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管理用アプリ不要 簡単セットアップ 使いやすいWebUI マルチプラットフォーム対応

インターネット環境があれば

ブラウザだけで管理できます

サーバやデータベースの
知識は不要で
簡単セットアップ

管理画面は、
シンプルで使いやすい

マルチデバイス対応のWebUI

プレーヤーアプリは、
WindowsやAndroid、

webOS等に対応しています
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DISE CLOUD（ダイスクラウド）は、高性能・高品質な機能を簡単な操作で使用できる、

マルチデバイス / マルチプラットフォーム対応の、クラウド型デジタルサイネージの配信管理サービスです。

いつでもどこからでも。
クリエイティブな
デジタルサイネージをクラウドで。

webOS

Windows

webOS

Android



インターネット経由で外部のCMSやSNS
などから情報を取得し、サイネージへ
　表示させることができます。
　　運用の手間やタイムリーな情報配信
　　　など様々メリットがあります。

対応するSTB（再生用PC）一体型
のモニターで簡単に導入する
ことができます。Wifi接続にも
対応可能で、面倒なケーブルの
引き回しが不要です。

X P R E S S

STB（再生用PC）の導入コスト
を抑えつつ、表示デバイス
（モニターやLED等）の選択範囲
を広げることが可能です。

X P R E S S

ご要望に合わせて、ハードウェア
を自由に変更することができる
ので、4Kやタッチパネル等の
コンテンツを導入することが
可能です。

PREMIUM
A n d r o i d W i n d o w sFor W i n d o w sForForw e b O SFor

4K /タッチパネル 外部情報との連動Andro i d -STB一体型モニター

PREMIUM

WEB・CMSと外部の情報や
機能とリアルタイムに連動し
コンテンツとして表示すること
ができます。

SNSXML

CSVCMS

例：天気予報 / 災害情報 / SNS等

webOS搭載

Wifi
接続

店舗A

店舗B 店舗C

店舗Dweb
OS

Webブラウザでラクラク運用！ PC、タブレットやスマートフォン等の様々なデバイスから、
画像・動画などのコンテンツをクラウド上へ登録し、リモートのプレーヤーへ簡単に配信することができます。

コンテンツ放映ステータス / ログ送信管理・運用

ユーザーの使用制限を設定することがで
きます。管理者は登録したコンテンツを
事前に確認することが可能で、誤った
情報配信を防ぐことができます。

管理者

外部連携

（本部）

（CMS / SNS）

ユーザー権限の管理も

タブレットやスマートフォン
でもご利用頂けます。

スマートフォンでも

モニターとSTB（再生用 PC）が一体型の
簡易型のサイネージから4Kやタッチ
パネルなどプレーヤーライセンスに
あわせて、様々な運用形態をとることが
できます。外部情報を取り入れた、サイ
ネージ運用も可能です。

簡易型から4Kまで

CMSやSNSとの連携！※

テンプレートで簡単更新

クリエイティブなデジタルサイネージをクラウドで

ブログ感覚でコンテンツの制作が可能です

CMS
XML
など

ユーザーC
（店舗スタッフ）

ユーザーB
（店舗スタッフ）

ユーザーA
（店舗スタッフ）

※オプション対応



ローカルストレージ自動管理
プレーヤーにダウンロード済みのコンテンツ
は不要になった際に自動的に削除され、
少ないストレージ容量で運用することができ
ます。

DISE CLOUDの番組編成は、使いやすいプレイリスト
形式。プレイリストにコンテンツを登録して、放映
順序を指定するだけで簡単に番組を編成できます。
初めてデジタルサイネージを運用する方や、PCの操作
に不慣れな方でも安心してご使用いただけます。

万が一、プレーヤーのハードウェア故障等により放映
異常が発生した場合でも異常を検知し、管理者へ
自動的にメール通知します。プレーヤーのステー
タスは、WebUI上からいつでも確認できます。

DISE CLOUD のプレーヤーアプリケーションは、
マルチプラットフォーム対応のシンプルで簡単な
「XPRESS プレーヤー」と、Windows OS 専用の
多機能・高性能・クオリティ重視の「PREMIUM
プレーヤー」をご用意。

オフライン再生機能
一時的にインターネット回線が切断されて
サーバへ接続できなくなっても、事前にダウン
ロード済みのコンテンツをスケジュール通り
に再生します。

同期再生機能
同じプレイリストを使用して、複数のプレー
ヤーを同期再生することができます。

外部システム連携対応※

DISEシステム以外の別システムと連携した
システムを構築することができます。

タッチパネルコンテンツ対応
タッチパネルを利用したインタラクティブな
コンテンツを配信することができます。

4K動画再生
4K解像度の動画や静止画などのコンテンツ
を表示、再生することができます。

その他、さまざまな機能が使用いただけます

番組編成は直観的な操作で簡単！ 安心の死活監視機能を搭載 選べるプレーヤーライセンス

運用に合わせて豊富な機能から選んで使用いただくことが可能です

DISE CLOUDの豊富な機能

中央一括管理 ステータス監視 メールアラート機能

ログ取得・表示 放映履歴レポート ユーザー権限機能

デザインテンプレート機能 スケジュール機能 プレビュー機能

個別・一括配信機能 マルチデバイス

放映プレイリスト編集

モニタリング

アラート

コンテンツ登録

OK

OK

webOS Android Windows

配信

※オプション対応。詳しくはお問い合わせください。



〒192-0082  東京都八王子市東町5-5 ハルズ八王子ビル8F
URL  http://quickvision.funfactory.co.jp
TEL  042-631-1316    FAX  042-631-1317
E-MAIL  planning@funfactory.co.jp

株式会社ファン・ファクトリー
DISE販売代理店  /  デジタルサイネージソリューション

DISE International AB
DISE Headquarters
https://www.dise.com
Järnvägsgatan 6, 652 25, Karlstad

DISE Asia 
アジア地区統括
Unit 605, 6/F, Hung To Centre,
94-97 How Ming St., Kwun Tong Hong Kong 

株式会社ダイスジャパン
DISE Software 販売・管理・サポート
http://disejapan.co.jp　TEL : 042-660-0350

DISE Japan

Youtube

1-2017-02

Facebook
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プレーヤーアプリケーションは、必要な機能や用途、設置環境、条件、
ご予算等に合わせて自由な組み合わせでお選びいただけます。

選べるプレーヤーライセンス

webOS/Android OS 対応プレーヤー。
静止画や動画等でシンプルで簡単にサイネージを
利用したい方に最適なライセンスプランです。

対応プラットフォーム

ご利用台数

webOS 1.0 / 2.0 / 3.0 / Android 4.0以上

１台から

Windows 7 以上

１台から

簡単セットアップ

ローカルストレージ自動管理

オフライン再生機能

同期再生機能

外部システム連携対応

タッチパネルコンテンツ対応

4K動画再生

Windows OS専用プレーヤー。
高品質・多機能で自由度の高い、
性能重視のライセンスプランです。

機能比較

※1： Android用アプリはベータ版となります（2017年2月現在）
※2： 要件に合わせてオプションにて対応
※3： シングルタッチのみ対応 / コンテンツ制作・オーサリング作業もオプションにて対応

●XPRESSプレーヤーとPREMIUMプレーヤーには各種推奨のプレーヤーPCやモニターが御座います。推奨機器の詳しい情報に関しましては、お問い合わせください。

※2

※3

※1

●取扱代理店《お問い合わせは下記の販売代理店様へ》


