形名

47J8SNG

42J8SNG

1,071×623×67

960×560×67

47V型

42V型

1,040×585／1,193

928×522／1,065

外形寸法
（mm）
画面サイズ
画面寸法
（mm） 幅×高さ／対角

2015.6

■基本構成

■ディスプレイ仕様一覧

質量（kg）
（卓上スタンド含む）
梱包箱寸法
（mm） 幅×高さ×奥行

13.5

11.5

1,308×708×178

1,139×643×150

18.0

14.5

梱包時質量
（kg）

「スマホでサイネージ」キット
FlashAirTM

形名：TD-EF1

USBカード
リーダ/ライタ

USB-AC
充電器

映像機器

無線LAN搭載SDHC
メモリカード

サイネージディスプレイ

消費電力
定格動作時
（W)（リモコン待機時）

186
（0.15）

181（0.15）

ディスプレイ

スマートフォン

サイネージ機能

スマホでサイネージ

●

電源On自動スタート機能

●

USBメモリ再生モード
USBメモリ対応フォーマット

静止画

JPEG

USBメモリ対応フォーマット

動画

MP4

USBメモリ再生モード機能

スライドショー間隔設定(3秒〜180秒)

スマホでサイネージモード

●

※AndroidTM端末、
iOS端末はお客様でご用意いただく必要があります。
※お客様のご用件に応じて、
アプリケーションのカスタマイズにも対応
いたします
（別途有償）
。

チューナー
地上デジタル

3

BS・110度CSデジタル

2

デジタルCATV
（C13〜C63）

●

■推奨品
壁掛け金具

イーゼルスタンド

(横取付対応)

液晶パネル
IPS方式 直下型LEDパネル［フルHDパネル］

液晶パネル方式
（ハイビジョン対応）

1,920×1,080

画素数
（水平×垂直）

700

輝度(cd/㎡)*
高画質

レグザエンジンCEVO

映像処理エンジン

●

全面直下LEDパネル

無線 LAN 機器使用上の注意事項

高音質

本機の使用周波数帯では、
電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局
（免許
を要する無線局）
及び特定小電力無線局
（免許を要しない無線局）
並びに
アマチュア無線局
（免許を要する無線局）
が運用されています。

30W（15W＋15W）

音声実用最大出力
（JEITA）

30×96／2個

スピーカー
（サイズ
（ｍｍ）
／個数）
端子
HDMI®入力端子
［1080p
（60p／24p）
入力対応］

4（オーディオリターンチャンネル、InstaPortTM S、コンテントタイプ連動対応）

ビデオ入力端子

S2：0／映像：1／音声：1［L・R］

（S2映像入力／映像入力／音声入力）
®

1
（ビデオ入力端子（音声入力）1系統と兼用）

HDMI アナログ音声入力端子

1（ヘッドホン端子兼用）

アナログ音声出力端子

1

光デジタル音声出力端子

1（汎用（ブロードバンド放送対応））

LAN端子
［10BASE-T／100BASE-TX］

１ 本機を使用する前に、
近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線
局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
２ 万一、
本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が
発生した場合には、
速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止
した上、
下記連絡先にご連絡頂き、
混信回避のための処置等
（例えば、
パーティ
ションの設置など）
についてご相談して下さい。
３ その他、
本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線
局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起
きたときは、
次の連絡先へお問い合わせ下さい。

拡張端子

−

連絡先：「東芝業務用ディスプレイ お客様相談窓口」
【一般回線・PHSからのご利用は】
（通話料：無料）0120-1048-27
【携帯電話からのご利用は】
（通話料：有料）0570-666-065

MHL端子

1
（HDMI®入力端子兼用）

本機背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

2（録画専用1／汎用1）

USB端子

2.4GHz帯
を使用

1
（アナログ音声出力端子兼用）

ヘッドホン端子

●

無線LAN内蔵

変調方式がDSSS
とOFDM方式

！

お手軽

スマートフォン や タブレットで
簡 単 に 始められる

電波干渉距離
40m以下

その他
リモコン

●
単四形乾電池
（2個）
、B-CASカード（mini B-CASカード）
、転倒防止用クリップ、

付属品

テレビ台用金具、
転倒防止用木ネジ(1本)

＊ 輝度は、
パネルの標準値です。

全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を
回避可能であることを意味する。

本機は、
日本国の電波法に基づく無線設備
（無線LAN）を内蔵しています。本機に搭載されている無線設備は、日本国内専用です。海外で使用することはできません。液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られてお
り、微細な画素の集合で表示しています。99.99％以上の有効画素があり、
ごく一部（0.01％以下）に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。長時間同じ画面を
表示したままにしていると、
画面表示を変えたときに前の画面表示が残ることがあります。
残像は、
画面表示を変えることで除々に解消されますが、
あまり長時間同じ画面を表示すると画像が消えなくなりますので、
同じ画面を長時間表示するような使いかたは避けてください。
写真は印刷の為、
実物の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●Google Play、
Androidは、Google Inc.の商標です。●iPhone、iPad、iPad Air、
iPad mini、
iPod touch、
App Storeは、
Apple Inc.の商標です。
●FlashAirは株式会社東芝の商標です。●HDMI、
HDMIロゴは、
HDMI Licensing LLC.の登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。●その他本カタログに記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
【商品の保証】
商品保証はご購入日から1年間です。取扱説明書・注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、当社指定サービス窓口が無償修理対応致します。但し、離島・遠隔地への出張修理は出張に要する実費
をいただきます。
また、
修理の際の取外し・再取付けに要する費用はお客様負担となります。
保証期間中であっても有料修理となる場合があります。保証内容については同梱の保証書の内容をご確認ください。修理の際は、
保証書に所定の事項が記入されたものをご提示ください。
●正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず
「取扱説明書」
と「安全上のご注意」をよくお読みください。●湿気、
湯気、ほこり、油煙などの多い場所に
設置しないでください。
火災、
感電、
故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●本機は日
本国内専用です。
海外で使用された場合、
当社は一切の責任を負いません。
また海外での保守サービス・技術サービスはおこなっておりません。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

ビジュアルソリューション事業本部
〒198-8710

VS第二事業部

東京都青梅市末広町2-9

お問い合わせは、下記ホームページにて受け付けています。

http://www.toshiba.co.jp/vs/
●カタログに記載された仕様、
デザインは、
設計変更その他の理由によりお断りなく変更させていただくこと
があります。
●写真はハメコミ合成のイメージです。
●すべてのハメコミ画像はイメージであり、
実際のイメージそのものではありません。

このカタログの記載内容は2015年6月現在のものです。
※写真はハメコミ合成のイメージです。
※すべてのハメコミ画像はイメージであり、
実際のイメージそのものではありません。

特長 3

特長 2

特長 1

作成が
カンタン！

送信が
カンタン！

表示が
カンタン！

3つの特長でカンタンサイネージ！
手軽にデジタルサイネージを導入したいお客様の声にお応えして、
「スマホでサイネージ」
をご用意
いたしました。パソコンや周辺機器などは必要ありません。
お持ちのスマートフォン※やタブレット※、付属のFlashAirTMだけで、すぐにデジタルサイネージを
始められます！
※すべてのスマートフォンやタブレットでの動作を保証するものではありません。
対応機種についてはホームページ（http://www.toshiba.co.jp/vs/）
の「製品情報」から「スマホでサイネージ」をご参照ください。

特長 1 作成がカンタン！
スマートフォンでカンタン！写真登録、専用のアプリ※でカンタン！コンテンツ編集

ワイヤレスでコンテンツを簡単送信！

手書き文字でコンテンツ作成

作ったコンテンツはスマートフォンからFlashAirTMにカンタン送信！

撮った写真に、無料の手書きアプリなどで書き込んだ画像を利用すれば、
簡
単に手書き看板も作ることができます。

USBカードリーダ/ライタ
に接続したFlashAirTM

写真の登録もコンテンツの編集もスマートフォンでカンタン！
表示コンテンツに合わせて選べる、縦・横テンプレートをご用意しました。
テンプレートを選び、スマートフォンで撮影した写真を登録して、コメントを入力すれ
ば簡単にコンテンツが作れます。
例えば、朝は
「モーニング」
、昼は
「ランチ」
、夜は
「ディナー」
のように、時間によって
表示を変えることもカンタン！

※あらかじめFlashAirTMと
ディスプレイの接続設定を
済ませておく必要があります。

標準セットならすぐに始められます！
①FlashAirTMを
USBカードリーダ/
ライタに接続する

②USBカードリーダ/ライタを
USB-AC充電器に接続し、
店内のコンセントにつなげる

コンセントに挿し込むと、
離れた場所からの表示も可能

TM

※専用アプリは、Google Play ストア、App Storeからダウンロードできます。

最新アプリは、Google PlayTMストア、
App Storeからダウンロードできます。
STEP スマートフォンのカメラで
写真撮影
1

STEP
2

アプリで
テンプレートを選択

STEP
3

選択したテンプレートに
写真を追加

STEP
4

テキストを入力して
完成！

高輝度ディスプレイ採用

ャ
カシ

③スマートフォンで
コンテンツを制作し、
FlashAirTMに送信

700cd/m2※の明るさで効果的に
情報をアピールすることができ
ます。

④コンテンツが
ディスプレイに表示

※あらかじめFlashAirTMとディスプレイの接続設定を済ませておく必要が
あります。

縦置き・横置きに対応

※輝度は、パネルの標準値です。
全面直下LEDパネル

縦置き、横置きに設置可能で、
用途に合わせてご使用いただけます。

カンタン設置・カンタン収納

特長 2 送信がカンタン！

薄型・設計

イーゼルスタンドは折りたたみ式かつキャスター付きなので、簡単に設置、
収納ができます。
奥行きが67mmのディスプレイなので壁掛け時など、すっきり設置するこ
※折りたたみ式イーゼルスタンドは、オプション品です。
とができます。

伝えたいことをその場でリアルタイムに表示！
タイムセール、今日のランチやディナーメニュー、パンの焼き上がりの
お知らせなど、今一番お客様に伝えたいことを写真でパチリ。コンテン
ツを作って、すぐに表示できます。

プロ並みのコンテンツを

カンタンにつくりたい！
始めたいんだけど…

ディスプレイ表示がカンタン！
毎日、ディスプレイの電源を入れるだけで、自動でスタート！
最大６台のディスプレイに同時表示可能！
Wi-Fi®環境による接続のため、FlashAirTMとディスプレイの通信料金
は不要です。
※あらかじめFlashAirTMとディスプレイの接続設定を済ませておく必要があります。

月額サービス料無料、
インターネット不要！
USBメモリを挿すだけで、
始められる！

ディスプレイ1台で

特長 3 表示がカンタン！

毎月、お金がかかる
のも困るわ

お手軽
サイネージディスプレイ

スマートフォンで撮った
写真をそのまま使える
といいね

ネットワークの
設定とか難しそう

※表示するコンテンツのファイルを保存したUSBメモリをご用意いただく必要が
あります。
※「スマホでサイネージ」基本構成の中のディスプレイのみの製品です。

形名：42J8SNG / 47J8SNG

