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1. 安全上の注意点 
 

本製品を安全かつ正しく使用するために、以下の注意事項を 

必ずお守りください。. 

安全注意は「注意と警告」と「禁止」に分類され、その意味は次のとおりです。 

! これを守らないと、製品の損傷や安全上の危険があります。 警告 

これを守らないと致命的な危険が発生する可能性があります。 禁止 

! ! 

! 

製品を移動するときは手袋を着用してください。 
損傷を防ぐため、下側に安全に移動してください。  

子供の手の届かないところに置いてください。 

プラグが損傷していないか、汚染されていな
いこと、および定格電圧であることを確認して
ください。 
濡れた手でプラグに触れないでください。 

製品の損傷や感電の原因となります。 

製品を分解、修理、改造しないでください。  
 火災や感電の原因となります。 点検や修理が
必要な場合は、サービスセンターに お問い合

わせください。 

製品から騒音、振動または煙が発生した場合
は、直ちに使用を中止し、サービスセンターに
連絡してください。 
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! 

製品に油や水をスプレーしないでください。 
製品が故障する場合や火災や感電の危険が 

あります。 

! 

長時間、本製品を使用しない場合はコンセント 
からプラグを抜いてください。 

! 

暖炉やストーブなどの発熱体などの近くて使
用しないでください。 

火災になる恐れがあります。 

壁に掛けた製品に決して寄りかかったり、よじ
登ったりしないでください。 特に、お子様には
注意してください。 

製品が落下してけがの恐れがあります。 

製品を清掃する場合、研磨剤、ワックス、アル
コール、シンナーなどの薬品は使用しないでく
ださい。製品の故障の原因になります。 

製品を清掃する場合は、柔らかい布で軽く空
拭きしてください。 

カーテンやタオルで製品を覆わないでください。 

内部温度が上昇し、誤動作の原因となります。 
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ブルーキャンバス 
本体 

電源アダプタ 電源ケーブル 

壁掛け用ブラケット 取り付けねじ類 マニュアル（本書） 

電源SW 
• １秒押しで画面 On / Off  
 (セーフモード)  
• 長押し: 電源 On / Off 

リセット SW 

DC 電源入力 

2.製品の構成と取り付け 
 

   2.1 パッケージの内容 
 

パッケージを開き、次の部品を確認してください。 

2.2 各部の名称 

 

 
 

 
  

 

 

 

SVC ポート 
（工場専用、使用不可） 

ミニUSBポート 
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4. ブルーキャンバス アプリ ダウンロード 
 

ブルーキャンバスのアプリをGoogle Playまたは、Apple App Storeからダウンロー

ドしてインストールしてください。 

Google Play、Apple APP Storeから「blue canvas（ブルーキャンバス or bluecanvas）

」で検索してください。  

推奨iOS バージョン：iOS 9.3以降 

推奨Androidバージョン：4.4（KITKAT以上）、 

サポートされる解像度：スマートホンの解像度（480 X 800以上） 

3. ブルーキャンバスの概要 
 

ブルーキャンバスは、スマートフォンを利用してNSNサービス（Facebook / 

Instagram）の写真や動画を再生できるデバイスです。 コンテンツは無線LANネッ

トワークを通じて再生されるため、ネットワーク（無線LAN）環境とスマートフォン

は不可欠なアイテムです。 

ブルーキャンバスアプリは、AndroidとiOS（スマートフォン/タブレット）用が用意さ

れており、無料で利用が出来ます。ブルーキャンバスデバイスの設定/管理がで

き、SNSをさらに利用することができます。 ブルーキャンバスのコンテンツは、ク

ラウドサーバーに保存され、再生されます。 

ブルーキャンバス 

クラウドサーバー 

Facebook / Instagram  
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アプリの起動画面 チュートリアル画面  

5. ブルーキャンバス アプリのセットアップ 

 5.1 チュートリアル 

(1)ブルーキャンバスアプリを起動した場合の、最初の画面です。 

(2)アプリ機能を説明するチュートリアル画面。        

3 1 



(3)チュートリアルの画面が完了したら、[ブルーキャンバスを開始する]ボタンを
押すと、会員登録、ログイン画面が表示されます。 

4 5 

6 7 
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(1) [会員登録] ボタンを押してください。 

(2)利用約款の内容をご確認の上、よろしければ[同意する]を押してください。 

(3)会員登録情報を入力して [会員登録] をしてください。 

 “登録したE-Mailに認証メールが届きます”ので確認後、認証メールのリンク 

をクリック すると会員登録が完了します。  

 

5.2 会員登録 

1 2 
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(1) [ログイン]ボタンを押します。 

(2)電子メールとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてログインします。 

(3)Facebook、Instagram IDでもブルーキャンバスのログインが可能です。 

※Instagramで初めてログインする場合、電子メール認証後に利用できます。 

（認証メールのリンクをクリックすると、会員登録が完了します） 

 

Facebook & Instagram Login 

 5.3 ログイン 
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(1)[デバイスの登録]を押してブルーキャンバスデバイスとAPPを接続します。 

      [スキップ]ボタンを押すとSNS画面に移行します。 

(2)「デバイスの登録」を押すと、ブルーキャンバスデバイスの検索をします。 

(3)ブルーキャンバスに近づいて対象機器を選択してください。 

5.4 デバイス登録 
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5.5 無線LAN接続設定 
 

(1)無線LANリストから適切な無線LANを選択します。 

(2)無線LANパスワードを入力してください 
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5.6 言語及びタイムゾーンの設定 

(1)一覧表示の中から言語を選択し確認を押してください。 

（日本語：こんにちは） 

(2)お住いのタイムゾーンを選択し確認を押してください。 

（Asia/Tokyo） 

(3)確認をもう一度押してください。 

  これでブルーキャンバスへのデバイス登録が完了しました。 
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6. コンテンツのアップロード 

 アプリ内の[UPLOAD]を押して頂くとメニューが開き、各テゴリーより写真 

 を選択して機器に写真や動画をアップロードすることが出来ます。 

(1)アルバム： スマホ内の写真を選択しアップロードできます。 

(2)カメラ：スマホで撮影した画像をアップロードできます。 

(3) FacebookやInstagram：あなたのFacebookやInstagramの登録されている写真 

  をアップロードすることができます。 

(4)マイコレクション/アップロードした写真やビデオ、BLUECANVAS APPからダウン

ロードした写真やビデオを見ることができます。 

※アップロード時に写真やビデオにハッシュタグや説明を追加することができます。 

コンテンツは特定のカテゴリにアップロードできます。 
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6.1 スマホのアルバムからアップロード 

(1)お手持ちのスマホの写真からブルーキャンバスにアップロードする 

 写真やビデオを選択します。 

(2)選択した写真やビデオの説明を書き、カテゴリー選択し、公開可否も 

(3)複数のデバイスがある場合、コンテンツをアップロードするデバイスを選択 

  し再度[UPLOAD]を押すと、写真がアップロードされます。   

写真選択 
説明 

カテゴリー選択 
デバイス選択 

1 

BLUECANVAS 02 
BLUECANVAS   01 
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公開可否の選択 



6.2 アルバムからのアップロード 

(1)ブルーキャンバス機器にアップロードする動画をスマホの中から選択します。 
ムービーをプレビューする場合は、[プレビュー]を押してプレビューするムー
ビーを選択します。 
(2)選択したムービーの説明を書き、カテゴリーを設定します。 
(3)複数のデバイスがある場合は、アップロードするデバイスを選択し、[OK]をク
リックしてビデオをデバイスにアップロードします。 
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ビデオ選択 説明 

2 3 

BLUECANVAS 02 
BLUECANVAS   01 

カテゴリー選択 デバイス選択 



7. デバイスの管理  
(1)      アイコンを押すと、SNS画面に移動します。 
(2)[Device]を押して、スマホの接続されているブルーキャンパス機器のリスト 
 が表示されます。 
(3)[Upload]を押して、ブルーキャンバスデバイスに写真をアップロードします。 

デバイス追加ボタン  

写真容量 デバイス名 

デバイス詳細 アップロード 

SNS 

デバイスリスト 
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       7.1 デバイス詳細設定 

 デバイス名を押すとその詳細画面が表示されます。 

デバイス設定 
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       7.2  デバイス設定の詳細 

① 名前の変更: デバイス名を変更できます 

② 無線LANの変更: 無線LANの変更ができます 

③ スケジュール: デバイスの電源ON / OFFが設定できます 

④ コンテンツの切り替え時間: スライドショー時間を設定できます（10秒以上） 

⑤ スライド効果:フェード効果の有無を選択できます 

⑥ 再起動: ブルーキャンバス本体を再起動します 

⑦ 初期化:ブルーキャンバス本体を初期化します 

⑧ Bluetoothスピーカー: ブルートゥーススピーカーを接続します 

⑨ コンテンツレンダリングオプション :コンテンツの表示オプションを設定できます 

⑩明るさ変化:ブルーキャンバスの明るさを設定できます  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 



   ①名前の変更 

ブルーキャンバス名を変更できます。. 

20 



21 

  ②無線LANの変更 

無線LANを変更できます。 

無線LANの変更ボタンを押し、アプリの指示に従って対象機器・無線LANを 

選択しパスワードを入力し、最後に確認ボタンを押してください。 

対象のデバイス選択 新しい無線LANを選択 



  ③スケジュール 

(1) [スケジュール]を押して、デバイスのオン/オフ状態を希望のタイムゾーンに

変更する画面に移動します。 

(2)   アイコンを押して、希望の開始時間と終了時間を設定します。 

例）表示時間が午前9時から午後6時までに設定されている場合、睡眠モード時

間は午前6時から午前9時まで表示時間に自動的に設定されます。睡眠モード

時間を午後2時から設定すると 午後3時から午後6時までの間は、自動的に午

後3時から午後2時に変更されます。 
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   ④コンテンツ切り替え時間 

写真の切り替わる時間を設定できます。 
切り替え時間は、１０秒以上で設定可能です。 
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   ⑤スライド効果 

ピクチャー画面を切り替えるときに、スライド効果を設定することができます。 
フェード効果の有り/無し 
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  ⑥再起動 

ブルーキャンバス を再起動します。 
再確認メッセージに従い操作してください。 
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   ⑦リセット 

26 

ブルーキャンバス の設定内容を工場出状態に戻します。 
再確認メッセージで確定します。 
これにより、内部の設定内容は全て初期化されます。 



   ⑧ブルートゥーススピーカー接続 

Bluetoothスピーカを接続できます。 
(1)対象となるデバイス機器を選択します。 
(2)対象となるブルートゥーススピーカーを選択して指示に従ってください。 

接続対象デバイスを選択 接続するスピーカを選択 
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⑨コンテンツの表現方法の変更 

(1)コンテンツデバイスの表示方法を選択できます。 

(2)センタリング（真ん中合わせ）とトリミング（中央切り取り）のどちらかを 

選択できます。 

センタリング：コンテンツを元のサイズで表示します。 空白は黒の背景色として 

表示されます。 

トリミング：ディスプレイサイズに基づいてコンテンツを自動的にトリミングします。 

※内容の一部が表示されない場合があります。 

  動画には対応しておりません。 



      7.3  写真管理  

デバイス内の写真の並び替え 

  アイコンを選択し、ブルーキャンバス画面に表示する順番をスマホ上で

変更してください 

変更が終わりましたら[確認]ボタンを押せば適用されます。  
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調整アイコン 

1 

「確認」で適用されます 



    7.4  コンテンツ削除 

(1)     アイコンを選択してください。 

(2)削除は複数選択できますので削除対象ファイルにチェックを入れ 

  確認ボタンで確定してください。 

30 

削除ボタン 対象写真選択 



(1)   アイコンを押すと、ブルーキャンパス管理ページに移動します。 

(2) ニックネームをクリックすると、ニックネームの詳細ページに移動します。 

  

8. SNS機能とメイン画面について 
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ユーザー管理画面 

フォローワー 

SNS アップロード 

ホームへ 

ニックネーム 

SNS検索 

デバイス管理画面へ 



コーディック 解像度      形式 

H.264 10bit up to HP level 5.1 : 2160P@60fps (4096x2304) .mp4 / .avi 

VP9 2160p@30fps(4096x2304) .mkv 

HEVC 10bit: 2160p @60fps(4096x2304) .mkv 

MPEG-4 up to ASP level 5 : 1080p@60fps (1920x1088) .mp4 / .avi / .mkv 

MPEG-2 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088) .mkv / .mpg 

MPEG-1 up to MP : 1080p@60fps (1920x1088) .mpg 

9. マルチメディア仕様 

   9.1 ビデオコーディック 

 

 

 

 

 

 

  
 

  9.2 画像サポートコーディック 

 

 

 

 

 

  9.3 オーディオコーディック 

       MP3 / AAC / OGG 

コーディック 解像度     形式 

JPEG 48x48 to 8176x8176 .jpg 

PNG 48x48 to 8176x8176 .png 

BMP 48x48 to 8176x8176 .bmp 
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アクティブエリア 26.49 inches (672.85mm) diagonal 

LCDタイプ 
LG Display  IPS Panel ( Hard Coating, Anti-Glare Surface treat
ment) 

解像度 1920 × 1920(QHD) 

輝度 300nit or 450 nit ( center 1point, Typical ) 

バックライト エッジLED 

Outline Dimension 498.35 × 498.35× 13.9 mm(W×H×D)  Even Thickness 

Bezel On 11.3 / Off 9.9 mm  Even Bezel 

重量 3.2kg (ACアダプタを除く) 

梱包外形 570 x 582 x 130 mm(h) 

梱包重量 5.5kg 

消費電力 
標準  58W 

スタンバイ 電力 Under 3.0W 

DC電源  DC  24V / 3~4 A ( アダプタ ) 

AC電源 
AC   100~240V 

電源周波数 50/60 Hz 

10. 製品仕様 
※仕様は予告なく変更する場合があります。 

10.1 ディスプレイ 

 10.2 外形 

 10.3 消費電力 

 10.3 梱包 
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