ミラーTVシステム 総合カタログ

ミラーTVシステムと合わせていかがですか？

2 in 1
TV画面が鏡の中に

オルセー美術館コレクション・印象派コレクション（全4巻）
オルセー美術館コレクション

印象派コレクション

オルセー美術館は、世界屈指の印象派絵画コレクションを誇り、19世紀

感覚を重視し、
自然の光を受けて変化する色彩の印象を視覚的にとら

後半から20世紀初頭にかけての近代美術の名作を数多く所蔵しており

えた印象派。
その後の美術の方向に大きな影響を及ぼしました。
「印象

ます。
「オルセー美術館コレクション」
はRMNイメージアーカイブが所有

派コレクション」
は、RMNイメージアーカイブが所有する印象派の名作40

するオルセー美術館の名作40点を厳選して収録しています。

点を厳選して収録しています。

アルアルフォンシーヌ•フルネーズ
ピエール=オーギュスト・ルノワール

落ち穂拾い
ジャン=フランソワ・ミレー

各種CS衛星放送番組のご提供（法人）も可能です。
※受信にはCSチューナーが必要です。
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TV とミラーの一体化で広がるインテリアの可能性！

◎CS/光放送受信・配信システムの構築施工

ホテル業界専門に20年以上の経験！
弊社では右記の製品・サービスをご提供しております。

◎各種放送番組提供
◎客室向けメディアハブ/その他関連機器販売
◎クラウドプリンティングサービスソリューション
◎ミラーTVシステム

〈本カタログに掲載の情報に関しまして〉
●製品仕様詳細につきましては、info@jsn-bb.com 宛にお知らせ下さい。
●掲載製品は２０１７年２月現在のものです。予告なく変更となる場合がございますので予めご了承下さい。

■お問い合わせ先

株式会社日本システムネットワーク
〒145-0051 東京都大田区西蒲田8-22-2 第2丸信ビル7F

Japan System Network

TEL:03-3731-5905

お問い合わせはこちら：info@jsn-bb.co.jp

http://www.jsn-bb.co.jp/

Japan System Network

ホテルゲストルーム・リビングルーム

What’s Mirror TV?

Hotel Guestroom·Living Room

TVを使用しない際もスペース占有を最小限にとどめインテリアを大切にします。

これからのテレビどう付き合いますか？
TVディスプレイ技術は飛躍的に進化、高画質・大画面で薄型なサイズとなりました。
一方でその設置方法はあまり大きな変化をしていません。
ミラーTVシステムは文字通り最新ディスプレイと最新ガラス技術を組み合わせ用途や設置環境に応じた
革新的な『テレビ』との付き合い方をご提案します。

バス・洗面ルーム・トレーニングジム

Bath·Toilet Room·Training Gym

ミラーの一部にディスプレイを設置してスペースファクターと利便性を高めます。

大画面になったのはいいけれど、使用しない時もスペースを占有している！
一般TV放送だけでなく、ビデオストリーミングサービス、
PCディスプレイとしてなど様々な用途で活用するディスプレイ、
大画面になったのは歓迎ですが、使わない時は画面が大きくなっただけ、
部屋で大きなスペースを占有してしまっています、黒い画面のままで。

従来のTVディスプレイ

ニュアンスの異なるミラーグラスで

商業施設・オフィス Commercial facilities·offices

ディスプレイを意識しないインテリア空間を！
このように暗くスペースを占有しているディスプレイですが、

デジタルサイネージと違なる空間演出が可能で、インパクトのある販売促進ツールとして効果を発揮します。

特殊加工を施したグラスを前面に付けることで鏡のようになります。
テレビとテレビ台という関係から、テレビと鏡、またはテレビと壁面が一体となり

ミラーTVシステム

使用時も、使用しない時もインテリアデザインを妨げず新たなインテリアデザインと昇華させてはいかがでしょうか。
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■ミラーテレビのインテグレーション

ニーズや設置場所に応じてミラーTVシステムをインテグレーション

STEP

1

【基本構成】

まずはディスプレイサイズとミラーを決定！

■ミラーテレビの仕様

主要機器仕様
ディスプレイ
≪ミラーTVシステム専用設計のAdNotam社ディスプレイ≫
最適な画像表現を実現する技術や配慮が施されたディスプレイです。

■ディスプレイ

画面サイズを決定します。13‐62inch, 4K対応タイプ等

取付ミラーグラスとの密着性、上部に集中配置した接続レイアウト、様々な設置場所を

■ミラーグラス

ミラーのタイプおよびミラーサイズを決定

想定した防水、防湿設計や外部アダプター採用による低電圧作動設計などミラーTVシ
ステムに最適な専用ディスプレイです。
HIDDEN TECHNOLOGY – TECHNOLOGY BECOMES INVISIBLE.

サイズ：13.5〜84インチ

〈主要スペック(18.5インチモニターの場合）〉

■TVチューナー（※１）
■グラスマウントスピーカー（※２）

商品番号

DFU-0185-045

温度

20％ - 80％

■リモコン

製品寸法

478×302×29.5mm

HSコード

85 28 59 40

製品重量

3.2kg

梱包

段ボール箱

使用制限

屋内使用のみ

梱包寸法

546×370×98mm

動作温度

0 to 50℃

梱包総重量

未定

Adnotamディスプレイには付属

■配線ケーブル類
※１:NTV受信不要の場合、BDレコーダー等のTVチューナーを使用する場合は省略可
※2:別途天井埋め込みスピーカーや各種スピーカー使用の場合は省略可

STEP

2

ミラー

【周辺機器およびオプション】

求める機能に応じたプランを！

モニター前面にレイアウトするミラーは3タイプあります。
クリスタルミラー
通常のミラーでディスプレイエリアを透明ガラスに加工するものです。

■スピーカー

ガラスマウント・天井埋込タイプ他

■接続ハブ

予備入力装備。前面で可能に

■その他AV機器

お好みに応じて追加できます。

スピーカー

ディスプレイ電源OFF時はそのままテレビ黒画面になります。
グラス全体にミラーとしての機能を持たせながら、一部エリアにTVを写した

tam
ad no

tam
ad no

いバス、洗面コーナー等に適したタイプです。

TV ON

TV OFF

マジックミラー
グラス全体はダーク調のミラーとなります。
特殊加工によりディスプレイエリアもほぼ同様のダーク調のミラーとなり、
ディスプレイ電源OFF時はTVディスプレイが消えてミラーとなります。
●メディアハブミニ

●グラスマウントタイプ

●天井埋込タイプ

リビングルーム等で比較的大型ディスプレイを設置しても、使用していない
時はその存在さえ気づかない落ち着きのあるインテリア指向に適しています。

※さらに本格的ハイグレードサウンドをお求めの場合は各種ご相談に応じます。

STEP

3

TV ON

グラス全体は一般の鏡と同様、ディスプレイエリアも電源OFF時はほぼ周

【設置施工方法の決定】

設置場所により最適な設置方法を！

囲と同等に鏡とほぼ遜色のない色調となります。
上記マジックミラーと比較し相対的にミラーに近い反射となりますので空
間を広く見せたいといった「鏡」を意識したインテリア指向に適しています。

〈代表的な設置方法〉
※インワォールマウントは取付壁面側への施工により、壁面とほぼ
WALL

GLASS OR
MIRROR
MONITOR

オンウォール
マウント

その他オプション

均一にするフラッシュマウントとミラーおよびディスプレイの厚み

●スピーカー各種

MOUNTING

の一部だけが突出するレセストマウントがあります。

・グラスマウントスピーカー
ミラー裏面にマグネット装着とな
る薄型スピーカー

GLASS OR
MIRROR

MONITOR

◎尚、弊社ではミラーTVシステム設置施工のみを承ります。電気工事、壁面加工等は行なっておりません。

tam
ad no
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ad no

WALL

MOUNTING
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TV OFF

シルバーマジックミラー

決定したシステム構成により機器レイアウト、ご推奨設置方法をご提案致します。

インウォー
マウント※

tam
ad no

tam
ad no

・シーリングスピーカー
天井に配線をして設置する天井埋
め込み型スピーカー口径50㎜お
よび100㎜の2タイプ

TV ON

TV OFF

●TVチューナー
Adnotam社モニターにはTVチューナーは内蔵
しておりませんので地上波デジタルTV放送には
地デジチューナーが必要です。
・地上波デジタルTVチューナー
※尚、
各社より地デジチューナー機能を内蔵したブルーレ
イレコダー等様々な複合機能型製品もございます。

●各種取付マウントキット・ブラケット
設置方法やディスプレイサイズ等によって必要となるマウントキットが異なります。
主要TVメーカーVESA規格対応TVは壁面取付用ネジ穴は統一されており、正規オプショ
ンとしてラインアップされているものもあります。
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■ミラーテレビ導入事例

■

リビングルーム・ゲストルーム ソリューション

■浴室ミラーテレビ

■

■

ディスプレイを隠すだけではなく一歩先のトータルインテリアに！

バスルーム・パウダールーム ソリューション

スタイリッシュな仕様でくつろぎの時間を演出！

比較的大画面（40インチ程度以上）のディスプレイをお部屋のイン

ゆっくりリラックスのバスタイム。

テリアデザインと調和させつつ、視聴位置を勘案したコーディネー

時間に追われ身支度準備をする時。

トで、最適なシステムアップが可能です。

そんな時でもニュースやスポーツ放送やドラマの続きは見たい！も

関連機器やその他備品納の壁面収納も合わせたお部屋全体の設計
を行うことで、ハード機器が目立たない、ミニマルでありながらAV
鑑賞も快適にできるAVリビングルームづくりも可能です。
また中型サイズディスプレイをリビングに設置することでTVボード
等のないすっきりした省スペースレイアウトも実現できます。
さらにオーディオ性能の充実に天井埋込型スピーカー、各種AV機
器、シアターシス

テム等の総合アドバイスも致します。

■

のです。そんな欲求を満たしつつ、余分な機器は一切目立たせずに
レイアウト！
浴室、洗面コーナーでは13-18インチ前後の比較的小～中サイズ
ディスプレイをミラーのコーナー等にレイアウト。設置場所により機
器選定も防水、湿度を考慮する必要があります。また通常はミラー
裏面にスピーカーも設置、機器類が一切外からは見えない配置を致
します。
■システム概要図

（チューナー天井設置）

TV 端子
電源

TV チューナー

IR エミッターケーブル
天井

HDMI ケーブル

鏡裏面貼りつけスピーカー

電源

モニター（DFU）

設置場所の特性上や一般的なスペースファクター上機器はミラー裏側上部への
設置が望ましいです。

バスタブ

また防滴タイプのリモコンも用意しております。

風呂場

3

洗面所
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