
 

タッチパネル

デジタルサイネージ24インチ

防水対応無料コンテンツ先進の特許技術

見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも＊画面の情報操作可能。

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。　画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

商品コード W B 2  0 2 4 2 1  0 0 1

近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

多彩なコンテンツ 建機用タッチパネル スライドショー
標準コンテンツを多数ご用意　　　近隣の方が直接操作できます。　　透明仮囲の裏でも自動切換え表示

騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 

東京都中央区日本橋３－１２－２
朝日ビルヂング８階
ＴＥＬ 03-6854-2020
ＦＡＸ 03-6854-2024

プラザ事業部

他にも、

ヒヤリハット、KY活動

など現場系コンテンツ

が多数あります。

屋外用 55インチ

 ■取付イメージ　単管例

 ■標準同梱物

■屋外用24インチ主要スペック  ■標準コンテンツ

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

　外付け制御BOX/単管クランプｘ２/
　鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

意匠第 1612513号　建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クェスタ株式会社により意匠登録されています。

仕様は予告なく変更される場合があります。

・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しする
　I　D・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。
・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。
・

本システムは、クェスタ株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

 ■社外オプション

　AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
　振動騒音計表示/など

仮囲い取付例イメージ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、
無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！

外付け制御BOX（PC-BOX）

サイネージモニタ本体

配線は全部で３本行います。
（HDMI/USB/電源）



 

 

タッチパネル

デジタルサイネージ32インチ

豊富な拡張無料コンテンツ先進の特許技術

見て、使ってもらえるサイネージで現場情報を発信します！

建設現場向けデジタル地域交流看板 に最適なオールインワン設計です。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも＊画面の情報操作可能。

*管理PCにインターネット通信環境が必要です。　画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

商品コード W B 2  0 3 2 2 1  0 0 1

近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

多彩なコンテンツ 建機用タッチパネル スライドショー
標準コンテンツを多数ご用意　　　近隣の方が直接操作できます。　　透明仮囲の裏でも自動切換え表示

騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 

東京都中央区日本橋３－１２－２
朝日ビルヂング８階
ＴＥＬ 03-6854-2020
ＦＡＸ 03-6854-2024

プラザ事業部

屋外用 55インチ

 ■取付イメージ　単管例

 ■標準同梱物

■屋外用24インチ主要スペック  ■標準コンテンツ

脚付き筐体で単管取付がカンタン！

　外付け制御BOX/単管クランプｘ２/
　鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

意匠第 1612513号　建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クェスタ株式会社により意匠登録されています。

仕様は予告なく変更される場合があります。

・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しする
　I　D・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。
・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
※はなれた事務所から簡易気象計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。
・

本システムは、クェスタ株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

 ■社外オプション

　AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
　振動騒音計表示/など

仮囲い取付例イメージ

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、
無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！

外付け制御BOX（PC-BOX）

サイネージモニタ本体

配線は全部で３本行います。
（HDMI/USB/電源）

32V型ワイドLG液晶

設置方向 横置き

液晶部 最大解像度 1,920×1,080ドット

輝度 2500cd/m²

表示画面サイズ 横698.4×縦392.9（mm）

タッチ
　パネル

検出方式 静電容量センサー方式

制御部
外付けPC部 /
マザーボード

CPU J4105 /RAM4G/SSD 64G/ IoTエ
ンタープライズ

IPad 投影 オプション対応

通信方式 ４G型トングル/WIFI/LAN

スピーカー出力 10W+10W（6Ω）

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力 200W～300W 気温、明るさによる

周囲条件 使用温度範囲 ー10～35℃

使用湿度範囲 20～80％（結露なきこと）

防水防塵 IP55

外形寸法 幅865×高さ710×奥行200（mm）

本体重量 約50kg

液晶パネル

他にも、

ヒヤリハット、KY活動

など現場系コンテンツ

が多数あります。



 

 

500㎜パネル2枚分にフィットする横幅990mm

タッチパネル

デジタルサイネージ37インチ

防水対応無料コンテンツ先進の特許技術

見て、使ってもらえる、工事の告知・その他お知らせ表示板

建設現場向けデジタル地域交流看板

多彩なコンテンツ 建機用タッチパネル

に最適なオールインワン設計です。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも＊画面の情報操作可能。

*操作側にインターネット通信環境が必要です。　画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

商品コード W B 2  0 3 7 2 1  0 0 1

近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

スライドショー
標準コンテンツを多数ご用意　　　近隣の方が直接操作できます。　　透明仮囲の裏でも自動切換え表示

騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 

東京都中央区日本橋３－１２－２
朝日ビルヂング８階
ＴＥＬ 03-6854-2020
ＦＡＸ 03-6854-2024

プラザ事業部

屋外用 55インチ  ■標準コンテンツ

 ■取付イメージ　単管例

 ■標準同梱物  ■社外オプション

■屋外用37インチ主要スペック

外付け制御BOX/単管クランプｘ２/鍵/
取扱説明書/ケーブル類/ほか

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、
無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！

他にも、

ヒヤリハット、KY活動

など現場系コンテンツ

が多数あります。

　AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
　振動騒音計表示/など

意匠第 1612513号　建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クェスタ株式会社により意匠登録されています。

本システムは、クェスタ株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

仕様は予告なく変更される場合があります。

・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しする
　I　D・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。
・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
※はなれた事務所から簡易気象計や騒音振動計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。
・

オリジナルラジオ体操

外付け制御BOX（PC-BOX）

サイネージモニタ本体

筐体にクランプ直付けで単管取付がカンタン！

仮囲い取付例イメージ



 

 

見て、使ってもらえる、工事の告知・その他お知らせ表示板

タッチパネル

デジタルサイネージ42インチ

防水対応無料コンテンツ先進の特許技術

建設現場向けデジタル地域交流看板

多彩なコンテンツ 建機用タッチパネル

に最適なオールインワン設計です。

AC電源100V接続すれば、無線でどこからでも＊画面の情報操作可能。

*管理用PCにインターネット通信環境が必要です。　画像はすべてイメージであり実物と異なる場合があります。

商品コード W B 2  0 4 2 2 1  0 0 1

近隣住民の方々との接点、工事現場の窓として活躍します。

スライドショー
標準コンテンツを多数ご用意　　　近隣の方が直接操作できます。　　透明仮囲の裏でも自動切換え表示

騒音振動計表示は別途測定機器等システムオプションが必要です。

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 

東京都中央区日本橋３－１２－２
朝日ビルヂング８階
ＴＥＬ 03-6854-2020
ＦＡＸ 03-6854-2024

プラザ事業部

屋外用 55インチ  ■標準コンテンツ

 ■取付イメージ　単管例

 ■標準同梱物  ■社外オプション

■屋外用42インチ主要スペック

筐体にクランプ直付けで単管取付がカンタン！

　外付け制御BOX/単管クランプｘ２/
　鍵/取扱説明書/ケーブル類/ほか

インターネット環境から、現場でお使いの図面や配置図を登録したり、
無料コンテンツの種類をや順番を自由に選べます！

他にも、

ヒヤリハット、KY活動

など現場系コンテンツ

が多数あります。

　AppleTV画面連携/遠隔電源管理システム/WEBカメラ連動/簡易気象計/
　振動騒音計表示/など

意匠第 1612513号　建設現場を囲うパネルに単管パイプによるディスプレイ装置嵌め込み利用は、クェスタ株式会社により意匠登録されています。

本システムは、クェスタ株式会社によるJITANシステムにより構成されています。

仕様は予告なく変更される場合があります。

配線は全部で３本行います。
（HDMI/USB/電源）

・インターネットに接続したPC等から、デジタルサイネージを設定します。
・コンテンツは、インターネットに接続したPC等から、お申し込み時にお渡しする
　I　D・パスワードを使って、ご自由に選んでお使いください。
・週間作業予定の入力や、簡易気象計の警報メール設定、ログ管理を行います。
・表示設定した画面は、事務所に居ながらにして、設定パソコン上でも確認することができます。
※はなれた事務所から簡易気象計や騒音振動計の数値ほかサイネージ画面の表示が可能です。
・

仮囲い取付例イメージ

外付け制御BOX（PC-BOX）

サイネージモニタ本体



 

 

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE

に最適なオールインワン設計です。



 

 

■屋外用43インチ主要スペック

10W+10W（6Ω）

20～80％（結露なきこと）

外形寸法



コンテンツ標準 建機用タッチパネル PC/通信SIM装備

標準装備

お客様ご準備

サーバー

インターネット

 

 

タッチパネル 防水対応無料コンテンツ

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 

GL



 

 

タッチパネル 防水対応無料コンテンツ

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE



 

 



 

 

タッチパネル

レンタルします ! NETIS 登録番号 KT-170083-VE
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