
取扱説明書



この度はDIGIMONI(デジモニ) を
ご利⽤いただき誠にありがとうございます。
DIGIMONIは、コンテンツの作成から配信設定まで⾏えるデジタルサイネージ製品です。
本書はDIGIMONIが持つ機能や特性をお客様に有効にご利⽤いただけるように作成しました。
機能の概要をはじめ、各設定画⾯、使⽤上の注意、操作画⾯の⼿順などを説明しています。
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設置・接続の前にまず付属品を
確かめてください。

❶付属品の確認

❸無線Wi-Fiの接続設定⽅法

※イラストはイメージであり、
実物とは形状が異なる場合が
ございます。

HDMI端⼦をSTBとテレビへ接続 STBの電源ケーブルをコンセントへ接続アンテナを取り付け

家庭⽤のテレビに接続して、特定のサービスを受けるために使う端末機器。
送られてきたデータを⼀般のテレビで⾒れる信号へ変換する。
Set Top Box（セットトップボックス）の略で、かつてテレビの上に置いて使うことが多かったことからこうよばれる。

❷STB接続⽅法
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●本体&アンテナ ●リモコン ●電源コード ●ブラケット

※リモコンには単４電池２本が必要です。
単４電池２本は別売りとなります。

リモコンの設定ボタンからWi-Fiを選択

使⽤するWi-Fiを選択 パスワードを⼊⼒

パスワードを表⽰するに
チェックを⼊れて
パスワードを確認

「接続」をクリック

「接続済み」の表⽰が
出たらWi-Fi設定完了

戻る
ボタン

電源ボタン

移動
ボタン

※Wi-Fiの接続設定の操作には
リモコンでのマウスボタンでの
操作をおススメします。

設定ボタン

※STB端末に向かって
リモコン操作をしてください

リモコン
戻るボタンを
２回押して
ホーム画⾯へ
戻り、設定完了

戻るボタン マウス設定ボタン

STBとは
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管理⽤・操作⽤PCからユーザーとしてログインする

１.以下のURLにアクセスし、
画⾯右上の「STB管理画⾯」の下に出てくる「STB（株式会社ミツヒロ）」を選択

「http://digimoni.jp」のURLにアクセス

❹Webサーバーログイン

アカウント・パスワードを⼊⼒して
⾔語は【English】でログイン選択

2.ログイン画⾯で、アカウント・パスワードを⼊⼒して、
⾔語を「English」で「ログイン」をクリック。

STB （株式会社ミツヒロ）を選択

https://digimoni.jp

STB管理画⾯を選択

http://digimoni.jp/
https://digimoni.jp/
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サーバーログイン後、デスクトップ上の「Program（プログラム）」を選択
「Resource List（リソースリスト）」内のフォルダーを選択して
「Create Directory（フォルダーの作成）」を右クリック

「Program（プログラム）」
アイコンを選択

「Resource List（リソースリスト）」を選択

空フォルダーの上で右クリックして
「Create Directory（新規フォルダーの作成）」を選択

❺プログラムの作成

フォルダー名を⼊⼒し
「OK （確定） 」を選択

「Success. Operation was successful! （完了） 」と
表⽰されたら完了

素材フォルダーの作成

作成完了
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「Resource List （リソースリスト） 」を選択

1. フォルダーを選択し、右クリックして「Upload（アップロード）」をクリック。
2. アップロードしたいファイルを選択します。

アップロード素材を選択後、⾃動的にポップアップが表⽰されます。
進捗率が100%になれば転送完了です。

サーバーにアップロードする
進捗率の確認をして、100％になれば
アップロードが完了となります。

「Upload Success（アップロード完了）」を
確認後ウインドウを閉じる

素材のアップロード アップロード可能なファイルの種類

「Upload （アップロード） 」を選択

アップロード完了

ファイルを右クリック

オーディオ：mp3

画像：jpg ・gif・png 動画：mp4 

ドキュメント：pdf・PowerPoint
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❻配信プログラムの作成の流れ

1.「Program（プログラム制作）」を開き「New Program（新規プログラム）」を選択。
プログラム名を⼊⼒後、プログラム解像度を選んでください。
プログラムカテゴリーを⼊⼒後「OK （確定）」を選択します。

「Program （プログラム制作） 」を選択

「New Program
（新規プログラム） 」を選択

Upload （アップロード）完了

Program Name （プログラム名）
Program Resolution （解像度）
Program Category （カテゴリー ）
を⼊⼒・選択 OK （確定）を選択

横型モニターの場合：

縦型モニターの場合：

（プログラムの解像度）

（プログラムの解像度）

※不具合防⽌のためファイル名はローマ字（半⾓英数字）のみをご使⽤ください重要



❼構成編集

ツール⼀覧から「picture（写真）」をクリックします。
下の表⽰範囲に⾚枠のエレメントボックスが表⽰されます。

ツールの紹介

ツールの「picture（写真）」を
クリック

表⽰したい写真をエレメントボックスに
ドラッグ＆ドロップする

再⽣したい写真や表⽰の⻑さ（秒）や
順番の変更が可能です

アップロードした画像をエレメントボックスにドラッグ&ドロップします。

画像スライドショーは複数の画像を選択し、ドラッグ&ドロップします。

写真配置
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縦型・横型モニター対応

写真の表⽰位置とサイズを
調整します

テレビモニターへ
写真の反映イメージ

写真素材のアップロード⽅法は
本書 P6を参照してください
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ビデオの表⽰位置とサイズを
調整します

ツールの「video（ビデオ）」をクリックします。
下の表⽰範囲に⾚枠のエレメントボックスが表⽰されます。

ツールの
「video（ビデオ）」をクリック

あらかじめ⽤意した動画を
エレメントボックスに
ドラッグ＆ドロップ

再⽣したい動画の⾳量や
表⽰順の変更が可能です

ビデオ配置

※アップロードするvideo（ビデオ）データは
500MB以下を推奨しています

オーディオの⾳量を⼊⼒して
調節が可能です

縦型・横型モニター対応

テレビモニターへ
ビデオの反映イメージ

ビデオ素材のアップロード⽅法は
本書 P6を参照してください



ツールの「Mix」をクリック

表⽰位置とサイズを
調整します画像や動画をエレメントボックスに

ドラッグ＆ドロップ

画像と動画を組み合わせて、表⽰することが出来る機能です。

Mix配置
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縦型・横型モニター対応

（表⽰例）

ビデオ 写真10秒
※動画の⾳量調節は
出来ません

写真5秒

写真5秒 ビデオ 写真10秒

写真・ビデオ素材のアップロード⽅法は
本書 P6を参照してください



再⽣するオーディオを
エレメントボックスに
ドラッグ＆ドロップする

オーディオの
⾳量調整が可能です

再⽣したいオーディオの
順番が変更可能です
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ツールの「audio （オーディオ）」をクリック

オーディオ配置
縦型・横型モニター対応

オーディオのエレメントボックスは⾳のみのため
どこへ配置しても⼤丈夫です

オーディオ素材のアップロード⽅法は
本書 P6を参照してください
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ツールの「text （字幕）」をクリック

字幕配置
横型モニターのみ対応

テキストを
⼊⼒します 「Add（追加）」をクリックし

ポップアップが表⽰される背景や⾊、⽂字の⼤きさ、太さを設定し、
「OK（確定）」をクリック

字幕のエレメントボックスの
⼤きさを調整する

「transparent （背景）」を
透明にします

右→左
左→右
下→上

上→下

停⽌

「Direction （⽅向性）」テキストに動きをつけます

「Speed （テキストの動きのスピード）」を
10段階で調節します
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ツールの「date （⽇付）」をクリック

⽇付配置

⽇付の書式を設定

yyyy-MM-dd

yyyy MM dd

MM dd yyyy

dd MMMM yyyy

dd MMM

フォントのサイズを
調節できます。

＜⽇付の書式バリエーション＞

⽇付の表⽰位置とサイズを調整

フォントの太さを
調節できます。

フォントを
斜体にできます。

フォントの⾊を
変更できます。

フォントの背景⾊を
変更できます。

フォントの設定

横型モニターのみ対応



時刻の表⽰位置とサイズを調整
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ツールの「time （時間）」をクリック

時間配置

時刻の書式を設定する

＜時刻の書式バリエーション＞

横型モニターのみ対応
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ツールの「week（曜⽇）」をクリック

曜⽇配置

⽇曜の表⽰位置とサイズを調整

曜⽇の書式を選択
「Format （曜⽇の書式）」

曜⽇のフォントサイズを選択
「Font Size （フォントサイズ）」

横型モニターのみ対応

2種類の書式から
選択可能



ツールの「weather（天気）」をクリック
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「add （追加） 」を選択

「simple（シンプル）」
デザインを選択

天気配置

「flat（フラット）」
デザインを選択

横型モニターのみ対応

「Search （検索） ：」に表⽰したい地域を
⼊⼒し現れた地域にチェックを⼊れて

「 OK （確定） 」をクリック

47都道府県が表⽰されるので
表⽰したい地域にチェックを⼊れて
「OK（確定） 」を選択

地域検索⽅法
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ツールの「web site （ウェブサイト） 」をクリック

サイトの表⽰位置とサイズを調整

「add （追加） 」を選択

表⽰したいウェブサイトのURLを⼊⼒

ウェブサイト配置
横型モニターのみ対応
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ツールの「document（ドキュメント） 」を選択

⽂書の表⽰位置とサイズを調整

表⽰されたドキュメントファイル（PDFまたはPower Pointのデータ）を
ドキュメントボックスにドラッグ&ドロップします

ドキュメント配置

※アップロード可能なdocument（ドキュメント）
データはPDF、PowerPoint形式です

横型モニターのみ対応



19

ツールの「 QR Code（QRコード）」 を選択

QRコードの表⽰位置とサイズを調整

モニターにQRコードが
表⽰される

QRコード配置

表⽰したいQRコードの
URLを記⼊

送信したいSTBを選択

「Send（送信）」を
クリック

横型モニターのみ対応



「Programs List （プログラムリスト） 」をクリック

送信するプログラムに
チェックを⼊れる
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❽プログラムの送信

「send （送信） 」を選択

データの送信状況確認
データ送信状況確認⽅法

「Progress（進捗状況）」で
データの送信状況を確認できます

※重いデータの送信の場合
少し時間がかかります。

送信したいSTBを選択

「Send（送信）」を
クリック

「OK（確定） 」を選択

「DownLoad（ダウンロード）」をクリック「View（表⽰）」をクリック

「Terminal（端末）」のアイコンをクリック

作成したプログラムを端末へ送信



「Terminal（ターミナル管理）」を開き、端末を確認

「Terminal （ターミナル管理） 」を選択

端末にチェックを⼊れる

端末名を⼊⼒ 「Save （保存） 」を選択

21

端末を
チェック

「Remote Control （遠隔操作） 」を選択
実⾏する操作を選択

【シャットダウン】 【再起動】 【再⽣】 【停⽌】 【⼀時停⽌】 【⾳量】 【リセット】

※表⽰内容のデータを初期化

❾端末管理

端末名の変更

遠隔操作

「Terminal（ターミナル管理）」を開き、端末を確認



タイミングスイッチ設定

タイミングスイッチ設定は、端末の電源ON／OFF切替の設定ができます。
端末を確認後「追加」をクリック、切り替え時間を変更し「上書き保存」をクリック。

※複数の端末に同じスイッチを設定する必要がある場合は、⼀括（バッチ）で設定できます。
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端末を確認

ON/OFFの
切り替え時間を変更

「Add（追加）」をクリック
「Save（上書き保存）」を
クリック

「Terminal（端末）」を
クリック

端末を確認
複数台チェック

「Add（追加）」をクリック 「Save（上書き保存）」をクリック

ON/OFF時間を変更や
曜⽇毎の時間設定が可能「Switch Time（バッチによる起動と

シャットダウン時間）」をクリック

「Terminal（端末）」を
クリック

タイミングスイッチをバッチで設定



曜⽇と時間のスケジュール設定

曜⽇や時間を指定して端末に流すデータの切替設定ができます。

「Send（送信）」アイコンをクリック

「Name（名前）」の中の
送信先機器名にチェックを⼊れる

時間・⽇付・曜⽇を
選択する

「Name（名前）」の中の
送信先機器名にチェックを⼊れる

設定された⽇時や曜⽇が表⽰される

「Effective Week
（有効週間）」
１＝⽉
２＝⽕
３＝⽔
４＝⽊
５＝⾦
６＝⼟
０＝⽇

「 effective time
（有効時間）」

「effective date
（有効⽇）」

「Schedule（スケジュール）」を選択

「Send（送信）」を選択
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「Query（照会）」をクリック



端末をチェック

「Monitor （モニター ） 」を選択

「Show Program （プログラム名を表⽰） 」を選択
プログラムの名前が表⽰される

「Screenshot （スクリーンショット） 」を選択
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ダウンロード状況を
確認をする端末に
チェックを⼊れる

「DownLoad （ダウンロード） 」を選択

「View （表⽰） 」を選択

スクリーンショット

ダウンロード

「Terminal（端末）」のアイコンをクリック

※プログラムを送信したのに、モニターのデータが変わらない際は
こちらで進捗状況を確認してください。

※選択したモニターで今流れている映像を、スクリーンショット
を撮ることで確認ができます。

「Terminal（端末）」のアイコンをクリック
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ログアウトの⽅法

「Logout （ログアウト） 」を選択

「Start （スタート） 」を選択


