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液晶デジタルサイネージ
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屋内用シースルーＬＥＤ
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大型対応フルカラーＬＥＤビジョン

2,880

2,560

LAN ケーブル

LANケーブル

連結して大画面で表示仕様
LED タイプ

高輝度 SMD（チップ型）
輝度

約 5,000cd/㎡

ピクセルピッチ

6.67mm
ピクセル数

27,648 dot
視野角

140度（水平）/90度（水平）

消費電力（AC100V 電源使用時）

760W（最大）（780VA）/310W（平均）（320VA）
消費電力（AC200V 電源使用時）

730W（最大）（760VA）/300W（平均）（310VA）

階調数

16 bit 出力
主な材質

アルミニウム
質量

39kg

動作環境条件

気温 :-20 ～ 50℃ 湿度 :10 ～ 90％（ただし結露しないこと）

解像度

192 × 144 pixels

メンテナンス

フロント /リア

外形サイズ

 約1,280（W）×960（H）×125（D）

設置例

４台設置（縦２×横２台） ２台設置（縦１×横２台） ３台設置（縦３×横１台）

GRAVO ６は設置スペース
に応じて、縦にも横にも
連結取付けが可能。たく
さん繋げるほど大画面と
なり、表現力、インパク
トともに増大します。

型番：LD-FE0660S
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大型対応フルカラーＬＥＤビジョン

最大解像度
片面設定時：768× 576 dot
両面設定時：768× 288 dot
　　　　　　　（片面当たり）

768 (W）×576 (H）ドット
32,768色（ 687 億色中 32,768 色使用）
ＵＳＢポート×４、ＬＡＮ
AC100 ～ 240 V （ 50/60Hz）

約10 W
気温 : - 10 ～ 40℃ 湿度 :10 ～ 90％（ただし結露しないこと）
 約230（W）×64（H）×230（D）（DVI ケーブル突起部含む）

約870 g （本体のみ）
屋内仕様（非防水） ※屋外設置の場合、防水ボックス内に収納してください

最大制御可能ドット数
表示色

外部Ｉ／Ｆ
電源電圧
消費電力

外形寸法
質量

設置条件

動作温度

仕  様

4.8ｍｍピッチ2.6ｍｍピッチ1.9ｍｍピッチ 3.9ｍｍピッチ 6ｍｍピッチ 6.67ｍｍピッチ 8ｍｍピッチ
10ｍｍピッチ

16ｍｍピッチ
20ｍｍピッチ

4m3m 6m 23m 適正視認距離

近距離 遠距離

フルカラーLEDビジョン 視認距離に合わせてパネルを選べます！

2m

屋内屋内
oror

7m

屋外屋外

屋内
or

屋外

屋内
or

屋外

屋内
or

屋外屋外 屋外
11m

屋外

18m

屋外 屋外
9m5m

この他のサイズや仕様等はお問い合わせ下さい
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高精細フルカラーＬＥＤサイネージ

General Products Catalog　2022　7

高精細フルカラーＬＥＤサイネージ
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ＬＥＤサイネージ
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Web ソリューション

ＬＥＤビジョンとデジタルサイネージの問い合わせ窓口

https://lednavi-avl.com/

（運営元：株式会社Ｍビジュアル）

ＬＥＤ-ＮＡＶＩは、ＬＥＤビジョンやデジタルサイネージをご検討の皆様に
寄り添い、導入や運用についてのノウハウをお伝えするサイトです。

運用方法

業界提案

製品紹介

設置事例
当社にて設置した各種
表示装置の設置事例を
公開しています。
地域、製品別に検索が
可能。お客様がご検討
中のタイプが実際に設
置されたとき、どんな
感じになるかのイメー
ジを感じ取っていただ
くことができます。

業界によっては特別な
システムが必要となる
場合があります。野球
場のスコアボード表示
や葬儀場の故人名表示、
ガソリンスタンドの価
格表示 etc…。
このような業界向けの
個別提案も承っており
ます。

機体にコンテンツを表
示するにはさまざまな
方法があります。USB
メモリ転送、LAN通信、
スマホ、インターネッ
ト配信、一斉同報、ラ
イブ配信 etc…。
お客様にピッタリの運
用方法はどれか、選ん
でいただけます。

弊社で取り扱っている
通常販売製品を紹介し
ております。ほとんど
が屋外対応のＬＥＤ表
示装置またはデジタル
サイネージです。
これらの製品に関する
お問い合わせは、ペー
ジ内専用フォームより
ご相談ください。

ＬＥＤ-ＮＡＶＩ直販店舗
販促関連などの商品を集めた
ネットショップ

ＬＥＤ表示機、デジタルサイネージ関連商品、その他
さまざまなお役立ちアイテムを販売しています。
商品掲載につきましては随時お問い合わせください。

デジタルサイネージ会員制素材サイト

DSポータル

画像も、音も、映像も！コンテンツ制作に役立つ素材が、よりどりみどり取り放題！

ＴＢグループ トップページ （http://www.tb-group.co.jp） >>> 「ユーザーサポート」にアクセス

放題！

セス

１  重ねて使える素材集 2  あわせて使える音声 3  そのまま使える動画

写真や動画の上に重ねて使える素材集を豊富
にご用意。キャラクターや飾りフレーム、季
節ものなど盛りだくさんです。

「いらっしゃいませ」「ただいまキャンペーン
実施中です」など店舗や施設で役立つ音声を
さまざまなパターンで収録。

お持ちのデジタルサイネージ機体でそのまま
使用可能な動画コンテンツをご用意。店舗や
施設のご案内やイベントなどに役立ちます。
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導入事例
大型ＬＥＤビジョン

交差点に３台設置し、豊田市やラグビーの宣伝のほ
か、道路標識なども表示しています。

お客さまの声お客さまの声

豊田市役所  様
フルカラーＬＥＤ　3.9mm ピッチ　256×256 pixels

琉球村  様
フルカラーＬＥＤ　16mm ピッチ　256×192 pixels

琉球村についての情報やコマーシャル等を放映し
ています。

お客さまの声お客さまの声

駅から歩いてくると正面に見えてくるロケーションで、よく目立ち、商店街のシンボルとして存在感を放っています。
商店街の店舗案内や公共的な内容、一般広告のほか、中野区と里・まち連携している自治体のＰＲなども表示予定です。

お客さまの声お客さまの声

中野ブロードウェイ 様
ＧＲＡＶＯ６　横３×縦２台連結　576 × 288 pixels

LED 照明
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導入事例
フルカラーＬＥＤビジョン

単色ＬＥＤサイネージ

店舗のコマーシャルや各種情報を放映しています。

お客さまの声お客さまの声

大島自販  西那須野店  様
NS-SWM4116W（ホワイトエコバンWR　４文字タイプ）

大画面と高精細なサイネージを活用し、各種宣伝を
行っています。

お客さまの声お客さまの声

株式会社　ひまわりケアサービス 様
ＧＲＡＶＯ６　横２×縦２台連結　384 × 288 pixels

出動する際の注意喚起を表示しています。

お客さまの声お客さまの声

埼玉県某消防署  様
モノカラーＬＥＤ　25mm ピッチ　赤単色

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を
放映しています。また交通量が多いロケーション
を利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、
個性あふれる会社のアピールに貢献しています。

お客さまの声お客さまの声

株式会社 ホンダエフワン Honda Cars 島田西 中溝店 様
ＧＲＡＶＯ６　横２×縦１台連結　384 × 144 pixels
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導入事例
フルカラーＬＥＤビジョン

店舗の内装デザインと映像の融合を実現することに
より、新感覚の空間演出を実現しています。

お客さまの声お客さまの声

R Beauty CLINIC  様
屋内仕様高精細ＬＥＤ　2.5mm ピッチ　1,008 ×588 pixels

道路に設置し、交通状況についての注意喚起に使用
しています。

お客さまの声お客さまの声

注意喚起ＬＥＤビジョン
ＧＲＡＶＯ６　横３×縦２台連結　576 × 288 pixels

広告モデルとして、様々なCMを放映をしております。

お客さまの声お客さまの声

マルキン不動産 様
ＧＲＡＶＯ６　横３×縦３台連結　576 × 432 pixels

猿島球場スコアボード
フルカラーＬＥＤ　15mm ピッチ　786×112 pixels

専用のアプリケーションでリアルタイムに点数表
示ができる他、簡単な文章も表示が出来ます。

お客さまの声お客さまの声

LED 照明
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導入事例
シースルーＬＥＤ／フルカラーＬＥＤビジョン

大型の LEDビジョンとティッカー LEDでイベントの
宣伝を行っております。

お客さまの声お客さまの声

セントラルスクエア六区（浅草）様
上：10mm ピッチフルカラーＬＥＤ／下：20mm ピッチマルチカラー

メッシュ状の LEDをガラス越しに設置し、屋外向け
のサイネージとして使用しています。

お客さまの声お客さまの声

福岡銀行　ほけんと住まいの窓口  様
シースルーＬＥＤ　Type-P5　192 × 96 ドット

屋内用

ＪＡ共済の情報や各種イベント等の宣伝を行って
おります。

お客さまの声お客さまの声

ＪＡわかやま かほく支店 様
ＧＲＡＶＯ６　横１×縦３台連結　192 × 432 pixels

抱き合わせで設置し、通行者の両方に視認できるよ
うにしています。
表示内容は店舗のコマーシャルや各種宣伝です。お客さまの声お客さまの声

髙橋自工 様
ＧＲＡＶＯ６　２台抱き合わせ　192 × 144 pixels
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導入事例

液晶サイネージ

ＬＥＤデジタルサイネージ

なつめ薬局  様
高精細ＬＥＤサイネージ   GRABAN5

宜野座村  様
フルカラーＬＥＤ  20mm ピッチ 角 25 文字 3 段

店舗情報やサービス内容、コマーシャルなどを表示
しています。

周囲の観光スポットや飲食店などを映像やイラスト
で紹介し、地図で行き先のご案内をしております。
多言語に対応した液晶サイネージなので、外国人
観光客にもご案内できます。

営業時間や医院の情報、駐車場のご案内などを表示
しています。

宜野座村の 70 周年記念で設置されました。
各種看板とＬＥＤ ビジョンで誘致を促しています。

お客さまの声お客さまの声 お客さまの声お客さまの声

お客さまの声お客さまの声 お客さまの声お客さまの声

ケービィ  様
ＢＲＩＤ Ⅴ

浅草六区  様
ＡＬＣＥＤＯ（タッチパネル対応モデル）

LED 照明
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導入事例

渋谷クォーツタワー  様

軽自動車検査協会 八王子支所  様 丸之内ヘリオス  様

屋外に向けて、タワー内の情報や、各店舗の紹介等
を放映しています。

車検場内や各窓口の案内表示、新規受検者への
受検手順を表示しています。
交通安全運動の季節には、安全運転への呼びかけも
表示します。

ＧＰＳにより自動で時刻を修正するため、正確な時
刻をはっきりと表示できます。

お客さまの声お客さまの声

お客さまの声お客さまの声 お客さまの声お客さまの声

ティッカーＬＥＤサイネージ

ＪＦＥエンジニアリング  様
来社されたお客様に対してのウェルカムサインと
して設置しました。

お客さまの声お客さまの声


