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  アルファーテック株式会社                      
 

 
 
はじめに 

このたびは、ＬＥＤ表示器【サインライト】をお買上げいただきましてありがとう 
ございます。 
このユーザーマニュアルは、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰを基本ソフトにして、本プログラム 
の取り扱い上の注意／機能／操作方法を説明しています。 
ご使用の前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使い下さい。 
ＬＥＤ表示器本体のご使用方法につきましては、本体の操作マニュアル、Windows 
の取り扱い／操作方法などについては、それぞれのマニュアルをご覧下さい。 

 
ご注意 

● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来、予告なしに変更すること 
があります。また、実際の表示内容が本書に記載の内容と多少異なることが 

          あります。 
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づ

きのことが在りましたら、お手数ですが、本書に記載の当社までご連絡ください。 
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。 
 

商標 
  ● Microsoft、Windows及びWindowsNTは、米国Microsoft Corporationの 
    米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

● Adobeと Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社） 
の登録商標または商標です。 

        ● 本文中の各社の登録商標及び商標には、ＴＭ、R マークは表示していません。 
● その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標及び商標です。 
 

 
履歴 

  ● ２００４年１０月 初版発行 
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ソフトウェア使用許諾契約書 
 
ご使用前に必ずお読みください。 
アルファーテック株式会社がお客様に提供するCD-ROMのパッケージ開封前に必ず本ソフトウェア使用許諾契約書をお
読み下さい。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意された場合にのみ、CD-ROMに記録されたソフトウェア
を使用できます。 
お客様が、CD-ROMのパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書に同意されたものとみな
します。 
 
ソフトウェア使用許諾契約書 
お客様が本ソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約」といいます）に合意することを条件として 
アルファーテック株式会社（以下「当社」とします）はお客様に対し、下記の内容でソフトウェア製品 
「ＬＥＤ７８ＨＶ」の使用権を許諾します。 
 
著作権 
本ソフトウェアおよび関連資料は当社が開発した著作物であり、当社は所有、使用、改編、複製、配布、販売などに関す

るすべての権利を所有します。 
 
使用許諾の範囲 
お客様は本ソフトを、お客様が保有する１台のコンピュータ上でお客様ご自身が使用する場合のみ使用することが出来ま

す。お客様の有する権利は非独占的なものであり、譲渡することは出来ません。 
また、本ソフトは、日本国内のみ使用を許諾するものとします。 
 
複製・改編の制限 
お客様は、ご自身の為のバックアップ目的でのみ本ソフトの複製を行なう事が出来ます。複製された製品を第三者に使用

させる事は出来ません。お客様は、本ソフトの改編をすることは出来ません。 
お客様は、本ソフトのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけません。また第三者 
をしてこれらの行為をさせてはいけません。 
 
アフターサービス 
万一、本ソフトが媒体不良のため開封時において正常に動作しない場合及び梱包内容に不足があった場合、欠陥のあった

媒体と引き換えに無償で交換いたします。ただし媒体の欠陥が事故や乱用、誤用など当社の責に帰さない場合の交換は出

来ません。 
 
免責 
お客様が本ソフトウェアを使用された結果の影響について、当社は一切の責任および業務から免れるものとします。 
 
解除 
お客様が本契約に違反した場合は、当社は何らの通知・催促をすることなく直ちに本契約を解除することが出来ます。 
 
使用許諾期間 
本契約は、お客様が本ソフトの使用を開始した日に発行し、「解除」に基づき本契約が解除され、またはお客様が本ソフ

トを終了するときまで有効とします。 
以上 
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はじめに 

   
このプログラムは、アルファーテック社製〔ＬＥＤ表示器〕の文章データー作成編集 
プログラムです 
ＬＥＤ表示器のパネル画面に文字や画像を表示する文章データーを作成するプログラムです。 
画面に文字、画像を表示するには、前もって、このプログラムにてデーターを作成してから、

ＣＦメモリーカード、専用ＲＳ２３２ＣケーブルにてＬＥＤ表示器のコントローラーに転送を

して表示を行ないます。 
 

・必要なシステム構成  
基本ソフトウェア Microsoft Windows ９８／Ｍｅ／ＸＰ 日本語版 
コンピュータ本体 Windows98が稼動するﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 
        Pentium ﾌﾟﾛｾｯｻｰ 300MHz以上を推奨     
    シリアルポートが１つ以上ある事 
メモリー   ３２ＭＢ以上（６４ＭＢ以上を推奨） 
ハードディスク ２０ＭＢ以上の空き容量が必要 
ディスプレー  解像度：１０２４Ｘ７６８以上、２５６色以上が表示可能 

＊解像度：８００Ｘ６００でも画面数６面までは編集可能 
      その他周辺器  キーボード、マウス 

  ＣＦメモリーカードの読み書き可能なシステム 
  ＊ＰＣＭＣＩＡカードアダプター／USB Card Reader/Writer 
 

・インストールプログラム名 
インストールプログラム名：ＬＥＤ７８ＨＶ＿ＡＰＬＩ．ＥＸＥ 
  このファイルは圧縮され全プログラムが入っています。 
 

インストール 
文章データー作成編集プログラムのインストールは、本体プログラムを起動すると、自動的 
にプログラムが展開されますので指示に従って操作を行えばインストールが出来ます。 
インストールの前には、他のアプリケーションを全て終了させてください。 
 

・インストール作業開始 
 操作１  LED78HV_APLI．EXEをクリックします。 

プログラムの解答場所のウインドウが開きますので特別に指定をする以外はそのまま 
「OK」を押します。 

   
この解凍は、インストールするデーターを展開するフォルダーの指定になります、 
インストールが終了すれば消去しても問題ありません。 
もし、フォルダーを変更したい場合は、「参照」ボタンを押して変更をして下さい。 
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プログラムの解凍開始 
 解凍が始まると、次の画面が約５秒表示されます。 

 
操作２  プログラムの解凍が終り、LED78HVのセットアップを始めます。 
他のアプリケーションの起動で問題がない時、「ＯＫ」をクリックすると開始します。 
他のアプリケーションが起動している場合「終了」をクリックして全てプログラムを 
終了させてください。 

 
インストール開始時には、画面全体が青表示の画面になります。 
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操作３  LED78HVのセットアップを始めます。 
プログラムをインストールするディレクトリを決定します。 
ディレクトリの表示で問題がなければそのまま「インストール」ボタンをクリックします。 
ディレクトリを変更したい場合は、「ディレクトリ変更（C）」ボタンを押し変更をしてから 
「インストール」をクリックして開始します。 

 
 
操作４  プログラムグループの選択 
プログラムをインストールする「プログラムグループ」を決定します。 
画面の表示で問題がなければそのまま「継続」ボタンをクリックします。 
変更したい場合は、新しいグループ名を入れるか、既存のグループから選択してから「継続」

ボタンをクリックし変更をしてから「インストール」を開始します。 

 
 
プログラムのインストールが開始します。 
インストールバーが表示され指定したディレクトリにプログラム、システムエリアにＤＬＬ 
ファイル等が自動で書き込まれます。 

 
書き込みが終了するまで「キャンセル」ボタンは押さないで下さい。 
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インストールの完了 プログラムのインストールが終わると下記表示は現れますので「ＯＫ」 
ボタンをクリックして完了させます。 
引き続き LED78HVのセットアップを行ないます。 

 
 

・プログラムの初期設定 
初期設定の項目は、次の項目の設定を行ないます。 
① パソコンの通信シリアルポートの設定 
② ＫＥＹコード作成データーの取得 
  この文章編集プログラムを使うには、プログラムＫＥＹを登録する必要があります。 
③ データーファイルフォルダーの初期化 

＊データーフォルダーは、最初は[ＤＡＴ３Ｈ] フォルダーが作成されます。 
 別の画面数、表示方向のデーター作成は初期登録が終了した後、プログラムの再起動で

行ないます。 
④ 編集プログラムの起動確認 
⑤ ＫＥＹコードの入力 

＊ ＫＥＹコードは②項で取得してコードを販売元に連絡すればＫＥＹコードが発行 
 されます。 
もし、ＫＥＹが未登録でも文章の編集は出来ますが１作業毎にＫＥＹ入力要求画面が表

示される為、その都度「キャンセル」をしなければなりません。 
 

      ① シルアルポートの設定 
 

操作５  LED78HVプログラムの初期設定 
ＬＥＤ表示器とデーター通信を行なう、パソコンのシリアルポートの設定を行ないます。 
通信ポートの初期設定ＣＯＭポートは「ＣＯＭ１」に成っています。 
通信ポートを変更するには、青色に反転表示されたＣＯＭ１横にある「▼」下向き矢印を 
押します。 プルダウンメニューで ＣＯＭ１～ＣＯＭ８まで表示されますので使用する 
パソコンの通信ポートをクリックし設定を行ないます。 
 

 
 
設定の完了は、「ＯＫ」ボタンをクリックします。 
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② ＫＥＹコード作成データーの取得 
操作６ ＫＥＹを登録する為の準備 
通信ポートの設定が終わると、次の表示が出ます。 
【ＫＥＹを取得しましたか？】この表示が出たら 「キャンセル」ボタンを押します。 
次の画面に【 販売元に次のコード [XXXXXXXX]を送ってＫＥＹを受け取ってください】 
と表示されますのでコードを 紙に書取り後 「ＯＫ」を押します。 

 
「キャンセル」ボタンを押す。 

 

＊ 表示された８桁のコードの控えを取って販売元に連絡して「ＫＥＹコード」の発行を 
連絡して下さい。 

③ データーファイルフォルダーの初期化（３面横表示データー） 
＊ＫＥＹはまだ未登録ですが、文章データーの初期設定が行なわれます。 

 画面は、自動でファイルフォルダーが作成され、作成が終わると終了表示が出ます。 

 
データーフォルダー作成時の画面 

  終了時の画面 「ＯＫ」をクリックする。 
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④ 編集プログラムの起動 
データーフォルダイの初期化が終了すると、編集プログラムが起動します。 

 
 
⑤ ＫＥＹコードの入力 
起動画面表示の次に下記 【 ＫＥＹを取得しましたか？ 】の表示がでます。 
ここでＫＥＹコードの登録を行ないます。 
（ＫＥＹがまだ入手できていない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックして下さい、 
再度コード表示がでますので「ＯＫ」をクリックし次に進みます。） 

 
【ＫＥＹを取得しましたか？】この表示が出たら「ＯＫ」ボタンを押します。 
次の画面に【ＫＥＹを入力してください。】の画面が出ます。 
画面の下側にＫＥＹコード入力する欄がありますので、販売元より発行された１０桁の数字 
をキーボードより打ち込みます。 
打ち込みが終わったら「ＯＫ」をクリックします。 

 
ＫＥＹ入力画面 

 
１０桁英数字のＫＥＹを入力後、｢ＯＫ｣をクリックします。 

 
ＫＥＹ入力完了で「ＯＫ」をクリックします。 
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メインメニューの表示 
この画面の表示でインストール作業完了します、「終了」ボタンをクリックしプログラムを 
終了します。 
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編集プログラムの起動 

   
このＬＥＤ表示器用文章データー作成編集プログラム（以下は、編集ソフトと表示）は、 
専用のＬＥＤ表示器のパネルに文字や画像を表示するデーターを編集します。  
起動には、デスクトップ上にある「ＬＥＤ７８ＨＶ」のショートカットアイコンをクリック 
するか、「スタート」ボタンから「プログラム（Ｐ）」を選択して「Alphatec」より 
「ＬＥＤ７８ＨＶ」をクリックして起動します。 
 

 
 
・起動チェック 
プログラムが起動後、自動でＬＥＤ表示器との接続確認が行なわれます。 
編集を行なっているパソコンとＬＥＤ表示器が専用のＲＳ２３２Ｃケーブルで接続されていれ 
ばＬＥＤ表示器をリモートモードにしてメニュー表示をします。 
＊ケーブルの仕様及び、接続の仕方は、    項を参照下さい。 
「リモートモードとは、通信ケーブルにより表示機内のデーターを編集ソフトに取り込んだり、

編集データーを直接転送し直接の編集が出来ます。」 
 
通信ケーブルを未接続のままプログラムを起動すると下記のエラーが表示されます。  
「エラー」が表示されても「キャンセル」ボタンをクリックすれば編集ソフトを起動すること 
が出来ます。編集に問題は出ませんが、リモートモードの通信しよる機能は使用できません。 
「ＯＫ」ボタンを押すと、再度通信ケーブルが接続されたかの確認を行ないます。 
 

 
 
もし、通信ケーブルが接続されていてもエラー表示が出る場合は、パソコンの通信ポートが 
異なる場合があります。  
この場合一旦「キャンセル」ボタンをクリックしメニュー画面を表示させた後、「オプション」 
項の通信ポート設定よりＣＯＭポートの設定をして下さい。 
設定後、プログラムを、再度起動させて下さい。 
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・メニューの説明 
 

編集ソフトが起動すると、下記のメニュー画面が表示されます。 
＊通信ケーブルが接続されていない場合は、「通信読込」、「通信書出」ボタンはアクティブ 
表示（ハイライトひょうじ：ボタン文字表示が薄くなっている。）されず通信機能をは使用 
出来ません。 

 
  
メインメニューには次の項目があります。 
・「文章編集」  ：文章データー（スクロール文章）の作成、修正を行ないます。 
・「文章削除」  ：文章データー（スクロール文章）の削除を行ないます。 
・「全面画像編集」 ：文章データー（固定文章）の作成、修正を行ないます。 
・「分割画像編集」 ：文章データー（分割固定表示文章）の作成、修正を行ないます。 

＊３，４面編集時はこの機能は使えません。 
・「ﾕｰｻﾞｰﾌｫﾝﾄ編集」 ：スクロール文章にカスタムで作成したフォントが使えます。 
・「動画編集」  ：動画データーの編集を行ないます。 
・「通信読込」  ：ＬＥＤコントローラーからデーターを読込ます。 
  通信ケーブルが未接続の場合アクティブ画面ではありません。 
・「通信書出」  ：ＬＥＤコントローラーにデーターを書き込みます。 
  通信ケーブルが未接続の場合アクティブ画面ではありません。 
・「初期化」  ：選択編集中の全文章データーを初期化します。 
  編集途中のデーターが全て初期化されます注意下さい。 
・「ｶｰﾄﾞ書き込み」 ：ＣＦメモリーカードに編集データーを書き込みます。 
・「オプション」 ：各種設定を行ないます。①ＬＥＤパネルの面数、②表示方向、 

③シリアルポートの設定 
・「終了」  ：編集プログラムを終了します。 
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初期設定 
      編集ソフトを使うには、「オプション」により初期設定を行なう必要があります。 
       ＬＥＤ表示器の画面を確認して作成するデーターを決定して下さい。 

・設定項目 
ＬＥＤ表時機の表示面数、表示方向を「オプション」内のプルダウンメニューより選択します。 

初期設定値：パネル数＝３面  表示方向＝横方向、 
通信ポート＝ＣＯＭ１（インストール時の設定値） 

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
・パネル数の設定 
 「３面」、「4面」、「６面」、「８面」、「１０面」より選択します。 
  ３面、４面は    １行（１列）表示 

6面、８面、１０面は２行（２列）表示（１０面の場合５×２段表示） 

 
 

・表示方向の設定 
  「縦表示」、「横表示」を選択します。 

 
 
 
 
 



 第２章 プログラムの起動 P2-04 
 

・通信ポートの設定 
 この項目は。プログラムのインストール時に行なっていますので変更する必要はありません。 
 通信ポートを変更した場合にポートを修正下さい。 

 
 
各設定の完了後「設定」ボタンをクリックすると、設定時に選択した表示パネル、表示方向の 
文章フォルダーが「データー初期化」表示と共に作成されます。 
 

 
データーフォルダー作成時の画面 

  
終了時の画面 「ＯＫ」をクリックする。 
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データー作成 
この章は、ＬＥＤ表示器で表示する文章データーの編集を行ないます。 

     ＬＥＤ表示器で表示する文章データーは、４タイプあります。 
① スクロール表示文章（表示方向：順方向、逆方向、倍角順方向、倍角逆方向） 
・最大２５文字の文章を流れ表示 

② 固定表示文章（固定、点滅、反転点滅） 
・標準フォントで最大８文字（８面パネル時）の表示 
・ビットマップ画面で、３２×６４ドット（８面パネル時）の画像を表示 

③ 分割表示文章（固定、点滅、反転点滅） 
注記 ３／４面表示器は１列表示のため表示不可 
・上段、下段の片側に６面時：３面、８面時：４面の文章を固定文章として表示、 
片側は、スクロール文章より選択し表示 
・ビットマップ画面では、１６×６４ドット（８面パネル時）の画像を表示 

     ④ 動画表示文章 
・動画文章は、全画面表示のビットマップ画面を最大１５面で作成 
各画面毎に画面表示時間の設定をします。 

      
  【 注記 】 
     インストール後、始めての起動又は、初期化した場合は、データーは空の状態より 

編集作業を行なう事になります。 
    ・ＬＥＤ表示器の面数、表示方向を確認してください。面数や方向が異なる場合は、 

他の面数で作成したデーターは正しく表示されませんので注意して下さい。 
 

編集プログラムの起動 
  プログラムが起動すると下記の画面が表示されます。 

 

   
 

文章作成 
編集 
に使用 

ｼﾘｱﾙ通信で 
表示機と 
文章ﾃﾞｰﾀｰの 
読み書き 

編集文章の 
初期設定 

編集文章を

CF ﾒﾓﾘｰｶｰﾄﾞ
に書き込み 
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編集文章の初期設定 
文章の編集を行なう前には、必ずＬＥＤ表示器の面数と、表示方向の確認を２章の 
初期設定を参考に行なって下さい。 
初期設定は、一度行なえばＬＥＤ表示器を変更しない限り変更する必要はありません。 
 

スクロール表示文章の編集 
スクロール文章の作成・編集を行なうには [メインメニュー]より「文章編集」を 
選択します。 

 
 
・文章編集の使い方 

  
操作１「文章編集」をクリックします 文章選択画面が表示されます。 
初期画面は、文章データーは全く入っていませんので空欄の表が表示されます。 
文章が登録されると、登録した No.の欄に頭側から約１２文字表示されます。 

 

スクロール

文章の編集 
クリック 

スクロール

バー 
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 スクロール文章は、１～４００まで ４００文章の登録が出来ます。 

    画面縦軸 ＮＯ．欄より下側に１～１００番まで配置、横欄に０番台、１００番台、 

    ２００番台、３００番台が登録されます。 

２６番以降の番号を選択するには、画面右サイドのスクロールバーをマウスで移動して 

ください。 

 

操作２ 文章番号１番の編集を行ないます。 

マウスにて１番の欄（＋０００列）に合わせ、欄が青色に反転した状態にして下側の 

右にある「選択」をクリックします。 

文章Ｎｏ．１の編集画面が表示されます。 

 
 表示イメージ欄      文章入力欄：全角フォントで２５文字 

 

 
 

 文章保存    編集作業キャンセル 
 

操作３ 文章の１番に表示文章を入力します。 
入力テキスト欄にカーソルがブリンクしていますので 【全角文字】で文章を入力します。 
 
例として「この先工事中徐行をお願いいたします。」と入力し、「ＥＮＴＥＲ」キー 
を押すと、文章編集画面の上の欄に赤色で表示されます。 
文章の修正・訂正は、｢ＤＥＬ｣キー、「BackSpace」キーで行ないます。 
 

 

     注記  半角文字は入力出来ません。  
 

操作４ 文章の１番に登録を行ないます。 
文章が全て上の欄に赤色で表示されたら「登録」キーを押します。 
登録が完了すると、文章選択画面が表示され、１番の所に登録した内容が表示されます。 

これで１文章の登録が完了です。 
      ・引き続き登録を行なう場合は、操作 ①の手順に従い登録したい番号の欄にマウス 
       を合わせクリックして 青色にしてから「選択」キーを押し作業を繰返します。 
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操作５ スクロール文章の編集を終了する場合は、「文章選択画面」の左下の 
「キャンセル」ボタンをクリックすると、「メインメニュー画面」に戻ります。 
 

      スクロール文章の削除は、メインメニューから「文章削除」をクリックして、削除する 
      文章をマウスで青反転させた後「選択」をクリックして消去します。 
 
    ・特殊文字の入力 
      スクロール文章編集には、特殊文字、フォントを文章中に表示する機能が有ります。 
      「文章編集」画面で、文章入力時に「＠」を入れます。 

  
   
    「＠」を入力し「enter」を押すと下記の全角フォント選択画面が表示されます。 
      ＠マークには４通りの表示内容が有りますので、表示内容を選択する必要が有ります。 
 

・選択ボタンの説明 

 
       
 ①「  ＠    」：スクロール文章中にキャラクタとしての「＠」フォントを表示する 

時に選択 
 

      ②「 後入力数字 」：スクロール文章中に数字を入力する時に選択 
文章データーを表示器に転送後、リモコンで数字を入力 

 
      ③「 時刻キャラクタ 」：スクロール文章中に、表示器内の日時データーを表示 
              現在時間の表示等に利用 
 
      ④「 ﾕｰｻﾞｰﾌｫﾝﾄ  」：ユーザーが作成した特殊フォントを選択する 

（標準フォントリストに入っていない漢字やキャラクタを文章中に 
入れて表示） 
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・ＬＥＤ表示器での使用方法について 
 
①、＠は、文章の中に＠として表示する。特別な意味はない。 
 
②、後入力数字は、ＬＥＤ表示器を使う現場にて数字を入れる時に有効です。 
「この先、０００ｍ先 渋滞中のため通行注意！」 の文章に０００ｍの箇所に数字が 
入力できます。 
 

 
 
③、時刻キャラクタは、ＬＥＤ表示器の内臓された時計を使い、日付や時間を表示 
出来ます。 
「只今の時刻は、＠時＠分です。」自動で表示器内の時計からデーターを読み出して 
表示が出来ます。 
 

 
 
登録は、方法は前項と同じく文章を作成し、時間を入れる場所に＠を入れると、 
全角フォント選択画面が表示されますので「時刻キャラクタ入力」を選択します。 

 
次に、時刻キャラクタ入力の 「月」が表示されている欄は、プルダウンメニューに 
なっていますので登録する項目を選択してください。 
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プルダウンメニューの説明 
 時刻キャラクタで選択可能な物は、日時項目になります。 

 
時刻キャラクタの選択項目の説明 
 月           ：月を表示 １月～１２月の数字 
 日           ：日を表示 １日～３１日の数字 
  曜日         ：曜日を漢字表示 月火水木金土日  
 時(24時間制) ：時刻を２４時間表示 １～２４ 
 時(12時間制) ：時刻を１２時間表示 １～１２ 
 前／後       ：１２時間表示時の午前、午後を漢字表示 
 ＡＭ／ＰＭ   ：１２時間表示時の午前、午後をＡＭ／ＰＭ 
 分           ：時刻の分表示を ００～５９の数字表示 
 秒           ：時刻の秒表示を ００～５９の数字表示 
時刻表示を１２時間で表示する場合には、「午前／午後」もしくは、「ＡＭ／ＰＭ」 
を時刻表示の前に付けて下さい。 
 
④、ユーザーフォントは、標準フォントに無い、ユーザーの「ロゴマーク」や「絵文字」

などを表示する場合に使い、ユーザーフォントを使う為には、前もって「ユーザーフォン

ト編集」にてフォントの作成が必要です。 
＊ユーザーフォントの編集は   項にて説明していますので参照ください。 
 
スクロール文章中にユーザーフォントを組み込むには、「＠」マーク入力後表示される 
「全角フォント選択」画面より希望のフォントの番号（５０００番より）を黄色に 
反転させ「選択」ボタンをクリックします。 
「文章編集」画面の表示イメージ欄に選択したフォントが表示されます。 

 
 



 第４章 データー作成 固定文章の編集 P4-01 
 

固定表示文章の編集 
固定表示文章の作成・編集を行なうには [メインメニュー]より「全面画像編集」を 
選択します。 

 
 
・固定文章の内容 
  固定文章は、固定表示文章で編集した文章（１画面）をＬＥＤ表示器で「固定表示画面」、 
「点滅表示画面」、「反転表示画面」で使用します。 
固定文章を編集には、２つの方法があります。 
①編集プログラムに登録された文字フォント｢全角フォント｣を選択して作成 
６面、８面の文章では、全角フォントで２段（２列）表示可能、縦倍角表示では、 
１段（列）になります。 

      ②表示画面にビット表示で文章、絵を作成して登録 
   全角フォントを編集画面に表示させた後にビット表示画面で編集は可能です。 
 
・ビット表示画面でのマウスの使い方 
  ビット表示編集画面エリア内にマウスの「矢印カーソル」を合わせると「十字カーソル」 
に変ります。 
この「十字カーソル」の位置でマウス「左ボタン」を押すと赤く反転します。  
同じ位置で「右ボタン」を押すと黒色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「十字カーソル」の移動した跡が 
軌跡として反転します。 
赤く反転したドットが、ＬＥＤ表示器のＬＥＤが発光する場所になります。 

 

全面画像編集の使い方 

操作１ 「全面画像編集」をクリックします。 
全画面画像選択画面が表示されます。 
初期画面は、登録された文章データーが入っていませんので空欄の表が表示されます。 
文章が登録されると、登録した No.の欄に登録データーが表示されます。 

固定表示 
文章の編集 
クリック 
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全面画像文章は、１～５００まで ５００文章の登録が出来ます。 
    選択画面には、６画面分しか表示されませんが、右側スクロールバーを下げる事で 

５００番まで選択出来ます。 
 

操作２ 文章の００１番に登録を行ないます。 
マウスにて００１番の欄に合わせ、クリックし番号表示欄が黄色に反転した状態にして 
下側の右にある「選択」をクリックします。 
「画像Ｎｏ．００１」の編集画面が表示されます。 

 
【 編集画面の説明 】 

       

 
 
 

マウスで 
この番号を 
クリック 
して選択する。

 

スクロールバー 
バーを下に下げると、

５００番までの画像 
が表示されます。 

番号を選択後 
クリックして 
編集を始める。

 
編集終了時に 
クリックする。

 

編集番号 

編集データーのイメージ画面
文章入力 

編集データーのコピー 
ビット表示 
編集エリア 

フォント呼び出し 

編集データーの消去 

保存＋終了ﾎﾞﾀﾝ 

編集キャンセルボタン 

編集エリア内 
移動カーソル 

フォント拡大設定 
縦倍角、横倍角 
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    全角フォントの登録 [上下２段に文章を登録] ＊１段のみも可能 
 

操作３ 編集画面右上の「文字入力」欄にマウスでカーソルを移しクリックします。 
入力テキスト欄にカーソルがブリンクしていますので、【全角文字】で文章を入力します。 
・例として「道路工事」と入力し「ＥＮＴＥＲ」を押し確定し、次に「フォント呼出」 
ボタンを押します。 
ビット表示編集エリアに 緑色で「道路工事」と表示されます。 
    

 
 

 
[ビット編集エリア]に全角文字フォントが緑色で表示されます。 

 

 
 

文字入力欄に入力後 
「フォント呼出」ボタン 
を押す。 
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＊[ビット編集エリア]表示画面の表示色について 
 緑色：フォントが呼び出された状態で表示文章としてまだ確定していません。 
 赤色：確定した表示されるデーターです。 
 黄色：緑文章と確定した赤色文章が重なった所が黄色になります。 

 
操作４ 全角フォント位置の微調整 

  前項 操作３にて呼び出したフォントのサイズ、位置を決定して表示文章に確定します。 
  文字サイズ、表示位置を決めるには、編集画面右上部にあるツールボタンを使います。 

 
【ツールボタンの説明】 表示データーが未確定（緑色表示文字）時に有効になる。 

 
 

     【縦／横倍角表示の画面】 □縦倍角、□横倍角 の□にチェックを入れると下記の 
表示になります。 

 

   
 

           

縦倍角、横倍角

にする。 
 

文章の表示位置

を調整用カーソ

ルボタン 
 

確定時押す 
 
取消時に押す 
 

レ 

【縦倍角表示】 

【横倍角表示】 
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表示位置の調整 
【位置調整ツールボタン】 データーが未確定時に有効になり、ＯＫを押し確定すると 

方向カーソル、文字間調整欄は消えます。 

 
  
 

 

   
   方向カーソルを１回押す度に文字データー  上側より①開始位置－１文字間、②１―２文字間 
   （緑色の文章）全体が１ドット毎移動    ③２－３文字間、④３－４文字間になります。 
   します。                 入力可能数値は、「－」も可能ですが編集エリア 
                        より外れた場合は、表示されません。 

 
 
 

[方向カーソル] 
文章の表示位

置を調整 
 

倍角表示にすると、

編集画面より 
はみ出した部分 
は表示されません。

[文字間の調整] 
この欄に数字を入れる 
数字のドット数文字間

隔が空きます。 
 

【横倍角表示】 
   ＋ 
【縦倍角表示】 
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操作５ 上側文章の登録 
  「ＯＫ」ボタン（フォント呼出ボタンの下）を押すとデーターが確定し、データーが 

赤色に変り「画面イメージ」エリアにＬＥＤ表示時の画面が表示されます。 

 
 

操作６ 下側文章の登録 
編集画面右上の「文字入力」欄にマウスでカーソルを移しクリックします。 
入力テキスト欄に「道路工事」と先に入力した文章が入っていますので、 
「ＤＥＬ」キーにより削除してください。 
空欄になった後、③項と同じく【全角文字】で文章を入力します。 
・例として「通行注意」と入力し「ＥＮＴＥＲ」を押し確定します。 
次に「フォント呼出」ボタンを押します、ビット表示編集エリアに  
緑色で「通行注意」と表示されます。 
    

 
 

先に登録した文章の上に通行注意が重なって表示されている場所が黄色のドットで 
表示されています。 
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・操作４で解説した 表示データーの移動は、「方向カーソル」の下ボタンを 
１６回クリックして表示位置をしたに移動して下さい。 

 

 
 

表示位置が決まった後、「ＯＫ」ボタンをクリックし文章を確定します。 
確定した文章データー画面 これで固定表示文章が１つ完成しました。 
 

 
 

操作７ 文章の保存 
  「保存」ボタン（画面左下）を押すと、保存問い合わせウィンドウが表示されます 
「ＯＫ」ボタンを押すと、確定データーを保存します。 
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保存完了後の画面 
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ビット表示で表示画面（文章）の作成 

  ・操作１、２により全画面編集より登録文章番号を選択して文章作成を行います。 
  ・作成方法は、マウスにて「ビットマップ編集画面」に、表示ドットを赤色に 

反転させ表示画像を書きます。 
・「十字カーソル」の位置でマウス「左ボタン」を押すと赤く反転します。  
同じ位置で「右ボタン」を押すと黒色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「十字カーソル」の移動した 
跡が軌跡として反転します。 
・赤く反転したドットが、ＬＥＤ表示器のＬＥＤが発光する場所になります。 

 
      ・表示文章（画面）が完成した場合、操作⑤にて登録をします。 

 
上記画面は、ビット登録画面例です。 
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全面画像文章のコピーについて 
  コピーとは、先に作成してある文章を使い、その文章の一部を修正し、新しい文章 
を作成することが出来ます。 
コピー可能なデーターは、編集中の固定文章から選択します。 
・操作１，２により全画面編集より登録文章番号を選択して文章作成を行います。 
注記 編集する画面は、空白もしくは、全消去でデーターを消した画面で行って下さい 
データーの表示された状態でコピーをすると上書きされダブり表示になります。 

 

 
 
      コピーボタンをクリックすると、下記の様な「全面画像選択」画面が表示されます 
      データー番号「００１」から表示されますので、コピーしたい文章は、右側のスクロール 
      バーを下に下げて、希望の番号をクリックして黄色に反転させ「コピー」ボタンを 

押して選択します。        

 
 

コピーされた画面は確定したデーター表示になりますので、編集はビットマップ画面で 
マウスにより編集を行います。保存方法は、操作７を参照下さい。 
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分割文章の編集 
分割文章の作成・編集を行うには [メインメニュー]より「分割画像編集」を選択します。 

 
 
・分割文章の内容 

  分割文章は、「分割画像編集」で作成した文章（画像）をＬＥＤ表示器の分割表示で使用 
します。 
 
分割表示とは、８画面では、上下各４パネルあり、上下どちらかの４パネルを固定文章で 
表示、残り４パネルをスクロール表示する場合に使います。 
分割表示も固定表示と同じく「固定」、「点滅」、「反転点滅」の各表示が可能です。  
・表示設定は、ＬＥＤ表示器転送後、リモコンで設定します。 
 
【分割文章の表示 例】 

 
 

   
注記 ３面、４面では分割表示機能はありません。 
   縦型表示機の場合、左右の１列設定、６面表示器は３パネルになります。 

   
 
 
 

分割表示文章 
の編集 
 

固定表示 
分割文章より選択 

スクロール表示 
スクロール文章 
より選択 
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分割文章を編集には、固定文章と同じく２つの方法があります。 
①編集プログラムに登録された文字フォント｢全角フォント｣を選択して作成 
全角フォントで１段（１列）表示可能、横倍角表示が可能です。 

      ②表示画面にビット表示で文章、絵を作成して登録 
   全角フォントを編集画面に表示させた後にビット表示画面で修正が出来ます。 
 
・ビット表示画面でのマウスの使い方 

  ビット表示編集画面エリア内にマウスの「矢印カーソル」を合わせると「十字カーソル」 
に変ります。 
この「十字カーソル」位置でマウス「左ボタン」を押すと赤く反転します、同じ位置で 
「右ボタン」を押すと黒色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「十字カーソル」の移動した跡が 
軌跡として反転します。 
赤く反転したドットが、ＬＥＤ表示器のＬＥＤが発光する場所になります。 
 

分割画像編集の使い方 

操作１ 「分割画像編集」をクリックします。 
 
「分割画面選択」画面が表示されます。 
初期画面は、登録された文章データー入っていませんので空欄の表が表示されます。 
文章が登録されると、登録した No.の欄に登録データーが表示されます。 

  
分割文章は、１～５００まで「５００文章」の登録が出来ます。 

    選択画面には、１０文章のみ表示されます 
右側スクロールバーを下げる事で５００番迄、選択出来ます。

文章番号を 
マウスでクリック

選択 
 

編集開始番号を 
選択後クリック 

編集終了時に 
クリック 

スクロールバー 
下に下げると、 
５００番までの 
画像が表示 
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操作２ 文章の００１番に登録を行います。 
マウスにて００１番の欄に合わせ、クリックし番号表示欄が黄色に反転した状態にして 
下側の右にある「選択」をクリックします。 
「画像Ｎｏ．００１」の編集画面が表示されます。 

 
【 編集画面の説明 】 
 

 
 

 
 
      

     
操作３ 文字入力 
編集画面右上の「文字入力」欄にマウスでカーソルを移しクリックします。 
入力テキスト欄にカーソルがブリンクしていますので、【全角文字】で文章を入力します。 
・例として「工事中」と入力し「Enter」を押し確定し、次に「フォント呼出」ボタンを 
クリックすると、ビット表示編集エリアに 緑色で「工事中」と表示されます。 
    

 
 

 
 
 
 
 

編集番号 

編集データーのイメージ画面 文章入力 

編集データー 
のコピー 

ビット表示 
編集エリア 

フォント呼び出し 

編集データーの消去 保存＋終了ﾎﾞﾀﾝ 

編集キャンセル 
ﾎﾞﾀﾝ 

編集エリア内 
移動カーソル 

フォント拡大設定 
横倍角 

文字入力欄に入力後 
「フォント呼出」ボタン 
をクリック 
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[ビット編集エリア]に全角文字フォントが緑色で表示されます。 

 
 

＊[ビット編集エリア]表示画面の表示色について 
 緑色：フォントが呼び出された状態で表示文章としてまだ確定していません。 
 赤色：確定した表示されるデーターです。 
 黄色：緑文章と確定した赤色文章が重なった所が黄色になります。 

 
操作４ 全角フォント位置の微調整 
 

  前項 操作３にて呼び出したフォントのサイズ、位置を決定して表示文章に確定します。 
  文字サイズ、表示位置を決めるには、編集画面右上部にあるツールボタンを使います。 
【ツールボタンの説明】 表示データーが未確定（緑色表示文字）時に有効になる。 
 

 
 
 

      

横倍角にする。

 

文章の表示位置

を調整用カーソ

ルボタン 
 

確定時押す 
 
取消時に押す 
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【横倍角表示の画面】 □横倍角 の□に  チェックを入れると下記の表示になります。 

 
      横倍角を設定すると、全角フォントが倍表示になりますので、４画面に２文字表示となります 
      「工事中」の３文字を横倍角で表示すると「工事」の２文字しか表示出来なくなります。 
      ＊縦倍角はありません。   

 
表示位置の調整 
【位置調整ツールボタン】 データーが未確定時に有効になり、ＯＫを押し確定すると 

方向カーソル、文字間調整欄は消えます。 

   

   
  方向カーソルを１回押す度に文字データー   上より ①開始位置－１文字間、②１―２文字間 
  （緑色の文章）全体が１ドット毎移動します  ③２－３文字間、④３－４文字間になります。 
                        入力可能数値は、「－」も可能ですが編集エリア 
                        より外れた場合は表示されません。 

 

[方向カーソル] 
文章の表示位

置を調整 
 

[文字間の調整] 
この欄に数字を入れる 
数字のドット数文字間

隔が空きます。 
 

レ 

【横倍角表示】 
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操作５ 上側文章の登録 
  「ＯＫ」ボタン（フォント呼出ボタンの下）を押すとデーターが確定し、データーが 

赤色に変り「画面イメージ」エリアにＬＥＤ表示時の画面が表示されます。 

 
 

操作６ 文章の保存 
  「保存」ボタンをクリックすると、保存問い合わせウィンドウが表示され、次に「ＯＫ」

ボタンをクリックことで、確定データーを保存します。 

 
 
保存完了後の画面 
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ビット表示で表示画面（文章）の作成 

  ・操作１、２により全画面編集より登録文章番号を選択して文章作成を行います。 
  ・作成方法は、マウスにて「ビットマップ編集画面」に、表示ドットを赤色に 

反転させ表示画像を書きます。 
・「十字カーソル」の位置でマウス「左ボタン」を押すと赤く反転します。  
同じ位置で「右ボタン」を押すと黒色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「十字カーソル」の移動した 
跡が軌跡として反転します。 
赤く反転したドットが、ＬＥＤ表示器のＬＥＤが発光する場所になります。 

 

 
 

      ・表示文章（画面）が完成した場合、操作６にて登録をします。 
 

分割画面画像文章のコピー 
  コピーとは、先に作成してある文章を使い、その文章の一部を修正し、新しい文章 
を作成することが出来ます。 
 
コピー可能なデーターは、編集中の分割文章から選択します。 
・操作１，２により分割文章編集より登録文章番号を選択して文章作成を行います。 
注記 編集する画面は、空白もしくは、全消去でデーターを消した画面で行って下さい 
データーの表示された状態でコピーをすると上書きされダブり表示になります。 

      ・「コピー」ボタンをクリックすると、下記の様な「分割画像選択」画面が表示されます 
       データー番号「００１」から表示されますので、コピーしたい文章は、右側のスクロー 

ルバーを下に下げて、希望の番号をクリックして黄色に反転させ「コピー」ボタンを 
押して選択します。  
コピーされた画面は確定したデーター表示になりますので、編集はビットマップ画面で 
マウスにより編集を行います。 
保存方法は、操作６を参照下さい。 
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動画文章の編集 
動画の作成・編集を行うには [メインメニュー]より「動画編集」を選択します 

 
 

・動画文章の内容 
  動画文章は、「動画編集」で作成した複数枚の画像を順番にＬＥＤ表示器表示して、 
動画表示を行います。 
動画表示とは、ＬＥＤ表示画面の全パネルを１コマ画像として、ビット表示画面で 
編集し、最低２画面より最大１５画面のコマ画像を連続して動画表示出来ます。 
 
【 動画文章例 】 
・１動画は、１５枚のコマ画像（黄色番号０～１４）により作成します。 

 

 
 
 
・文章数は、１５の動画文章が編集が出来ます。 
・動画文章をＬＥＤ表示器に転送後、リモコン操作で連結を行えば、 
１５(動画文章)×１５(コマ画像)＝２２５コマの動画表示が可能となります。 

 

動画文章 
の編集 
 

① ② 0 ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ ⑬ ⑭ 

○
１コマ画像 

１動画文章 
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・動画編集の使い方 
動画編集は、コマ画像の作成と、各コマ画像の表示時間を設定して動画表示を行う必要が

あります。 
 
操作①～⑥にてコマ画像の作成の説明 
操作⑦～⑫にて動画表示のために、各コマ画像の表示時間設定の説明 

 
操作１ 「動画編集」をクリックします・ 
「動画画像選択」画面が表示されます。 
初期画面は、登録された文章データー入っていませんので空欄の表が表示されます。 
文章が登録されると、登録した No.の欄に登録データーが表示されます。 
 

  
 

動画文章は、１～１５まで１５動画の登録が出来ます。 
    選択画面には４画像のみ表示されます、右側スクロールバーを下げる事で１５番迄 

選択出来ます。 
 
操作２ 文章の０１番に登録を行ないます。 
マウスにて「０１」番の欄に合わせ、クリックし番号表示欄が黄色に反転した状態にして 
下側の右にある「選択」をクリックします。 
「画像Ｎｏ．００１」の編集画面が表示されます。 

 

 

文章番号を 
マウスで 
クリック選択 
 

スクロールバー 
下に下げると、 
１５番までの 
動画が表示 
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【 編集画面の説明 】 
編集画面は、固定文章とほぼ同じ様な機能と、コマ画像の表示時間を設定し 
動画表示を設定する機能があります。 
 
また、ＬＥＤ表示器での画像表示が確認出来るデモ表示画面があります。 

 
 

   
 

・ビット表示画面でのマウスの使い方 
  ビット表示編集エリア内にマウスのカーソルを合わせると「十字カーソル」に変ります。 
この「十字カーソル」位置でマウス「左ボタン」を押すと赤く反転します、同じ位置で 
「右ボタン」を押すと黒色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「十字カーソル」の移動した跡が 
軌跡として反転します。赤く反転したドットが、表示器のＬＥＤが発光します。 
 

    操作３ 編集の開始 
編集は、コマ画像の００より順番に最大１４までの作成します。 
 

 
 
 

 

編集番号 表示画面のイメージ 文章入力 

データーコピー 

ビット表示 
編集エリア 

データー消去 
保存＋終了ﾎﾞﾀﾝ 
編集キャンセル 
ﾎﾞﾀﾝ 

編集エリア内 
移動カーソル 

コマ画像 

動画コマ画像 
設定エリア 
＋ 
デモ表示 

コマ画像の選択 
００画像が動画の開始画面になります。 
編集のコマ画像を変更するには、「▼」を 
クリックしプルダウンメニューで番号が 
表示されますので次の希望の番号を選択 
して下さい。 



第６章 データー作成 動画文章の編集                           P6-04 
 

 
 
マウスの左右のボタンにより「ビット表示編集エリア」にコマ画像を作成します。 

 
操作４ コマ画像の保存 
１枚のコマ画像が作成された場合、保存を行って下さい。 
「動画表示」編集画面の左下にある「保存」ボタンをクリックします。 
保存確認のウインドウが表示されますので「ＯＫ」をクリックします。 
保存されると、「動画画像選択」画面が表示され、登録されたコマ画像が左上に 
表示されます。 
 
注意 作成するコマ画像を連続で作成してから保存する事も出来ますが、保存を 

行わない限り、先に作成した画像も保存されませんので「キャンセル」により 
作業を中止した場合、先のコマ画像も消去されてしまいます。 

 

 
 
操作３にて作成した画像 

 
 



第６章 データー作成 動画文章の編集                           P6-05 
 

操作５ コマ画像 ２枚目以降の作成 
２枚目の編集は、「動画編集」画面の左上にある「ＮＯ．００」を「ＮＯ．０１」に 
変更します。 
コマ画像番号「００」横の「▼」をプルダウンメニューで番号「０１」を選択します。 
 
注意 コマ画像の編集は、００より順番に編集下さい、途中番号を空けると、動画設定 
   時に空白画面になります。  
 

   
 
動画表示をするには、画像を少しづつ移動、変更して表示させる必要があります。 
編集では、前のコマ画像をコピーして、画像を加工することで作業が楽に出来ます。 

  コマ画像の番号を設定後、画面左下の「コピー」をクリックします。 
動画１の００コマにデーター表示された、「動画画像選択」画面が表示されます。 
その登録コマ画像をクリックしてから「コピー」をクリックします。 
すると、０１コマ画像の編集画面に００コマと同じ画像がコピーされ表示されます。 

 
操作６ コマ画像の修正 
マウスの左右ボタンを押して、画像を修正し、２枚目のコマ画像を作成し、保存します。 

 
 
操作５、６を繰り返して動画の必要なコマ画像を作成して下さい。 
＊ 保存操作は、必ずコマ画像作成毎に行ってください。 
＊  

コマ画像番号を次の番号に設定 
「▼」をクリックしプルダウンメニュー 
で番号を選択下さい。 
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操作７ 動画の表示設定 
上記操作１－６にて作成したコマ画像の各コマの表示時間を設定し動画を完成させます。 
操作２と同じく編集画面の「動画編集」を選択します。 
 
【 動画文章例 】 

 
 
コマ画像「００」が表示された画面が表示されます。 

 
 
操作８ 動画のコマ画像設定 
動画表示のための設定は、編集画面の左上にある操作ボタンにより行います。 

 
ボタンの説明 ：①②③のボタンは「▼」をプルダウンメニュー選択です。 
 ①コマ画像選択 ：作成した画像番号を選択します。 
 ②表示時間設定 ：各画像の表示時間を設定します。 
 ③最終コマ画像設定 ：表示する最終のコマ画像番号を入力 
 ④デモ表示 ：ＬＥＤ表示器表示確認が出来ます。 

① ② 0 ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

⑫ ⑬ ⑭ 

○

動画設定

ボタン 

①コマ画像選択 

③最終コマ画像設定 

②表示時間設定 

④デモ画面表示ボタン 
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動画の編集 
 動画文章を作成するには、作成したコマ画像毎に、表示時間を設定して画像が動いて 
見える様に、各画像を切り替え表示します。 

１）コマ画像「００」を①ボタンにより選択、②ボタンにより「００」画像が表示する 
時間を選択する。 
選択時間は、プルダウンメニュー「０１～３０」より選択、 
時間の０１は約０．１秒、３０＝約３秒になります。 

２）①ボタンによりコマ画像を「０１」を選択し、表示時間を選択 
３）コマ画像を最終まで時間を設定 
４）③ボタンにより最終の画像番号を設定 
（動画例では００から０４までの５コマ） 

５）時間設定の完了 
 

操作９ 動画のデモ表示 
デモ表示を確認するには、④ボタン「デモ表示」をクリックします。 
 

 
上記デモ表示「全画面表示」画面の「デモ表示」ボタンをクリックすると 操作８にて 
登録した表示時間で動画表示されます。 
デモ画面にて確認し、表示時間の調整を行って下さい。 
 
注記 動画の途中に画像を追加することは、出来ません、追加の必要がある場合は 
   画像をコピーして追加するコマ画像のスペースを空けて下さい。 
   再度、表示時間の調整を行う必要もあります。  
 
操作１０ 文章の保存 
 デモ表示画面を終了した後、「動画表示」の左下にある「保存」ボタンをクリックする 
と、保存問い合わせウィンドウが表示され、次に「ＯＫ」ボタンをクリックことで、確定 
データーを保存します。 

 
 
これで１動画文章の編集作業が終了となります。 
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保存完了後の画面例 
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ユーザーフォントの編集 
ユーザーフォントの編集を行うには [メインメニュー]より「ユーザーフォント編集」 
を選択します。 【全画面共通】 

 
 

・ユーザーフォントについて 
  ユーザーフォントとは、標準フォントに無いマーク・会社ロゴ・特殊記号などを、 
この編集ソフトで１６×１６のビットマップで作成します。 
作成したフォントは、スクロール文章の編集時に文章中に組み込みＬＥＤ表示器に 
表示します。 
 
【 ユーザーフォント例 】 
 

 
・ 作成可能フォント数は、２５５番迄作成出来ます。 

      ・ユーザーフォントを２面連続で使い１６×３２ドットのフォント（ロゴ）など 
       を作成し、スクロール文章で連続して設定することが可能です。 
 
 
 

ユーザー 
フォント編集 
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・ユーザーフォント編集の使い方 
ユーザーフォント編集は、ビットマップでの編集になります。 
ビットマップ表示画面での編集には、マウスを使い左右のボタンで作成します。 

  ビット表示編集エリア内の１６×１６マスにマウスのカーソルを合わせ、マウス 
「左ボタン」を押すと黒く反転します、同じ位置で「右ボタン」を押すと白色に戻ります。 
マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「カーソル」の移動した跡が 
軌跡として反転します。黒く反転したドットが、表示器のＬＥＤが発光します。 
 
操作１ 「ユーザーフォント編集」をクリックします・ 
「全角フォント選択」画面が表示されます。 
初期画面は、登録された文章データー入っていませんので空欄の表が表示されます。 
文章が登録されると、登録した No.の欄に登録データーが表示されます。 
 

 
ユーザーフォントはは、５０００～５０ＦＦまで２５６フォントの登録が出来ます。 

    選択画面には１６画像のみ表示されます、右側スクロールバーを下げる事で１６番 
以降の番号が選択出来ます。 
 
操作２ フォントの５００番に登録を行ないます。 
マウスにて「５０００」番の欄に合わせ、クリックし番号表示欄が黄色に反転した状態に 
して下側の右にある「選択」をクリックします、「５０００」の編集画面が表示されます。 

 

 
 

 

文章番号を 
マウスで 
クリック選択 
 

④編集画面の 
前後の画面を 
選択 

⑤登録ボタン  ⑥終了ボタン 

①ビット表示 
編集エリア 
１６×１６ﾄﾞｯﾄ 

③登録フォント 
表示画面 

スクロールバー 
下に下げると、 
50FF番まで表示 

②イメージ画面 

⑦ビットデータ

変換エリア 
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【 編集画面の説明 】 
①ビットマップ画面には、１６×１６ドットの編集エリアが中央にあり、 
このエリアにマウスでドットを反転（黒色＝ＬＥＤ点灯、白色＝ＬＥＤ消灯）して 
フォントを作成します。 

      ②フォントイメージ画面：①のビットマップエリアでドットを反転させた状態が表示 
       されます。 
      ③登録フォントイメージエリア：編集番号エリアにフォントが登録されている場合 
       表示されます。 
      ④前後移動ボタン：編集中の画面番号の前画面及び、後ろ画面に移動します。 
       但し、保存ボタンを押して保存をしてから画面変更をして下さい。保存をしていない 
       状態で移動するとビットマップ画面で編集していても消えてしまいます。 
      ⑤登録ボタン：データーの登録時に押します。 
      ⑥終了ボタン：フォント編集の終了時に押し選択画面に戻します。 

⑦ビットデーター変換エリア：ビットマップ編集エリアのドットを反転させると、列の 
横の数値が[0000－FFFF]の範囲で変わります 
この数値が作成フォントのデーターとなりますが、作業上関係ありません。 

   
 

    操作３ 編集の開始 
編集は、ビットマップ画面にマウスにてフォントを作成します。 
 
マウスの「左ボタン」を押すと黒く反転します、同じ位置で「右ボタン」を押すと 
白色に戻ります。マウスのボタンを押したままの状態でマウスを動かすと「カーソル」 
の移動した跡が軌跡として反転します。黒く反転したドットが、表示器のＬＥＤが 
発光します。 
②イメージエリアに作成したフォントのイメージが表示されますので確認しながら編集 
を行って下さい。 

 
操作４ コマ画像の保存 
フォント編集が完了した場合、保存を行って下さい。 
編集画面の下にある⑤「保存」ボタンをクリックします、これで編集中のデーターが 
保存されました。 
 
しかし、この状態では、③「登録フォントエリア」には保存データーは表示されません、 
表示させる場合は、④の前後表示ボタンにより移動するか、⑥の「終了」ボタンを押し 
再度、編集した番号を表示させる必要があります。 
 
操作５ 作業終了 
終了には、保存作業を行った後、⑥「終了」ボタンを押し、「選択画面」を表示 
させ「キャンセル」ボタンを押し終了となります。 
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文章データーの読み込み・書き込み 
編集により作成したデーターをＬＥＤ表示器に転送・ＬＥＤ表示器内のデーターを 
編集する方法を説明します。 
 
①ＬＥＤ表示器内のデーターを編集する 

  シリアル通信にてデーターを読み込み、編集します。 

②編集データーを表示器に転送する。 

１）シリアル通信にてデーターを書き込みます。 

２）ＣＦメモリーカードに編集ソフトでデーターを書き込み、ＬＥＤの表示 

コントローラーのカードコネクターに接続し、データーを転送します。 

 

      １．ＬＥＤ表示器との通信 

        ①通信ケーブルの準備 

         専用のＲＳ２３２Ｃシリアル通信ケーブルを準備します。 

         ・ケーブル配線は、付録Ａに記載してあります。 

        ②ケーブルの接続 

         ・ＲＳ２３２ＣコネクターをパソコンのＣＯＭポートに接続します。 

         ・ナイロンコネクターを、ＬＥＤ表示器のＣＮ１（接続場所は、付録Ａに記載） 

        ③ＬＥＤ表示器、パソコンを起動し、編集ソフトを起動します。 

         通信が正常に行われる場合は、「メインメニュー」〔図１〕が表示されます。 

         パソコンのＣＯＭポート接続は、どこでもかまいませんが、編集プログラム 

         のインストール時に設定したポート以外の場合エラー〔図２〕が表示されます。 

         その場合、一旦「キャンセル」ボタンを押し終了し、「メインメニュー」より 

         「オプション」を選択してＣＯＭポートを選択してください。 

         編集ソフトを再起動すれば、接続時のエラーは出なくなります。 

 

   

         〔図１メインメニュー〕          〔図２エラー画面〕 

        ④通信が正常に出来る場合は、「メインメニュー」の「通信読込」、「通信書出」 

         ボタンが明るく表示され有効になります。 

         ・ＬＥＤ表示器は、消灯し、編集が終了まで点灯しません。 
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２．通信読込 ：ＬＥＤ表示器のデーターを読込み 

 ①パネル数・表示方向の設定 

・データーの読込時には、必ず「オプション」の設定でパネル数、表示方向の 
を設定を確認して下さい、 

・読み込まれるデーターと同じパネル数、表示方向のデーターが先に編集されている 
場合、読込データーが上書きされますので、前もってデーターは、バックアップ 
を行って下さい。 
バックアップ方法は、この章の「４．データーのバックアップ」で説明します。 

 

②データー読込選択 
ＬＥＤ表示器内のデーターをパソコンに読込みには、[メインメニュー]より 
「通信読込」を選択します。 

 
〔図３メインメニュー〕 

    「データ読み込み」画面が表示されますので、読み込みデーターを選択します。 
         データー名の前にある□にマウスでチェックを入れると読み込み選択になります。 

 

   
〔図４データー読み込み画面〕 

 
 

データー 
の読込 

読み込みデーター 
にチェックを行う 
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  ③データー読み込み開始 
   「データー読み込み」画面下の「開始」ボタンを押すと読み込みが開始します。 

 

 
         〔図５データー読み込み時の画面〕 
 
   読み込み時間は、全項チェック時、約５分になります。 
 

 
〔図６読み込み完了時の画面〕 

 
 

  ④データー読み込み終了 
   読み込み終了時には、画面中央に「転送 終了」ボタンが表示されますので「ＯＫ」 

を押すと読み込み作業が終了しデーターが保存されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第８章 データーの読み書き シリアル通信                        P8-04 
 

２．通信書出 ：編集したデーターをＬＥＤ表示器に読込み 

 ①データー書出 
編集の完了したデーターをＬＥＤ表示器に書き込むには、[メインメニュー]より 
「通信書出」を選択します。 

 
〔図７メインメニュー〕 

 
    「データ書出」画面が表示されますので、書き込みデーターを選択します。 

         データー名の前にある□にマウスでチェックを入れると読み込み選択になります。 
 

    
〔図８データー書き込み画面〕 

 

②データー書き出し終了 
     書き出し終了時には、画面中央に「転送 終了」ボタンが表示されますので 

「ＯＫ」を押すと書き出し作業が終了しデーターの転送が完了します。 
・ ＬＥＤ表示器の点灯が再開されます。 

 
 

 
 

データー 
の書き出し

書き出しデーター 
にチェックを行う 
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３．カード書き込み ：編集したデーターをＬＥＤ表示器に読込み 

 ＬＥＤ表示器は、ＣＦメモリーカード専用のコネクターがあり、編集ソフトにて 

 作成した文章データーを制御基板のメモリーに転送して表示します。 

 

①ＣＦカード、ＣＦカードアダプターの準備 
ＣＦカード：コンパクトフラシュメモリーカードで１６ＭＢから２５６ＭＢ 

      迄あります。 

          

         〔写真 １ ＣＦメモリーカード〕 

カードアダプター：パソコンでＣＦカードにデーターを書き込むためには、 

         アダプターが必要になります。 

         カードアダプターは、パソコン販売店で購入して下さい。 

        ・ノートパソコンでは、ＰＣＭＣＩＡカード用のアダプター、 

         ＵＳＢポート接続のアダプターが使用できます。 

        ・デスクトップでは、ＵＳＢのアダプターが使用出来ます。 

〔アダプターを購入する場合は、ＣＦメモリーカードが使えるタイプを選択 

 してください。〕 

 

②カード書き込み 

編集の完了したデーターをＣＦメモリーカードに書き込むには、[メインメニュー] 
より「カード書き込み」を選択します。 

 
〔図９メインメニュー〕 

 

 

 

データーを 
メモリーカード

に書き出し 
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③書き込みドライブの選択 
メモリーカードが接続されたドライブを選択します。 
・ドライブを選択するには、「ａ：」表示の横「▼」をクリックしプルダウン 
メニューより寄り選択します。 

 
〔図１０ ドライブ選択画面〕 

 

        ドライブ番号表示について：プルダウンメニューで表示されるドライブ番号は、 

一般的に、「Ａ：ＦＤＤ ドライブ」、「Ｃ：メインＨＤＤ ドライブ」、になります。 

        〔図１１〕では、ドライブ「Ｅ：，Ｆ： 」がカードドライブになります。 

 

 
〔図１１ ドライブ選択画面〕 

 
   ドライブを選択して「ＯＫ」を押すと、カード確認が行われます。 
   もしカードが正常に接続されていない場合は、エラー表示〔図１２〕が表示されます。 
 

 
〔図１２ エラー画面〕 

 
この表示が出た場合は、メモリーカードが正しく選択したドライブに接続されて 
いるか確認をして下さい。確認後「ＯＫ」を押して下さい、問題が解決された場合は、

データーの書き出し画面が表示されます。 
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    データーの書き出し時には図１３の画面が表示されます。 
 

 
           〔図１３ データー読み込み時の画面〕 
 
    書き込み時間は、約１分で終了します。 
 

 
〔図１４書き出し完了時の画面〕 

 
 

  ④データー書き出し終了 
   書き出し終了時には、画面中央に「転送 終了」ボタンが表示されますので「ＯＫ」 

を押すと読み込み作業が終了しデーターが保存されます。 
 
      ＊このデーター書き出し機能を使うことで、Ａ：ドライブのＦＤＤにデーターの 
       書き出しが出来ますので、データーのバックアップが出来ますので有効に使って 

ください。  
       
 
      ⑤ＣＦカードデーターのＬＥＤ表示器への書き込み 

       別説明書「ＣＦデーターの書き込み」を参照下さい。 
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簡易操作仕様のＬＥＤ表示機 

      簡易操作 LED 表示器にデーターを設定する場合のみ以下の操作を行なって下さい。 

 

     ・簡易操作ＬＥＤ表示器を使うためには、文章編集と、ＲＳＷ（ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ）の設定を 

      文章設定プログラムで行ない、データーを表示機に転送する必要があります。 

 

・文章の作成・編集を行なうには、下記のプログラムを起動する必要があります。 

 

          プログラム名：ＬＥＤ２２．ＥＸＥ 

  
このマニアルでは、標準タイプ表示機の編集を基本に作成しています、標準タイプの 
プログラムは、 プログラム名：ＬＥＤ７ＨＶ．ＥＸＥ を使い説明しています 
文章の編集方法は同じですが、簡易操作の「ＲＳＷ割付」項はありませんので 
間違いの無い様にご注意下さい。  

 

簡易操作表示機の確認方法   【別タイプの表示機ではデーターが使えません！】 

・ 表示機の操作パネル（操作ＢＯＸ）が写真のタイプ （ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ３連の写真） 

 
 

・確認事項：簡易操作モードで使用するには、制御基板に貼られている番号の確認認を 

行なって下さい。（添付場所は、カード基板下 メイン基板中央のＵ１－ＩＣの上に添付） 

 

 

 

 上記のＬＥＤ２２／２３のラベルが貼られていれば、対応プログラムが設定されています。 

 

ＬＥＤ２２

Ｒｅｖ．C 
2003/4/xx 

ＬＥＤ２３

Ｒｅｖ．C 
2003/4/xx 

ＬＥＤ22H
Ｒｅｖ．C 
2003/4/xx 
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このＬＥＤ表示機 簡易表示機用文章データー作成編集プログラム 
（以下は、編集ソフトと表示）は、ＲＳＷ（ロータースイッチ）のデーター設定以外は 
標準の編集プログラムと使用方法は全く同じです。 編集時は、前項を参照下さい。 
  
起動するには、デスクトップ上にある「ＬＥＤ２２」のショートカットアイコンを 
クリックします。 

 
スタート画面に ＬＥＤ２２／２３を表示されます。 
 

 
・ＬＥＤ２２のメインメニュー 

    メインメニューでは、「ＲＳＷ割付け」ﾎﾞﾀﾝが追加されています。 
 

 
    
      簡易操作ＬＥＤ表示機は、編集した文章データーを、操作用パネルにあるロータリー 

スイッチ （標準タイプで３個）の各接点に割付けて、各スイッチ毎に１文章を選択 
して、標準タイプは、３文章の連結表示を行なうＬＥＤ表示機です。 
 
＊文章の割付けは、このプログラムで行ないますので、編集したデーターを表示機に転送 
した後での変更は、再度、このプログラムで行なわなければ出来ません。 
 
 
 

ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ

の設定時に 
クリック 
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簡易操作の登録方法 
 操作 ①「メインメニュー」より「ＲＳＷ割付」をクリックします。 

 割付け表の画面が表示されます。 
初期画面は、文章データーは全く入っていませんので下の図の表が表示されます。

データーが登録されると、[パターン、設定番号]部に登録内容が表示されます。 
 

 
 

設定画面の横の列が、各回路の設定内容を表示しています。 
画面の「ＮＵＭ」横の「パターン」「設定番号」を以下の操作にて設定します。 
文章設定を、分割表示モードに設定した時のみ右側の「パターン」「ＳＵＢ」の設定をします。 
 
文章の登録出来る内容 
  ロータリースイッチの数：標準＝３個  最大１～８まで   

（文章を登録しても、ＬＥＤ表示機にスイッチがある物のみ 
表示可能）  

  スイッチの回路数   ：１６回路 登録文章数は１５文章可能 
              （スイッチの ０番は登録出来ない） 
  登録文章       ：固定文章、スクロール文章、動画は、各回路＝１文章のみ 
 
  ＊注記 ６，８面時のみ分割登録が可能 
登録文章「分割文章」 ：分割文章の選択時 分割固定表示文章を上又は下側にして、 

  反対側をスクロール文章として１文章、設定出来る 
 

 

ロータリースイッチ 
の選択 １～８番まで 

スイッチの回路 
番号選択 
１～Ｆまで１５個 
０：は空白設定の為

選択は出来ません。

 

パターン： 
文章の表示 
モードの選択 
 
設定番号： 
文章の編集で 
登録した番号 
 

分割表示設定時 
のみ有効 
スクロール文章 
の登録が可能 



第９章 簡易操作用 文章の設定 P9-04 
 

 
操作 ② ロータリースイッチを選択します。 

「ＲＳＷ割付」画面の上部 左の「ＲＳＷ」ボタンをプルダウンすると 
スイッチ番号が表示されます。 

         ここでの選択スイッチの文章が設定されます。 

 
 

操作 ③ 選択されたスイッチの回路（接点）の文章を選択します。 
     画面の「ＮＵＭ」が回路番号になります、設定をする番号の横の「パターン」 
     ボタンをプルダウンすると文章モードの選択を行ないます。 
     マウスで選択するモードに合わせ青色に反転したらクリックすると選択され 
     パターンの枠内に選択したパターン名が表示されます。 
 

 

 
 
   文章モードの選択出来る文章 

  文章モードで選択出来る文章リストは、次の対応になります。 
・ 固定、点滅、反転点滅 ＝ 固定文章リスト 
・ スクロール、逆、倍角、倍角逆 ＝ スクロール文章リスト 
・ 動画 ＝ 動画リスト 
・ 分割表示（固定表示） ＝ 分割固定文章リスト 
分割表示（スクロール） ＝ スクロール文章リスト 

プルダウンして

スイッチを選択 

分割表示 
モード設定 
項目 



第９章 簡易操作用 文章の設定 P9-05 
 

 
操作 ④ 文章番号の登録を行ないます。 
     「設定番号」の欄に文章番号を登録します。 

「設定番号」の欄には、初期値で１が入っていますので、マウスでこの「１」を 
消して文章リストより番号を入力します。 

 

 
 

 
操作 ⑤ 分割表示を登録する場合 
     分割表示とは、ＬＥＤ表示機で上下の表示を分割して表示する場合に設定します。 

例として、参考画面には、上半分の画面に固定文章で「工事中」を表示して、 
下画面にスクロール文章で「通行注意」を表示しています。 
 

 
 

登録方法 
分割表示の固定文章の登録は、操作 ③の文章モード登録で、分割表示モード 
より選択してから 操作 ④の文章番号を登録します。 

         「パターン」欄に分割モードが設定されると、次の「パターン」欄が有効になり 
         ますので「スクロール」文章の表示モードをプルダウンメニューより選択します。 
         次にスクロール文章リストから 操作 ④の文章番号を登録と同じ方法で 

「ＳＵＢ」の欄に番号を登録します。 

 
 

文章番号 
を入力 
します。 

文章番号 
を入力 
します。 

固定文章 
 
 
スクロール文章 



第９章 簡易操作用 文章の設定 P9-06 
 

 
操作 ⑥ 登録の完了 

操作の②から⑤の指示により、各ロータリースイッチの回路に文章を 
割付けが終了した場合は、登録画面 左下にある「保存」ボタンを押して 
データーをメモリーに登録します。 
＊ 保存ボタンを押さずに終了するとデーターは登録されていませんので必ず 
保存作業を行なって下さい。 

 

 
 

最後に「終了」ボタンを押すと「ＲＳＷ割付」作業が完了し、メインメニュー 
画面に戻ります。 

 
 

    注意事項 

１）登録した内容は、各スイッチの回路毎に、書取り保管下さい。 
      表示機に文章を表示する場合、登録した内容を確認する場合に使います。 
 
    ２）標準の表示機の簡易操作スイッチは３個仕様となりますので「ＲＳＷ割付」時に 
      スイッチ１～３まで有効になります、４以降に割付を行なう事は出来ますが 
      スイッチによる選択が出来ませんので表示させる個とは、出来ません。 
 
    ３）分割表示設定以外は、スイッチの１回路に１文章の登録になります。  
  
    ４）文章登録を行なっていないスイッチの回路は、初期値の固定文章の１番が登録 

されています。 
 

 
 

編集の完了時 
必ず押します。 



付録 Ａ．シリアル通信ケーブル                              付-01 

 

     シリアル通信ケーブル 
 

・通信ケーブルは、Ｄサブ側をパソコンのシリアルポートに、片側を、下記指示の表示 
 制御基板のＣＮ１に接続します。 
 

     「専用ＲＳ２３２Ｃケーブル配線表」 

     パソコン側 Ｄサブ９ピンメス          基板側 JST_ＸH３ピン 
       ２ﾋﾟﾝ ――――――――――――――――――― １ﾋﾟﾝ 受信（赤色） 
       ３ﾋﾟﾝ ――――――――――――――――――― ２ﾋﾟﾝ ＧＮＤ（黒色） 
       ５ﾋﾟﾝ ――――――――――――――――――― ３ﾋﾟﾝ 送信（緑色） 
       ４ﾋﾟﾝ ――― ６ピン 
       ７ﾋﾟﾝ ――― ８ﾋﾟﾝ 
       １、９ﾋﾟﾝ 空き  

 
     「制御基板の接続場所」 

ＣＮ１（日圧 ＨＸ３極ナイロンコネクター） 
 

 
  
 

    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

・緑ＬＥＤ ：電源表示 点灯で＋５Ｖ通電状態 
   ・赤ＬＥＤ ：表示データー書込み時に点灯 
  ・ＳＷ３  ：システム状態設定 
  ・ＳＷ２  ：表示パネル設定 
  ・ＣＮ１２ ：電源入力コネクター 
   

 

ＣＰＵ 
 

CN1:通信ｺﾈｸﾀｰ 緑 LED電源 赤 LED読込

CN8:LED 
表示ﾊﾟﾈﾙ

CN9:LED 
表示ﾊﾟﾈﾙ 

CN12:電源 SW3：DIP６回路 SW2：ﾛｰﾀﾘｰｽｲｯﾁ



付録 Ｂ．基板ＳＷの設定                                  付-02 

 

      制御基板のスイッチ説明 
① ＳＷ１：リセットスイッチ カード基板の下に配置 
② ＳＷ２：表示パネル設定 １６進ロータリースイッチ 
③ ＳＷ３：システム設定 ６極ＤＩＰスイッチ （説明省略） 

 
       ロータリースイッチの設定 
   
   
  スイッチセンターの矢印を 
                     指定のパネル番号に合わす。             

  
  
      注記 工場出荷設定を替えるとＬＥＤ表示が正しく表示されなくなります。    
          スイッチ番号  パネル数、表示方向 

       ０ ：８面―横表示 、４面―横表示 
       １ ：６面―横表示 、３面―横表示 
       ３ ：６面―縦表示 、３面―縦表示 
       ４ ：８面―縦表示 、４面―縦表示 
       ５ ：１０面―横表示（特別仕様タイプのみ） 
       ６ ：１０面―縦表示（特別仕様タイプのみ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

C 

8 

4 



付録 Ｃ．編集プログラムの仕様                              付-03 

 
    編集プログラムの仕様 
     プログラム名 ：ＬＥＤ７ＨＶ  
        ＬＥＤ２２ＨＶ（ロータリーＳＷ操作機能付表示器用） 
     プログラム内容：ＬＥＤ表示機、ＳＨ２タイプの専用文章作成編集ソフト 
     シリアル通信 ：専用ＬＥＤ表示機とシリアル通信機能あり 
             文章データーを送信、受信機能あり 
             シリアルポート選択 ＣＯＭ１～ＣＯＭ８ 
     データーの書き出し機能：ＦＤＤ、ＣＦカードのデーター書き込み機能 

（ＣＦカードアダプター＋ＣＦカードが必要） 
ＣＦカードは、１６ＭＢより１９２ＭＢまで使用可能 

     表示可能フォント：全角フォント、ビットマップフォント（16×16 ﾕｰｻﾞｰ作成要） 
     スクロール表示 ：スクロール文章には特殊表示機能あり 

① 日時表示 内臓時計の時刻等を表示 
② 数字入力 表示器にデーター転送後、リモコンより特定 
       数字をスクロール文章に組み込む 
③ ユーザーフォント 標準の全角フォントに無いフォントを 
       作成、組み込み表示 
        

項目 
 ３面 ４面 ６面 ８面 １０面 

縦横表示 ○ ○ ○ ○ ○ 
固定文章数 ５００ ← ← ← ２５０ 
分割文章数 × × ５００ ← ２５０ 
スクロール文章数 ４００ ← ← ← ← 
スクロール文字数 
（１文章） ２５ ← ← ← ← 
動画文章数 １５ ← ← ← ７ 
動画コマ画像数 １５ ← ← ← ← 
ユーザーフォント数 ２５５ ← ← ← ← 
横表示画面 
ドット数（縦×横） 16×48 16×64 32×48 32×64 32×80 
縦表示画面 
ドット数（縦×横） 48×16 64×16 48×32 64×32 80×32 
 
 

     

 

       



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・スクロール／固定                    付-04 

スクロール文章編集画面  
・１文章は、最大２５文字の入力で、全画面共通の編集画面です。 

  

    【横表示 全画面共通】            【縦表示 全画面共通】 
 
固定文章編集 

    ・固定文章編集は、縦横、面数により編集画面が異なります。 

  

【３面横－選択画面】      【3面横－編集画面】 

  
【３面縦－選択画面】      【3面縦－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・固定                           付-05 

  
【４面横－選択画面】      【４面横－編集画面】 

  

【４面縦－選択画面】      【４面縦－編集画面】 

     
          【６面横－選択画面】      【６面横－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・固定                          付-06 

  

【６面縦－選択画面】        【６面縦－編集画面】 
 

  
【８面横－選択画面】        【８面横－編集画面】 
 

  
       【８面縦－選択画面】        【８面縦－編集画面】 

  
 
 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面  ・固定                         付-07 

 

  

【１０面横－選択画面】        【１０面横－編集画面】 
 
 

  
【１０面縦－選択画面】        【１０面縦－編集画面】 

 
 
 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・分割                          付-0８ 

 分割固定文章編集 
・分割固定文章編集は、６面、８面、１０面の２列（２段）の表示画面の編集に 
有効で、面数により編集画面が異なります。 

      
          【６面横－選択画面】       【６面横－編集画面】 
 

  
【６面縦－選択画面】       【６面縦－編集画面】 

 

  
 【８面横－選択画面】        【８面横－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・分割                          付-09 

    
       【８面縦－選択画面】        【８面縦－編集画面】  

   
【１０面横－選択画面】        【１０面横－編集画面】 

           
【１０面縦－選択画面】        【１０面縦－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・動画                          付-10 

動画文章編集画面  
・動画文章編集は、縦横、面数により編集画面が異なります。 
 

  
【３面横－選択画面】      【3面横－編集画面】 

  
【３面縦－選択画面】      【3面縦－編集画面】 

  
【４面横－選択画面】      【４面横－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・動画                           付-11 

  
【４面縦－選択画面】      【４面縦－編集画面】 

  
         【６面横－選択画面】      【６面横－編集画面】 

  

【６面縦－選択画面】        【６面縦－編集画面】 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面 ・固定                          付-12 

 

  
【８面横－選択画面】        【８面横－編集画面】 
 

  
       【８面縦－選択画面】        【８面縦－編集画面】 

  

  

 
【１０面横－選択画面】        【１０面横－編集画面】 

 
 
 



付録 Ｄ．画面サイズ別編集画面  ・動画                         付-13 

 

   
【１０面縦－選択画面】        【１０面縦－編集画面】 

 
ユーザーフォント章編集画面  
・ 全画面共通の編集画面です。 

   

    【縦横表示 全画面共通】            【縦横表示 全画面共通】 
 




