、
インターネット回線につながった Wi-Fi が必要になります。

3

Family
基本セット
ディスプレイ、スタンド、STB、ルーター、ソフトウェアなど、サイネージ運用に必要なもの全て入ったセットです。
ディスプレイの大きさによって、モデルが分かれます。

● スタンダードモデル

人気 No1!

43 インチディスプレイがついた基本セット。

● S450 モデル

43 インチ 450 カンデラのディスプレイがついた基本セット。

● S700 モデル

43 インチ 700 カンデラのディスプレイがついた基本セット。

● デラックスモデル

55 インチディスプレイがついた基本セット。

● DX450 モデル

55 インチ 450 カンデラのディスプレイがついた基本セット。

● コンパクトモデル

スタンド一体型の 27 インチディスプレイがついた基本セット。

● ベーシックモデル

STB のみのレンタル。ディスプレイをお持ちの方向けモデル。

屋外モデル
屋外での使用に対応したモデル。
43 インチディスプレイと、スタンドの一体型モデルになります。

TSU・NA・GU＋（多機能 TSU・NA・GU）

TSU・NA・GU に、様々な便利機能を追加したモデル。基本セットと組み合わせて使用します。

● TSU・NA・GU Cloud

遠隔地にある複数 TSU・NA・GU をオンラインで一括管理。

● TSU・NA・GU・GU Twin TSU・NA・GU の画面を 2 分割。1 台 2 役サイネージ。
● TSU・NA・GU オン・デマンド
● TSU・NA・GU Talk

タブレットメニューから、自由にコンテンツを割り込み再生。

テキストデータを音声に自動変換。

TSU・NA・GU マルチディスプレイ
複数のディスプレイを組み合わせて、大画面表示するマルチディスプレイのレンタルプランです。

● TSU・NA・GU フリーレイアウトマルチディスプレイ
● TSU・NA・GU ハイスペックマルチディスプレイ
● マルチディスプレイシステム Synchronity
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基本セット 価格一覧
人気
No.1

スタンダードモデル
初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）

月額：

高輝度
モデル

7,800

￥

43 インチディスプレイ

（税込 ￥8,580）

STB（Android）

スタンド
（3 タイプから選択）

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

STB（Android）

スタンド
（3 タイプから選択）

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

スタンド
（3 タイプから選択）

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

STB（Android）

スタンド
（2 タイプから選択）

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

STB（Android）

スタンド
（2 タイプから選択）

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

450cd

S450モデル
初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

高輝度
モデル

43 インチディスプレイ

700cd

S700モデル

STB はディスプレイに

初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

大迫力

8,800

￥
（税込 ￥9,680）

9,800

￥
（税込 ￥10,780）

700cd

内蔵されています。
43 インチディスプレイ

デラックスモデル用：￥

初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

高輝度
大画面

55 インチディスプレイ

450cd

DX450 モデル
初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

省スペース

9,800

￥
（税込 ￥10,780）

12,800

￥
（税込 ￥14,080）

55 インチディスプレイ

コンパクトモデル
初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

5,200

￥
（税込 ￥5,720）

27
27 インチディスプレイ

専用サイネージソフトウェア
Wi-Fi ルーター ※お手持ちの PC にインストール致します。

STB（Android）

お持ちの
モニターに！ ベーシックモデル
初期費用︓￥50 ,000
（税込 ￥55,000）
月額：

1,900

￥
（税込 ￥2,090）

専用サイネージソフトウェア

STB（Android）

※付属タブレット及び、お手持ちの PC にインストール致します。

●台数、
ご利用期間による割引
ご契約時に、一定台数以上、
もしくは長期利用のご契約を選択した場合、割引制度をご用意しています。
詳しくはお問い合わせください。

● オプション
・ ハードウェア保守サービス

（月額）
￥2,000（税込￥2,200）
ディスプレイやスタンド等、
当社規約内での破損の場合
代替品と交換します。

（月額）
￥3,000（税込￥3,300）
2,000 円の保守に加え、保守適用範囲を広げた
・ ディスプレイ保護ケース（43 インチのみ）

拡張保守となります。

（月額）￥1,500（税込￥1,650）
半屋外などでの、
ディスプレイの保護に最適です。

・コンテンツ制作：定額 1 枚（月額）
￥5,000
（税込￥5,500）毎月 1 枚新しくコンテンツを制作致します。
定額 3 枚（月額）
￥12,000（税込￥13,200）毎月 3 枚新しくコンテンツを制作致します。
・コンテンツ制作 : スポット（1 枚）￥8,000 （税込￥8,800） 1 枚から制作致します。
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屋外モデル
屋外で利用可能なスタンド一体型デジタルサイネージです。
道の駅や、高速道路のサービスエリア。工事現場や公園など、雨、埃などが発生する環境でも使用できます。
また、昼間の明るい環境でも、画面がはっきりと見える 1500cd のモデルです。

屋外でも“はっきり”見える最大 1500cdの高輝度フル HD ディスプレイ
昼間の屋外でも、
はっきりと見ることができる、1500cd のディスプレイ。
cd（カンデラ）
とは、
ディスプレイの輝度を表します。数値が高いほど、明るく、昼間の屋外などでも見やすいものとなります。
参考：屋内使用のディスプレイは 350cd 程度。

USB メモリ・SD カードに対応。
メディアプレーヤーを内蔵していますので、コンテンツを入れた USB メモリ、SD カードを差し込むだけで、簡単に再生する
ことができます。

TSU・NA・GU STB とも連携可能。
スケジュール再生や、OTOMO Cloud を利用した遠隔地からの
屋内用モデルと同様に、TSU・NA・GU STB が使用可能。
操作にも対応できます。

※STB はオプションとなり、別途料金が発生します。

● ブラックアウト軽減

ブラックアウト対策として、太陽からの放射熱を軽減する加工を施

しています。

● 防水・防塵対策

IP55 相当の防塵・防滴仕様で、雨風や砂埃があたる屋外でもご
使用いただけます。

● 結露対策

温度調節ファンを搭載しているため、外気との温度差から生じる
結露を防ぎます。
ご利用期間

月

1 年目

￥

2 年目

￥

3 年目

￥

額

24,800（税込￥27,280）
17,800（税込￥19,580）
9,800（税込￥10,780）

その他
STB 利用の場合：

￥50.000 （税込￥55,000）

初期費用：

1,900（税込￥2,090）

月額：￥

（OTOMO ベーシックモデルを使用。）
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TSU・NA・GU
＋

TSU・NA・GU に、色々な機能をプラス！
TSU・NA・GUプラスは、遠隔操作や、音声出力など、デジタル
サイネージに便利な機能をプラスしたシリーズです。

遠隔操作

遠隔地にある、複数台の TSU・NA・GU を一括コントロール。
配信コンテンツ、
スケジュールなどを、1 台の PC で全て設定する
ことが可能です。

TSU・NA・GU Cloud

Cloud

遠隔地にある複数台のTSU・NA・GU を一括管理。
それぞれの TSU・NA・GU の通信状況を一目で把握。
コンテンツ内容、
スケジュールを設定。コン
グループ単位で、
テンツごとに、表示期間、曜日、時間を設定。

店舗 B

店舗 C

店舗 A

TSU・NA・GU 通常版は、Wi-Fi の届く範囲に

店舗 D

ある、TSU・NA・GU 端末のみコントロール。

▼
本部

TSU・NA・GU Cloud は、クラウドサーバーを
通じて、全国にある TSU・NA・GU を一括で
コントロール可能。
※PC 本体はセット内容に含みません。

グループごとに配信す

るコンテンツを設定。

各STBの通信状況を
表示。
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コンテンツごとに、放映する期間、
曜日、時間などを設定。

1台2役
TSU・NA・GU
Twin

TSU・NA・GU Twin

TSU・NA・GU の画面を2分割する「TSU・NA・GU
Twin」 1つの画面で2つのサイネージを表示。
1つはお知らせ用に、1つは広告を表示など。
1台で2役の使い方が可能です。

1 画面で 2 つのエリアを表示。
各エリアは非同期で、独立した動きが可能。
2 つのエリアサイズは任意で設定可能。
PDF、URL の表示にも対応。

2 つのエリアは、それぞれ独立したサイネージの画面

2 つのエリアは、表示位置、サイズを自由に設定可能。

として考え、表示するコンテンツを登録するプレイ
リストも、個々に動きます。
再生スケジュール
コンテンツ A
コンテンツ B
コンテンツ C

コンテンツ J
コンテンツ K
コンテンツ L

A

B

B

A

A B

A
B

● マンション管理組合での活用例。
上段は、
マンションから入居者へ向けたお知らせのエリア。
下段は、近隣の飲食店など、入居者をターゲットとした、広告を表示
するエリアとして利用します。
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リアルタイム
ON

TSU・NA・GU

Demand

TSU・NA・GU

TSU・NA・GU オン・デマンド

オン・デマンドは、タブレットのメニューから

表示したいコンテンツを選択。
そのコンテンツをリアルタイムで
サイネージに表示することができるシステムです。

タブレットメニューから見たいコンテンツを選択すると、
リアルタイムでサ
イネージへ反映。
見たいコンテンツの終了後は、通常のプレイリストのコンテンツを表示。
店舗スタッフがいないコーナーなどでの、商品説明に。
博物館などの常設コーナーに。

声
TSU・NA・GU

Talk

TSU・NA・GU Talk

TSU・NA・GU Talk は、画像や映像に「声」をプラスした
サイネージです。
店舗や企業のエントランスなどでの案内に最適です。

プレイリストにテキストファ
イルを 登 録 するだけで、
音声を自動生成。

写真 -a
いらっしゃいませ
写真 -b
写真 -c
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写真 -b と

同時に

おしゃべり

● 機器仕様
スタンダードモデル
■ディスプレイ：Panasonic TH-43LFE8J 43 インチ業務用ディスプレイ ●外形寸法：幅 969 高さ 560 奥行 61mm ●液晶パネル：VA パネル /D-LED
●消費電力：135W ●重量：8.7Kg ●輝度：350cd/m²
■ＳＴＢ：アンドロイドスティック型 ●外形寸法：幅 100 高さ 10 奥行 40mm ●消費電力：12W ●重量：54g
アンドロイド Airstick 型 ●外形寸法：幅 70 高さ 11 奥行 30mm ●重量：30g
アンドロイド BOX 型 ●外形寸法：幅 115 高さ 27 奥行 115ｍｍ ●消費電力：13W ●重量：約 200g
■ルーター：I-O DATA WN-AX2033GR Wi-Fi ルーター ●外形寸法：幅 180 高さ 180 奥行 120ｍｍ ●消費電力：13W ●重量：410g
■スタンド：イーゼルタイプ：●外形寸法：幅 502.8 高さ 1033 奥行 440.2mm ●重量 7.0Kg ●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 110 〜 150cm
スタンダードタイプ：●外形寸法：幅 495 高さ 1245 奥行 5136mm ●重量 16.5Kg ●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 130 〜 170cm
垂直タイプ：●外形寸法：幅 497 高さ 1153 奥行 525mm ●重量 15.5Kg ●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 130 〜 170cm
トールタイプ：●外形寸法：幅 780 高さ 1715 奥行 724ｍｍ ●重量 19.6Kg

●ディスプレイ設置時の高さの目安 約 175 〜 200cm

※ディスプレイ設置時の高さの目安は、縦置き時、床からディスプレイ上端までの高さです。各スタンドは、横設置も可能です。
※ディスプレイスタンドの代わりに、壁掛け金具をご用意することも可能です。

S450 モデル
●ディスプレイ：PHILIPS 43BDL4050/11

43 インチ ●外形寸法：幅 965.0 x 高さ 559.3 x 奥行 45.5mm ●液晶パネル：IPS パネル

●消費電力：107W ●重量：10.7Kg ●輝度：450cd/m²
※ディスプレイ以外の機器仕様は、
スタンダードモデルと同様となります。

デラックスモデル
●ディスプレイ：Hisense HJ-55K3120

55 インチ 液晶テレビ 直下型 LED バックライト液晶 ●外形寸法：幅 1235 高さ 717 奥行 84mm

●消費電力：130W ●重量：15Kg
※ディスプレイ以外の機器仕様は、
スタンダードモデルと同様となります。

コンパクトモデル
●ディスプレイ：iiyama ProLite XUB2790HS

27 インチ AH-IPS ノングレア液晶テレビ ●外形寸法：幅 622.5

高さ 433 〜 563

奥行

230mm ●消費電力：27W （最大 55W) ●重量：6.5kg
※ディスプレイ以外の機器仕様は、
スタンダードモデルと同様となります。

屋外モデル
●画面サイズ：43 型

●本体寸法（土台含む、
キャスター除く）：幅 720.9 高さ 1640 奥行き 516.8 mm ●最大消費電力：200 W

●重量：73.0kg ●輝度：1500cd/m² ●防水・防塵性能：IP55 相当 ●動作可能周囲温度：0 〜 50 度

ハイスペックマルチディスプレイ
●ディスプレイ：Panasonic TH-49LFV8J

49 インチマルチスクリーン対応超狭額縁液晶ディスプレイ

●外形寸法：幅 1077.7 高さ 607.9 奥行き 103.9 mm ●消費電力：220 W ●重量：約 22.0kg ●輝度：450cd/m²
●コントラスト比 1300 : 1

マルチディスプレイシステム Synchronity
●入力端子：HDMI 2

DisplayPort 1

●出力端子：HDMI 4

HDMI 1
（ループアウト）

●制御端子：RS-232 1

VGA 1

3.5mm IR ジャック 1

電源ジャック 1
USB 1

Ethernet 1 ●HDCP コンテンツ：HDMI 入力（HDCP2.2/1.4)、DisplayPort 入力（HDCP1.4）

●動作環境温度 / 保管環境温度：0〜45℃/-20〜60℃ ●動作環境湿度 / 保管環境湿度：0〜90%（結露なきこと）
●入力最大解像度：4096 x 2160 @60Hz、3840 x 2160 @60Hz、3840 x 2400 @60Hz
●出力最大解像度：1920 x 1080@50Hz、1920 x 1080@60Hz ※出力は 1920 1080 のみ対応。 ●電源：AC 100-240V
●最大消費電力：27.5W（AC110V の場合） ●外形寸法：幅 440 高さ 44 奥行き 181mm（突起物含まず） ●重量：2.3kg

※表示の機器類は、生産、仕入れなどの状況により、予告なく仕様を変更する場合がございます。
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https://www.o-to-mo.com

ファンテック株式会社
〒545-0013 大阪市阿倍野区長池町 4 番 16 号 TEL 06-4399-9611 FAX 06-4399-9612
〒274-0824 千葉県船橋市前原東 2 丁目 10 番 3 号 ウェルズ 21 津田沼パート 8
TEL 047-411-5006

FAX 047-411-5009

E-mail : f̲info@fantec.jp WebSite : https://www.fantec.co.jp

B 号室

