
デジタルサイネージの様々なご要望にワンストップソリューションでお応えします!

実績にもとづいた効果的な計画・設計・構築・コンテンツ制作・保守サポート・運用管理など、
デジタルサイネージにおける導入から運用までの様々なサービスを一括した窓口でご提供します。

詳細は下記までお問い合わせください。

 本 社   ソリューション営業統括部   
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1  ニューピア竹芝ノースタワー
TEL: （03）3435-9261     MAIL: tts-signage@tsuzuki-techno.com
URL: http://solution.tsuzuki-techno.com/

■首都圏統括部 （03）5817-1172
■北海道統括部  （011）271-3301
■神奈川統括部 （045）662-3851
■中部統括部 （052）231-2955
■西日本）ソリューション営業統括  （06）6264-0571

■京奈統括部  （075）812-4012
■中四国・九州統括部  （089）945-5009
■サポートビジネス統括部 （03）3437-6291

その他　全国 計40 拠点

画面サイズ 43型 32型

型名 43SE3KE-SF 32SE3KE-SF

表示パネル

解像度 1920x1080 （FHD）

パネル・タイプ IPS

明るさ 350cd/㎡

コントラスト比 500,000:1 （通常1100:1）

表示色 約1,677万色

視野角 （水平 / 垂直） 178° / 178°

入力端子

デジタル HDMI （x2）、DVI-D  （x1）

アナログ アナログRGB （x1）

オーディオ ミニピンジャック （ステレオ）

外部コントロール RS232C （x1）､ RJ45 （x1）､ IR （x1）

USB USB （x1）

出力端子
オーディオ出力 —

外部コントロール RS232C

内蔵スピーカー
20W （10Wx2）

外部コントロール RS232C （x1）

消費電力

通常動作時 約60W 約50W

SmartEnergySaving 時 約45W 約35W

スタンバイ時 約0.5W

本体寸法 / 質量
寸法 （WxHxD/mm） 969.6×563.9×54.0 729.4×428.9×55.5

質量 10.0kg 5.4kg

周囲条件
使用温度範囲 0~40℃

使用湿度範囲 10~80%

無償保証期間 — 3年間

付属品 リモコン 電源ケーブル / リモートコントローラ / RGBケーブル / IRレシーバー

リモコン操作で簡単に始められる
      　　デジタルサイネージソリューション
リモコン操作で簡単に始められる
      　　デジタルサイネージソリューション

Shop Face ショップフェイス

4 点セット

静止画や動画を使った効果的な情報発信に最適 !

■ LG ディスプレイ　
■ イーゼルスタンド
■ USB メモリ
■   Forte D-sign Plug-in
 （30日間試用版）

タイプ サポートされるファイル形式

画像 JPEG/PNG/BMP

ビデオ MP4/WMV/AVI/MKV/TS/TRP
 （音声データを含むもの）

オーディオ MP3/AC3/AVI/WAV

機器構成

ディスプレイ仕様

①   LG社製スタンダードディスプレイ
 43型: 43SE3KE または32型: 32SE3KE

② 専用イーゼルスタンド（キャスタ－付き） 
③ USBメモリ
④ Forte D-sign Plug-in 30日間試用版
   ※ご使用にはPowerPoint2010/2013/2016が別途必要です。
⑤  Forte D-sign Plug-in用パターンテンプレート
 （PPTXスライド10種）
※ オプション: ホワイトフレームタイプ
 （ベゼル及びイーゼルスタンド）

43型: 43SE3KE-SF 32型 : 32SE3KE-SF

565.0mm 442.0mm 575.5mm575.5mm

1345.0mm
1223.0mm



New editionLGディスプレイ　SE3KEシリーズの特徴

USBメモリ 

広角視野だから高い視認性
LGが多く採用しているIPSモニターは、上下左右あらゆる角度から
見ても、色が劣化しにくい非常に広い視野角を実現しています。
公共スペースなど、広い角度が望ましい場所で抜群の視野性を発揮
します。

再生モニター内蔵で外部機器が不要
USBメモリーに収録された動画、写真、音楽などのコンテンツを外部
機器を使わずに再生できます。

デジタルサイネージを購入したら、すぐにコンテンツを作成し、表示したい。そんなニーズに応えるのが、パワーポイントに
優れた操作性をプラスするソフト、Forte D-sign Plug-in。

コンテンツ作りがすばやく簡単になる、Forte D-sign Plug-in用パターンテンプレート。縦画面用と横画面を各10種が付属。

デジタルサイネージ用コンテンツ制作支援ツールとして、パワー
ポイントフォーマットの充実した業界別テンプレートとデジタル
アセットをパッケージし、画像とテキストの編集と保存が可能です。

動画素材やForte D-signで作成した動画もスライド上にドラッグ&
ドロップするだけの簡単操作。面倒な設定作業は不要です。

 Forte D-sign Plug-inの 製 品 版 テ ン プ レ ー ト と 同 様 に 画 像 の
 「ドラッグ&ドロップでの差し替え」と「ズームクロップ機能」が
お使いになれます。またこちらのテンプレートで作成したファイル
はパワーポイント形式に保存し、フルHDサイズの静止画や動画へ
の変換も可能です。

テンプレートのデザインは業種にとらわれないユニバーサルな
デザインで、色やレイアウトの変更は自由自在。
またパワーポイントの「デザイン」機能でパターンテンプレート
から簡単に多種多様な配色に変更可能です。

 Forte D-sign Plug-inの30日間試用版の有効期限以降も単独で
PowerPointデータとしてご使用になれます。

フ ルHDサ イ ズ のwmv・mp4拡 張 子 の ビ デ オ とjpg・pngへ の
変換機能も備えています。HDサイズよりも緻密で美しい高品質な
画質で保存できる為、より細かい文字や画像の表示が可能になり
ます。

同梱のテンプレートには、あらかじめテキストと写真にアニメー
ション効果が設定されているので、アニメーション設定の時間も
大幅に削減可能です。

簡単に静止画だけでなく、動画混合スケジュールが可能
リモコンひとつで複数のコンテンツをスケ
ジューリングすることで、簡単に思い通り
の演出が可能です。また曜日・時刻指定に
よるスケジュール再生が可能です。

内蔵スピーカーを搭載
10W+10Wの大容量スピーカーを内蔵し、クリアで迫力ある音声を
出力します。

鮮やかで美しい画質を提供
発色が豊かなIPSパネルによって、再生するコンテンツを色鮮やかに
美しく表示します。

抜群の耐熱性で長時間表示に最適
耐熱性にも優れたIPSパネルは、温度上昇によって引き起こされる
黒化現象（画面が黒く変色する）に対して、最大110℃までの耐性を
持ち、直射日光などによって温度が上昇しやすい長時間表示にも
最適です。

3年間無償保証
LG社製ディスプレイは3年間無償保証。購入時だけでなく、3年間
安心してお使いいただけます。

再生するコンテ
ンツ（静止画 ・
動画）をパソコン
で準備!

準備したコンテ
ンツをパソコン
からUSBメモリ
へコピー !

USBメ モ リ を
ディスプレイへ
差し込みリモコ
ン 操 作 で 自 動
再生!

コンテンツ表示に優れるだけでなく、耐久性も抜群の業務用に最適のディスプレイ コンテンツもパワーポイントを使ってラクラク作成

USBメモリとリモコン操作による簡単運用

画質、耐性に優れた IPS パネル これひとつで単独運用が可能

LGディスプレイ　SE3KEシリーズの特徴

USBメモリ 
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※ Forte D-signでは4K保存が
可能ですが、ShopFaceの
ディスプレイは4Kサイズに
は未対応。

※  同梱パターンテンプレートは4Kサイズに未対応。

パターン
テンプレートに

手を加えて、
お好みの色々な

デザインに
編集可能です。

（30日間試用版）（30日間試用版）
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再生プレヤー内蔵
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他社パネル LG IPS パネル

オリジナル画像

他社パネル LG IPS パネル

LG IPS パネル

12:00 に
再生設定！通常再生ファイル

Forte D-sign Plug-in ShopFace用パターンテンプレートForte D-sign Plug-in ShopFace用パターンテンプレート

New edition


