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デジタルサイネージを新たな次元へ

MAFI のデジタルサイネージは Android OS を搭載した
双方向コミュニケーション・ツールです

Android OS・マルチタップ機能を搭載することで
写真・動画の再生はもちろん、様々なアプリをインタラクティブに

活用できる環境を整えました
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Japan Quality

海外法人に日本人スタッフが常駐し
設計から部品の選定、生産、出荷まで品質管理を徹底しています

生産・貿易・卸売をワンストップで実施することにより
高品質ながらも低価格のサイネージを実現しました

どこでもコンシェルジュは幅広いビジネスシーンに対応した次世代型サイネージです

情報をタイムリーに伝える広告媒体や、お客様をもてなすウェルカムボード
顔認証システムやタッチ機能によるインタラクティブな活用など

状況に応じて様々なツールに変化します

アイディアとコンテンツ次第で活用方法は無限に広がります

Android OS

タッチ式

薄型

2㎝

広視野角パネル

178°

フレームレス設計

ネットワーク管理 LAN・USB・HDMI
SD・WiFi 対応

連続稼働

24h



活用シーン

フレームレス・広視野角

フレームレス設計であるため、インパクトのある映像を大画面
で表示することができます
また広視野角パネルを採用しており、左右角度のある場所から
見ても輝度や色の変化を抑え、鮮明な映像を表示します

　　タッチパネル・ネットワーク

タッチパネル方式により、受け手の反応を見やすいインタラク
ティブなコンテンツも利用可能です
インターネットに接続することで、ウェブコンテンツや SNS
との連動など、様々なシーンに対応できます
また遠隔での操作により、状況に応じたインフォメーション
ツールとしても活用できます

　　

・休憩スペースに設置することで、各店舗の情報を効率的に宣伝できます
・施設内の案内マップとして活用できます
・子ども向けコンテンツを組み込むことでコミュニケーションツールとして
  も活用できます

・タイムリーな情報を発信することで、集客効果が期待できます
・音が出ることで、メニューやお店のイメージを鮮明に伝えることができます
・タッチ式であれば、受付対応ツールとしても活用できます

・フロアマップを表示することで、お客様をスムーズに案内できます
・多言語表示システム導入することで、インバウンドにも対応できます
・緊急時の連絡掲示板としても活用できます

・大型サイネージで新製品の動画を流すことで、より効果的な PRができます
・テレビカメラの映像をライブ配信することで、注目度を向上できます
・タッチ機能を活かした体感型のコンテンツを導入する事で、集客効果を高
  めます

・休診情報や担当医の診察日など、必要な情報を的確に伝えます
・張り紙やポスターを減らすことで、快適で清潔な空間を作ります
・ヒーリング効果のある映像と BGMを流すことで、待ち時間のストレスを
  軽減します

・店内のイメージを流すことで、お店に入りやすい環境を作ります
・美容室のオリジナルサービスや商品を効果的に宣伝できます
・スタイリスト情報やおすすめメニューを表示することで、ブランディング
  効果にも繋がります

ショッピングモール 飲食店

ホテルヘアサロン

病院・クリニック 展示会



・PSE・RoHS・CCC・CE・FCC

総務省の定める電波法例で、技術基準に適合している無線機であることを証明するマークです。

当社の製品は技適マークを取得しているため、Wifi 機能を安心してお使いいただけます。

製品スペック

　多彩な入力端子を搭載

USB,HDMI,SD,LAN を標準搭載しています
メディアプレイヤーも内蔵しているため、STB などの外部機器
が不要で、静止画やムービーなどお手持ちのコンテンツも簡単
に活用できます
標準搭載のデュアルスピーカーによる迫力のあるサウンドを
使った映像演出も可能です

　スタイリッシュデザイン

映像が際立つフォルムを採用しました
厚さ 2 ｃｍの超薄型でありながら、接続端子や配線を背面に収
納できるので、置き場所を選ばずスマートに活用できます
ファンレス機能搭載により静音性を確保しているので、空間演
出にこだわった店舗やスペースにも溶け込みます
ミラータイプは、鏡の中に浮かび上がるような映像を表示する
ので、魅力的な空間を作ることが可能です

製品 スタンド型サイネージ タッチパネル式
スタンド型サイネージ ミラーサイネージ 壁掛けサイネージ

外観

イメージ

型番 RD-43 RD-55T RD-43M RD-43W

外形寸法 H1810mm×W592mm× D20mm H1960mm×W765mm× D25mm H1810mm×W592mm× D20mm H592mm×W1004mm× D54mm

ディスプレイ 43 インチディスプレイ 55 インチディスプレイ 43 インチディスプレイ 43 インチディスプレイ

重量 約 38kg 約 56㎏ 約 38kg 約 20kg

解像度 1920 × 1080（フル HD） 1920 × 1080（フル HD） 1920 × 1080（フル HD） 1920 × 1080（フル HD）

輝度 300 ～ 450cd/㎡ 300 ～ 450cd/㎡ 300cd/㎡ 300 ～ 450cd/㎡

ポート USB ポート× 4,HDMI ポート USB ポート× 4,HDMI ポート USB ポート× 4,HDMI ポート USB ポート× 4,HDMI ポート

消費電力 70 ｗ 95 ｗ 70 ｗ 65 ｗ

システム Android 5.1.1 Android 5.1.1 Android 5.1.1 Android 5.1.1

使用環境 -10 ～ 40℃ / 結露なきこと ( 直射日光は避けてご使用下さい )

付属品 保証書、取扱説明書、リモコン、
アンテナ、電源コード、キャスター

保証書、取扱説明書、
アンテナ、電源コード、キャスター

保証書、取扱説明書、リモコン、
アンテナ、電源コード、キャスター

保証書、取扱説明書、リモコン、
アンテナ、電源コード

ディスプレイ
ラインナップ 32 ～ 65inch 32 ～ 65inch 43inch 15 ～ 86inch

電波法技術基準適合証明製品

各種タッチパネル式もございます

技適マークとは？

その他認証

□White
■ Black

■ Black□White
■ Black
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