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フルカラー LEDディスプレイ
設置事例集
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弊社製品の強み
Advantage

Sectoral

弊社主力製品 は

大型の LEDディスプレイになります。
この連結機能により、例えば特注の大型 LED
ディスプレイを発注されるよりも、当製品を
複数連結したほうが価格を低く抑え、納期を
大幅に短くすることが可能となります。

特注品
縦３×横４台連結

(縦 2,880×横 3,840mm）縦３,000×横４,000mm

納　期 ２ヶ月～３ヶ月 最短１週間

都度お見積り 既成品のため
据え置き

都度打ち合わせ

都度打ち合わせ

複数から
選択可能

専用ソフト
を使用

システム

価　格

管理ソフト

Exmaple
例 ：3,000×4,000 のフルカラービジョンを

導入する場合

ティッカーＬＥＤ事例
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20mmピッチマルチカラー

6mmピッチ白単色 LED

商業分野

  外形サイズ：10,240(W) × 320(H) mm
   文 字 段 数：32 文字 1 段

浅草ティッカーＬＥＤ

ＬＯＶＥ  ＦＭ 様

東京都台東区

ラジオ局
福岡県福岡市

商業分野
  外形サイズ：4,992(W) × 96(H) mm
  文 字 段 数  ：52 文字 1 段

2

1

表示機図面



特注フルカラーＬＥＤ事例
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6.25mmピッチフルカラー
商業分野さがみ典礼 様8

プリエ加須 プリエ三郷中央

飯能葬斎センター 東所沢駅前葬斎センター 志木葬斎センター 東浦和葬斎センター 仕様
SMD素子 屋外対応
　　　　   ユニットＬＥＤ

ピッチ
解像度
外形寸法

6.25mm
120×360=43,200
　　　　　　　　　　ドット

750(W)×2,250(H)mm

久喜葬斎センター プリエ杉戸高野台大宮駅東口葬斎センター プリエ加須

ＧＲＡＶＯ６  事例
単体設置

2 タケダ歯科 様
歯科医院

秋田県大仙市

商業分野

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

肉のやまひろ 様
飲食店

大阪府貝塚市

商業分野
  外形サイズ：1,280(W) × 960(H) mm
  解　像　度：192 × 144 pixels

  外形サイズ：1,280(W) × 960(H) mm
  解　像　度：192 × 144 pixels

1 台設置

1 台設置

1
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ＧＲＡＶＯ６  事例
単体設置

3

4

注意喚起ＬＥＤ

アップルランド高山店 様

建築機械レンタル業

中古車ディーラー
岐阜県高山市

コントローラ：BrightSign + キーボード 交通分野

システム図

  外形サイズ：1,280(W) × 960(H) mm
  解　像　度：192 × 144 pixels

  外形サイズ：1,280(W) × 960(H) mm
  解　像　度：192 × 144 pixels

1 台設置

1 台設置
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■表示機への転送方法は、スケジュールソフトから
　ＳＤカードへ書き出して、ＳＤカードをメインコントローラへ
　差し込みます。
■表示の切り替えは、予め設定したキーボードとコンテンツの
　紐づけで切り替えます。
　例）「ａ」を押すと、「左に寄れ」
　　　「ｂ」を押すと、「右に寄れ」　など

商業分野

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

特注フルカラーＬＥＤ事例
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7 深川不動堂 様
寺院

東京都江東区

商業分野

  外形サイズ：2,500(W) × 1,500(H) mm
  解　像　度：360 × 216pixels

6.9mmピッチフルカラー

システム図

10mmピッチフルカラー
商業分野

  外形サイズ：2,560(W) × 3,840(H) mm
  解　像　度：256 × 384 pixels

浅草フルカラーＬＥＤ

東京都台東区

6

コントローラ：BrightSign

コントローラ：BrightSign ライブ配信

ライブ配信



特注フルカラーＬＥＤ事例
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4 宜野座村 様

沖縄県国頭郡

商業分野

  外形サイズ：8,000W) × 960(H) mm
  解　像　度：400 × 48pixels

20mmピッチフルカラー

5

商業分野

  外形サイズ：1,500(W) × 2,000(H) mm
  解　像　度：384 × 512 pixels

みなしんビジョン

香川県高松市3.9mmピッチフルカラー

屋内用

ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結
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商業分野

  外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels横 2 ×縦 2 台連結

ＡＵ携帯ショップ 様
モバイル事業
青森県弘前市

1

2 朝日自動車サービス 様
自動車整備

兵庫県神戸市

商業分野

  外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels横 2 ×縦 2 台連結

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ



ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結

Page 06

3 旅館　善屋 様
温浴施設

熊本県山鹿市

商業分野

エビス食品 様
ベーカリー

沖縄県名護市

商業分野

  外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels

  外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels

横 2 ×縦 2 台連結

横 2 ×縦 2 台連結

4

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

特注フルカラーＬＥＤ事例
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福岡銀行 様
銀行業

福岡県福岡市

商業分野
  外形サイズ：960(W) × 640(H) mm
  解　像　度：192 × 96 pixels1 台設置

MESH LED
屋内用

2

コクミンドラッグ本社ビル 様

商業分野

  外形サイズ：11,200(W) × 16,640(H) mm（190 ㎡）
  解　像　度：560 × 832 pixels 

3
20mmピッチフルカラー ドラッグストア

大阪府大阪市中央区



ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結

Page 10

福岡銀行　薬院支店 様
銀行業

福岡県福岡市

商業分野

  外形サイズ：2,880(W) × 1,440(H) mm 
 解　像　度：288 × 144 pixels

10mmピッチフルカラー

7

1

コザ十字路広告看板
広告業

沖縄県沖縄市

商業分野
  外形サイズ：3,840(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：576 × 288 pixels横 3 ×縦 2 台連結

特注フルカラーＬＥＤ事例

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結

Page 07

5 リッチョウホーム 様
不動産業

埼玉県さいたま市

商業分野

  外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels横 2 ×縦 2 台連結

6 みつまる自動車 様
自動車整備・車検

愛知県半田市

商業分野

横 2 ×縦 2 台連結   外形サイズ：2,560(W) × 1,920(H) mm
  解　像　度：384 × 288 pixels

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ



ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結
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1 日本典礼 様
葬儀業

東京都足立区

商業分野
  外形サイズ：2,560(W) × 960(H) mm
  解　像　度：384 × 144 pixels

  外形サイズ：2,560(W) × 960(H) mm
  解　像　度：384 × 144 pixels

横 2 ×縦 1 台連結

サンキューメガネ 様
メガネ店

秋田県秋田市

商業分野

横 2 ×縦 1 台連結

2

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

ＧＲＡＶＯ６  事例
マルチ連結

Page 09Page 09

3 ＪＡわかやま かほく支店 様
農業協同組合

和歌山県和歌山市

  外形サイズ：1,280(W) × 2,880(H) mm
  解　像　度：192 × 432 pixels

商業分野コントローラ：PBOX

4
不動産業

神奈川県横浜市

コントローラ：CLS ニュース配信：読売新聞 商業分野

HDMI－DVI

システム図

  外形サイズ：3,840(W) × 960(H) mm
  解　像　度：576 × 144 pixels

アサヒ建装 様

横 1 ×縦 3 台連結

横 3 ×縦 1 台連結

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ

6.67mmピッチフルカラー LEDディスプレイ
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