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屋外で使える防水仕様
屋外で使
移動用ハンドル
ンドル

防水防塵規格 IP54※背面は IP44
を取得、屋外で使用可能。

高輝度 2,000 カンデラ



昼間でも認識可能な 2,000
00 カン
デラの高輝度液晶パネルを
デラの高
パネルを採用。
採用。
デラの高輝度液晶パネルを採用。

スタイリッシュボディ

シンプルな黒塗装ボディはどこに
でも置ける高級感ある見た目にな
っています。
※表面は強化ガラス 4ｍｍ( 光沢 )
になります。

1 日 8 時間使用の場合、25 円 /Kwh にて試算

USB のデータを本体に取り込み再生。
シンプルな設定で、毎日電源の ON・
OFF だけで自動再生されます。
※本体のみでは、データ再生はできません。

屋外対応

ワンタッチ自立スタンド

フロント

IP54

完成品なので、スタンドを開くだけ
で設置完了。

（リアは IP43）

高輝度

2,000 カンデラ

・32 インチフル HD 高解像度液晶パネル
・5W スピーカー ×2 個内蔵
・コントラスト 1100：1

シンプル再生

USB

専用アプリ ( オプション )

480

mm

※完全防水製品ではありません、軒下など暴風雨の際に
建屋内にしまえる設置環境でご使用ください。

本体仕様
品番
設置サイズ

本体仕様

XSTANDY-OD32
W480×H1370×D520ｍｍ

重量

約 26Kg

※組み立て時

液晶メーカー
液晶サイズ
解像度 (pixel)

黒塗装アルミ合金

コントラスト

本体前面

強化ガラス 4ｍｍ

表現色数

1670 万色

防水規格

FrontIP54/RearIP43 相当

視野角

178°(H/V)

輝度

2000cd/ ㎡

電源ケーブル 1.9M

応答速度

8ms(typ.)

移動用キャスター

防水規格

FrontIP54/RearIP43 相当

電源
消費電力

CPU 仕様
OS
メモリ
コア数 / 周波数

AndroidOS6.0
RAM 1GB/ROM

8GB

64bit クアッドコア /1.5GHｚ

知ができ、集客効果を発揮します。

汎用的な液晶テレビの 6 〜 7 倍の高輝
度で屋外でも高い視認性を誇ります。

本体内蔵のスタンドを広げれば設置完了。

機能を絞って、シンプルな構造にする事

工具なしで、すぐに設置できます。

で製造コストを可能な限り抑えました。

※ウェイト材などで、転倒防止策を必ず施してください。

USB プレーヤー ( 内蔵アプリ : オプション )
のセット購入で、動画や静止画は USB メモ
リがあればすぐに配信できます。毎日の稼働
は電源のオンオフだけ。

AC100~240V(50/60Hz)
120W

寿命 ( 半減値 )

50,000 時間

保管温度

-20 〜 60℃

動作温度

0 〜 40℃

保管湿度

10 〜 90％RH 結露なきこと

動作湿度

20 〜 80％RH 結露なきこと

※数値は保証値ではありません。
※製品の仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

超高輝度
度 2000 カンデラパネルを採用。
カンデラパネルを採用
を採用

1100：1

移動用ハンドル
スピーカー内蔵 5W×2

前に置くだけで、メニューやセール告

W1080×H1920 ピクセル

本体材質

備考

屋外で使える耐性、防水仕様。お店の
店の

LG
32 インチ（W698.4×H392.85 ㎜）

1400mm

 円

USB 再生用アプリ ( オプション )

1370mm

1 日の電気代目安
目安

520mm
480mm
※製品保証期間はご購入から 1 年間です、ご購入前にお取り扱い上の注意点をご確認くだ

さい。
※直射日光や温度上昇によってブラックアウトが発生することがあります。その際は、
電源を切り、涼しい環境で保管してください。( 本体温度が下がることでブラックアウトは

基本的に改善 )※防水防塵規格フロント IP54/ リア IP44 を超える雨風などが想定される場合

（暴風雨など）は軒下や建物内に移動してください。
※屋外に放置せず、使用しない時間帯は
屋内にしまってください。
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お見積りご要望のお客様は、メールもしくはフリーダイヤルか
お近くの支店営業所までお問合せください。

屋外対応
フロント

IP54

（リアは IP43）

高輝度

2,000 カンデラ
シンプル再生

USB

屋外で使える防水仕様
屋外で

専用アプリ ( オプション )

防水防塵規格 IP54※背面は IP43
相当、屋外で使用可能。

高輝度 2,000 カンデラ
ンデラ
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昼間でも認識可能な 2,000 カン
デラの高輝度液晶パネルを採用。

スタイリッシュボディ

シンプルな黒塗装ボディはどこに
でも置ける高級感ある見た目にな
っています。
※表面は強化ガラス 4ｍｍ( 光沢 )
になります。
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USB 再生用アプリ ( オプション )
USB のデータを本体に取り込み再生。
シンプルな設定で、毎日電源の ON・
OFF だけで自動再生されます。
※本体のみでは、データ再生はできません。

ワンタッチ自立スタンド
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完成品なので、スタンドを開くだけ
で設置完了。

ᐞᤚịᩦ

移動用キャスター
キャスター＆ハンドルでスムーズな
移動。

480

mm

コンテンツ作りって大変そう。そう感じたら…

移動用ハンド
移動用
移動用ハンドル
ハンドル
ハンド
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・全国 7 拠点の営業スタッフが、商品の特徴や
使い方などを詳しく説明いたします。
※各拠点へ予めご予約のうえ、ご来社ください。
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※完全防水製品ではありません、軒下など暴風雨の際に
建屋内にしまえる設置環境でご使用ください。
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XSTANDYOD 専用

コンテンツ制作サービス

デジタルサイ
デジタルサイネージ
XSTANDY-OD32
の販売代理店様を募集しています。
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飲食、アパレルなど商業施設をはじめ様々な場所で
活躍する「XSTANDY-OD32」の販売代理店を募集し
ています。ご興味がございましたら、弊社までお気
軽にお問合せください。

