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 取扱上の注意事項  

本製品を分解・改造（半田付け等）しないで下さい。 

発熱や発火、感電の原因となる場合があります。 

特に、バッテリーユニットを開封されますと、水分や金属等の混入

により、バッテリーがショート状態となる場合があり危険です。  

本製品に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで

下さい。 

特に、バッテリーユニットを本製品本体より取り外した状態で高所

から落下させ、強い衝撃を与えると、バッテリーユニット内のリチ

ウム電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保

護機構が壊れ、バッテリーの発熱、破裂の原因となる場合があり危

険です。 

 警 告 
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本製品は、精密機器です。本製品を安全に、かつ、長期にわたって  

ご使用していただくため、以下の注意書きを十分にお読み下さい。 

読まずにご使用されますと、製品の性能が損なわれる場合があるほか、

場合によっては、人身を損傷させる原因となることがあります。 

 危 険 



 取扱上の注意事項  

■ バッテリーユニットの充電は、付属品の充電器を使用して下さ

い。付属品以外の充電器、ACアダプタ等で充電すると、充電

条件が異なる場合があり、発熱等の原因となります。 

■ 炎天下の車内やトランクなど、高温となる場所に放置しないよ

うにして下さい。故障の原因となる場合があります。 

■ 異常気象時（台風等）には、できるだけ使用をお控え下さい。

やむを得ず使用しなければならない場合には、強風や降雨等に

より本製品が移動し、通行車両や作業員等への被害が生じない

よう、適切な対策を講じたうえでご使用下さい。 

■ 本製品の表示パネル表面はポリカーボネートで保護しています

ので、突起物等により表示パネル表面が傷つかないよう、ご注

意下さい。視認性の低下や、水の浸入により故障の原因となる

場合があります。 

■ 本製品を使用前に、バッテリーユニットの残量を確認し、適切

な残量があることを確認したうえでご使用下さい。使用中に

バッテリー容量が不足した場合、消灯状態となり、作業員や注

意喚起相手にとって危険となる場合があります。 

■ バッテリーユニットの接続ケーブル及びＵＳＢポートは、未使

用時には必ず防水キャップを閉めて下さい。水の浸入により故

障の原因となる場合があります。 

 
異常を感じたときには速やかに電源を切り、問い合わせ先へご連絡下さい。 

 注 意 
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本装置は、従来の携帯型情報板の 

表示能力を継承しながら 

簡単な操作を実現しました。 

 はじめに  
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 ◇本装置の特徴 

◇運搬性、操作性、安定性に

優れる折りたたみ式 

スタンド構造 

◇文字の大きさ、輝度は高速

道路本線情報板と同等 

◇表示チャンネルボタンは

10チャンネル 

◇付属バッテリーユニット 

1基で2時間程度使用可能 

（追加のバッテリーも販売して

います。） 

◇パソコンを使用し、付属の専用ソフトで表示内容

の編集をすることも可能 

（128チャンネルまで設定可能） 

★オプション機能 

2～4基を専用ケーブル（以下、親子ケーブル）で接続し、 

４～8文字の表示が可能です。※親子ケーブルはオプション品です。 

さ い だ い ８ 文 字 可 
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□ バッテリーユニット×1基 □ 充電器×1台 

 同梱品の確認  

□ CDーROM×1枚 

★ オプション品 

 

・バッテリーユニット（２台目以降） 

・ACアダプタ 

・DCアダプタ 

・親子ケーブル 

□ 取扱説明書×1部 

□ 項目表×1枚 □ 持ち手ゴムシール予備×1枚 



≪背面≫ 

≪正面≫ 

 機器の名称  
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電源ランプ 転送ランプ 

バッテリー 

装着位置 

親子ｹｰﾌﾞﾙ用（出力）ｺﾈｸﾀ 親子ｹｰﾌﾞﾙ用（入力）ｺﾈｸﾀ 

① ② ③ 
電源ボタン 

ランプチェックボタン 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

切替表示ボタン 

持ち手 

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ1 ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ2 

型式シール 

表示 

パネル 

スタンド部 



機器の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

 目次1/2  

基本編 …出荷時の項目を使用する場合 

準備する 

バッテリー充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

バッテリー装着 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

基本操作 

機器の開閉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

基本ボタン操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

 

応用編 …表示内容を編集して使用する場合 

手順1 セットアップ 

.NET Frame Work4.0のインストール  ・ ・・・・・・・・15 

設定ソフトのインストール ・・・・・・・・・・・・・・17 

手順2. 設定ソフト操作  

ソフト画面＜1＞ ―起動画面－  ・・・・・・・・・・・19 

新しくファイルを作成します 

保存したファイルを参照します 

表示内容の窓数を選択します 

ワンタッチ情報板設定ソフトを終了します 

（次のページへ続く） 

同梱品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

取扱上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 
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はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 



 目次2/2  

応用編 …表示内容を編集して使用する場合 

  手順2. 設定ソフト操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

（前のページの続き） 

ソフト画面＜2＞ －表示文字設定－ ・・・・・・・・・23 

テキストを入力します 

フォントの設定を変更します 

文字の位置を調整します 

点滅表示の設定を行います 

ソフト画面＜3＞ －ビットマップ編集－・・・・・・・27 

入力したテキストをもとにﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀを作成します 

ペイントソフトで作成したﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟを参照します 

新規に、ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀを作成します 

ソフト画面＜4＞ －切替グループ設定－・・・・・・・31 

切替グループ設定を行います 

ソフト画面＜5＞ －画面下部の機能－・・・・・・・・33 

参照したﾌｧｲﾙの1～128チャンネルリストを表示します  

参照したﾌｧｲﾙの変更を保存します 

USBメモリに参照したﾌｧｲﾙのbinﾌｧｲﾙを保存します   

手順3. データ転送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

USBメモリを本体へ接続します・・・・・・・・・・・・37 

 

オプション編 …2基以上を連結して使用する場合（親子使用） 

設定ソフトで表示内容を編集します ・・・・・・・・・・41 

機器本体を２基以上連結します  ・・・・・・・・・・・43 

仕様  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

お問合わせ先  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 
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基本編 

基本編 …出荷時の項目を使用する場合 

準備する 

バッテリー充電・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

バッテリー装着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

基本操作 

機器の開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

基本ボタン操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 
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準備する 

 バッテリー充電 

＜バッテリーチェックについて＞ 

ボタンを押すと、ランプが点灯します。 

3個のランプの点灯数で、 

稼働可能時間の目安が分かります。 

ﾗﾝﾌﾟ1個点灯/約1時間 

ﾗﾝﾌﾟ2個点灯/約2時間 

ﾗﾝﾌﾟ3個点灯/約3時間 

1） 充電器をコンセントに接続 

します。電源が入ります。 

（ランプは緑色に点灯しま

す。） 

 

 

  

 

2） バッテリーのキャップを 

外し、バッテリーのコネクタ

と、充電器のコネクタを 

接続します。 

 

 

3） ランプが赤色に点灯すると、 

充電中です。 

 

 

 

 

 

 

 

2つのランプが緑色に点灯する

と、充電完了です。 

 

 

ボタンを押す 

ランプ点灯 

電源

接続 

バッテリー接続 

※本体装着時のバッテリーチェックは、

情報板の電源OFF時に行って下さい。 

基本編 
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1) 右図の向きで、 

バッテリーを 

本体へ装着し 

ます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2） バッテリーのコネクタと本体の接続ケーブルを 

繋ぎます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 右図の矢印の方向へ、カチッと音がするまで 

ストッパーを差し込みます。 

 

 バッテリー装着 

基本編 



基本編 

基本操作 

 機器の開閉 
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 ＜開き方＞ 

1）背面から、持ち手を握り、 

持ち上げます。 

 2）スタンド部を握り、開きます。 

 

 4）持ち手を握り、前後に揺らしてもガクガク

と動かないか、 

  安定した状態であることを確認します。 

 ＜閉じ方＞ 

1）背面から、持ち手を握り、 

持ち上げます。 

 2）スタンド部を握り、 

両サイドの磁石が付くまで 

持ち手に向かって閉じます。 

 3）ゆっくりと、スタンド部から手を離し、 

  安定した状態であることを確認します。 

 3）完全に開いたら、ゆっくりと 

地面に置き、軽く押し込みます。 



①～⑩チャンネルの内、表示する「切替表示ボタン」（緑色）を押してくだ 

さい。選択したチャンネルが、パネルに表示されます。 

 基本ボタン操作 

※ ランプチェックをする  …LED素子のチェックに使用します。 

 1）電源を入れる 

「ランプチェック」ボタン（橙色）を押すとランプチェックがはじまります。 

「電源」ボタン（赤色）を押すと、電源が入ります。 

正面右下にランプが点灯します。（上図の囲み部） 

また、背面の電源ランプが点灯します。（右図） 

 3）電源を切る 

基本編 

 2）チャンネルを選択する …出荷時は標準項目が登録されています。 

※付属の項目表を参照 

「電源」ボタン（赤色）を押してください。 

背面の電源ランプ（赤色）が消えたことを確認してください。 

① ② ③ 電源ボタン 

ランプチェックボタン 

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

切替表示ボタン 
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電源ﾗﾝﾌﾟ 転送ﾗﾝﾌﾟ ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ 

＜正面＞ 

＜背面＞ 



出荷時の切替表示内容は、「ワンタッチ標準」binファイルが登録されています。 

 

これを変更する場合は、ワンタッチ情報板専用の設定ソフトを、付属のCD-ROM 

よりパソコンにインストールし、変更作業を行います。 

（ライブラリ「.NET Frame Work 4.0」がインストールされていない場合は、 

ライブラリ「.NET Frame Work 4.0」のインストールも行ってください。 

 

編集作業終了後は、USBメモリに保存し、本体にデータを転送します。 

 ※USBメモリはご自身で準備してください。 

 

 応用編  
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USBメモリへデータ保存 

本体へデータ転送 



応用編 …表示内容を編集して使用する場合 

手順1 セットアップ 

.NET Frame Work4.0のインストール  ・ ・・・・・・・・15 

設定ソフトのインストール ・・・・・・・・・・・・・・17 

手順2. 設定ソフト操作  

ソフト画面＜1＞ ―起動画面－  ・・・・・・・・・・・19 

新しくファイルを作成します 

保存したファイルを参照します 

表示内容の窓数を選択します 

ワンタッチ情報板設定ソフトを終了します 

ソフト画面＜2＞ －表示文字設定－  ・・・・・・・・・23 

テキストを入力します 

フォントの設定を変更します 

文字の位置を調整します 

点滅表示の設定を行います 

ソフト画面＜3＞ －ビットマップ編集－  ・・・・・・・27 

入力したテキストをもとにﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀを作成します 

ペイントソフトで作成したﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟを参照します 

新規に、ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀを作成します 

ソフト画面＜4＞ －切替グループ設定－  ・・・・・・・31 

切替グループ設定を行います 

ソフト画面＜5＞ －画面下部の機能－  ・・・・・・・・33 

参照したﾌｧｲﾙの1～128チャンネルリストを表示します  

参照したﾌｧｲﾙの変更を保存します 

USBメモリに参照したﾌｧｲﾙのbinﾌｧｲﾙを保存します   

手順3. データ転送  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

USBメモリを本体へ接続します ・・・・・・・・・・・・37 

 応用編  
応用編 
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2）－①（ 既に、パソコンにインストールされている場合 ） 

1）付属のセットアップＣＤを開く。 

 

「ワンタッチ情報板OJ-240-A」をダブルクリックします。 

「Frame Work 4 」-「dotNetFx40_Full_x86_x64」をダブルクリックします。 

下図の画面が開きます。 

「キャンセル」をクリックし、インストールを終了します。 

（既にインストールされている場合は、新たなインストールは不要です。） 

.NET Frame Work 4.0 は制御ソフトが利用しているライブラリです。 

 制御ソフトを動作させるためには、.NET Frame Work 4.0 がインストールされている 

必要があります。 

手順1. セットアップ 

.NET Frame Work 4.0のインストール 
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応用編 セットアップ 
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2）－②（ 初めて、パソコンにインストールする場合 ） 

下図の画面が開きます。 

「同意する」にチェックを入れて、「インストール」をクリックします。 

インストールが完了すると、「完了」をクリックします。 

応用編 セットアップ 



「ワンタッチ情報板OJ-240-A」フォルダをダブルクリックします。 

「ワンタッチ情報板」フォルダをコピーし、パソコンの任意の場所に貼り付けます。 

設定ソフトのインストール 
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応用編 セットアップ 

1）付属のＣＤーROMを開く。 

パソコンへ 

フォルダごとコピー 

 ･「ワンタッチ情報板」･･･ワンタッチ情報板設定ソフト。 

ダブルクリックで起動します。 

 ･「ワンタッチ標準」  …出荷時の本体に登録されている切替項目ファイルです。 

（binファイルとiniファイル） 

 ･「サンプル1基用」  ･･･ビットマップ作成用のサンプル。 

ペイントソフトで開き、800％に拡大し、使用します。 

 

＜「ワンタッチ情報板」フォルダの内容＞ 



 

次のページからソフトの操作を説明します。 

「ワンタッチ情報板」 

アイコンをダブルクリックし、 

設定ソフトを起動します。 

18 



アプリケーション「ワンタッチ情報板」アイコンをダブルクリックすると下図の画面が開きます。 

手順2. 設定ソフト操作 

ソフト 画面＜1＞ 
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⑧ 終了 

⑦ ビットマップ編集 

⑥ テキスト 

④ 表示文字設定 ⑤ 切替グループ設定 

① 新規作成  ② ファイル参照 

③ 確定 

又は 

新規構成 

クリック 

すると 

応用編 設定ソフト操作 



① 新規作成  

② ファイル参照 

③ 確定 

又は 

新規構成 

⑤ 切替グループ 

  設定 

⑥ テキスト 

⑦ ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ編集 

⑧ 終了 

新しくファイルを作成します 

保存したファイルを参照します 

表示内容の窓数を選択します 

新規作成、又はファイル参照を選択すると、「確定」ボ

タンが表示されます。一度確定すると、「確定」ボタン

は、「新規構成」ボタンに変わります。 

ワンタッチ情報板設定ソフトを終了します。 

ビットマップの編集を行います 
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P.25 

 

P.31 

P.22 

P.21 

 

P.21 

P.21 

P.27 

④ 表示文字設定 選択したチャンネルの詳細設定を行います            

選択したチャンネルの切替グループ設定を行います   

P.23 

テキスト入力を行います 

応用編 設定ソフト操作 



新しくファイルを作成します。 

保存したファイルを参照します。 

1）「新規作成」をクリックします。 

1）「ファイル参照」を 

クリックします。 

2）参照するiniファイルを

指定します。 

表示内容の窓数を選択します。 

1）「窓数」から該当する窓数を指定します。 

2）「確定」をクリックします。 

1）「窓数」の変更がある場合は、 

「新規構成」をクリックします。 

3）「確定」をクリックします。 

＜確定後、変更する場合＞ 

2）「窓数」から該当する窓数を指定します。 

ワンタッチ情報板を１基で使用する場合は、「２窓×1」を選択します。 

２基以上を連結して使用する場合には、基数に合わせて設定します。 

設定ソフト 画面＜1＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 

0）「新規作成」又は「ファイル参照」を 

クリックすると、「確定」ボタンが 

表示されます。 

※ 出荷時は「ワンタッチ標

準」iniが、フォルダ「ワ

ンタッチ情報板」に入っ

ています。 

・２窓×２ 

・２窓×３ 

・２窓×４ 

・２窓×１ 

21 



ワンタッチ情報板設定ソフトを終了します。 

1）「終了」をクリックします。 

2）ﾃﾞｰﾀの変更を行った場合は、 

警告画面が開きます。 

 

3）「はい」をクリックすると、 

下図の保存ウィンドウが開きます。 

3）‐②へ 

「いいえ」をクリックすると、設定ソフトを終了します。 

保存はされません。 

応用編 設定ソフト操作 

このページのボタン位置は、 

設定ソフト 画面＜1＞を参照 

3）-②「ファイル名ボックス」に、任意のファイル名を入力します。 

3）-③「.ini」と拡張子を付けます。 

     例：ワンタッチ情報板.ini 

3）-④「保存」をクリックします。 

    設定ソフトを終了します。 

 

「キャンセル」をクリックすると設定ソフトを終了します。 
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表示文字設定について説明します。 

ソフト 画面＜2＞ 
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④ 警告メッセージ ⑤ 選択 

① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ ② メッセージ 

③ 入力ﾎﾞｯｸｽ 

⑧ 点滅表示 ⑦ 位置調整 

⑥ 適用 

応用編 設定ソフト操作 



合わせたメインチャンネルについて、切替グループが設

定されている場合、青色でメッセージが表示されます。 

メッセージは、 

「切替グループが設定されています。」 

文字の位置を調整します 

変更した設定内容を適用します 

テキストを入力します 

フォントの設定を変更します 

点滅表示の設定を行います 

表示文字の設定を変更した時、赤色でメッセージが表示

されます。 

メッセージは、 

「表示文字が変更されています。 

適用または戻すを実行してください。」 

 

「適用」又は「戻る」をクリックしてください。 
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② メッセージ  

③ 入力ボックス 

④ 警告 

  メッセージ 

⑥ 適用 

⑦ 位置調整 

⑧ 点滅表示 

P.－ 

P.25 

P.26 

P.25 

P.25 

P.－ 

P.26 

⑤ 選択 P.25 

① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ メインチャンネルの数値を合わせます 

応用編 設定ソフト操作 



テキストを入力します。 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

2）表示文字設定のタブを 

クリックします。 

3）「テキスト」タブを 

クリックします。 

4）「入力ボックス」に 

カーソルを合わせ、 

表示内容を入力します。 

 

 

 

 

5） 警告メッセージが表示されます。 

入力した表示内容を適用する場合は、「適用」をクリックします。 

もとの状態に戻す場合は、「戻す」をクリックします。 

フォントの設定を変更します。 

1）「選択」をクリックします。 

2）フォント名、スタイル、サイズを

変更することができます。変更後

は、「OK」をクリックします。 

（変更がない場合は、 

「ｷｬﾝｾﾙ」をクリックします。） 

3）設定ソフト画面に戻ります。 

「適用」をクリックします。 
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設定ソフト 画面＜2＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 



文字の位置を調整します。 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

2）「←」「→」「↑」「↓」 

各々のボタンをクリックします。 

  （±8までクリック可能です） 

 

3）表示内容を確認します。 

※この設定は、 

「適用」ボタンのクリックは 

必要ありません。 

点滅表示の設定を行います。 

1）「点滅表示する」にチェックします。 

 

 

 

 

 

 

2）点灯時間、消灯時間の値を 

上下ボタンをクリックして決めます。 

3）「プレビュー」をクリックします。 

「プレビュー」が、「停止」に変わります。 

 

4）確認後、「停止」をクリックします。 

「停止」が、「プレビュー」に戻ります。 

 

※この設定は、 

「適用」ボタンのクリックは 

必要ありません。 
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このページのボタン位置は、 

設定ソフト 画面＜2＞を参照 

応用編 設定ソフト操作 



ビットマップ編集について説明します。 

ソフト 画面＜3＞ 
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② 表示枠 

① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ 

④ ファイル参照 

⑤ 新規作図 

③ ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ作成  

⑥ 適用 

応用編 設定ソフト操作 



変更したビットマップを適用します。 

新規に、ビットマップデータを作成します。 

（※他のチャンネルへのコピーはできません。） 

ペイントソフトで作成したビットマップを参照します。 

（※ペイントソフトでビットマップを作成すると、 

他のチャンネルでも再設定することができます。） 

入力したテキストをもとにビットマップデータを 

作成します。 

（※他のチャンネルへのコピーはできません。） 

② 表示枠 

③ ビットマップ 

作成  

④ ファイル参照 

⑤ 新規作図 

⑥ 適用  

表示する窓枠を選択します 

ビットマップの作成方法は、 

・「ビットマップ作成」 

・「ファイル参照」 

・「新規作図」 

3つの機能から選択することができます。 

 

「ビットマップ作成」、「新規作図」機能は、設定ソフト上で16×16マスのグリット内をク

リックし、ビットマップを作成します。手軽に作成することができますが、他のチャンネルにコ

ピーすることはできません。単純な形状のものに推奨します。 

 

「ファイル参照」機能では、予め、ペイントソフトでビットマップデータを作成し、保存してお

くことで、何度でも「ファイル参照」で呼び出すことができるという利点があります。複雑な形

状で、繰り返し使用する場合に推奨します。 
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① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ メインチャンネルの数値を合わせます 

応用編 設定ソフト操作 

P.29 

P.29

P.30 

P.－ 

P.29 

P.30 

P.30 

P.30 



入力したテキストをもとに 

 ビットマップデータを作成します。 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

2）「テキスト」タブを 

クリックします。 

3）「入力ボックス」に 

任意のテキストを 

入力します。 

4）「適用」をクリックします。 

 

 

 

 

5）「ビットマップ編集」タブを 

クリックします。 

6）表示する窓枠を選択します。 

7）「ビットマップ作成」を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

8）16×16マスのグリット内を 

クリックし、編集します。 

 

9） 警告メッセージが 

表示されます。 

 

変更したビットマップを 

適用する場合は、 

「適用」をクリックします。 

もとの状態に戻す場合は、 

「戻す」をクリックします。 
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設定ソフト 画面＜3＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 



ペイントソフトで作成した、ビットマップを参照します。 

＜ペイントソフトで作成します＞ 

1基の場合は、縦16×横32ピクセルで、 

ビットマップデータを作成します。 

（フォルダ「ワンタッチ情報板」→「サンプル 

１基用」をペイントソフトで開き、 

作成してください。 

・表示は800％に拡大 

・グリッド線にチェック） 

 

※親子利用の場合は、次のピクセルサイズで、 

ビットマップを作成します。 

2基/縦16×横64ピクセル 

3基/縦16×横96ピクセル 

4基/縦16×横128ピクセル 

 

 

＜設定ソフトに戻ります＞ 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

2）「ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ編集」タブをクリックします

3）「ファイル参照」を 

クリックします。 

※表示枠ごとに参照することは 

 できません。 

※この設定は、 

「適用」ボタンのクリックは必要ありません。 

但し、16×16ﾏｽのｸﾞﾘｯﾄ内の変更をした場合は、「適用」をクリックします。 

新規に、ビットマップデータを作成します。 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

2）「ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ編集」タブをクリックします

3）表示する窓枠を選択します。 

4）「新規作図」をクリックします。 

5）16×16マスのグリット内をクリックし、 

編集します。 

6）「適用」をクリックします。 
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設定ソフト 画面＜3＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 

ペイントソフト画面 



切替グループ設定について説明します。 

サブチャンネルを設定します 

ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙは、ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙに続いて表示するﾁｬﾝﾈﾙです。 

1～4項目設定することができます。最大5チャンネルを

切替て表示させることができます。 

② ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ1～4  

各チャンネルを表示する時間を設定します 

チャンネル切替時の消灯時間を設定します 

③ 切替間隔 

④ ブランク 

ソフト 画面＜4＞ 
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① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ 

② ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ1～4  

⑤ プレビュー 

③ 切替間隔 

④ ブランク 

① ﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙ 

⑤ プレビュー 

 

 

 

 

P.－ 

P.32 

P.32 

P.32 

P.32 

メインチャンネルの数値を合わせます 

チャンネルのプレビューを、表示内容に表示します。 

応用編 設定ソフト操作 

⑥ 表示ﾁｬﾝﾈﾙ P.－ 切替表示グループ設定時の、 

メインチャンネルとサブチャンネルを切り替えます。 

⑥ 表示ﾁｬﾝﾈﾙ 
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切替グループ設定を行います 

1）設定を行うﾒｲﾝﾁｬﾝﾈﾙの 

数値を合わせます。 

 

2）切替グループ設定タブを 

クリックします。 

 

3）ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ1にチェックを入れ

ます。 

 

4）ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ1のチャンネルを合

わせます。 

  ＜ｻﾌﾞﾁｬﾝﾈﾙ2～4の設定を 

行う場合は手順2）、3） 

を繰り返します。＞ 

 

5）「切替間隔」の上下ボタンを

クリックし、表示する時間を 

設定します。 

 

6）「ブランク」の上下ボタンを

クリックし、切替時の消灯時

間を設定します。 

 

 

7）「プレビュー」をクリックします。 

「プレビュー」ボタンが、 

「停止」ボタンに変わります。 

 

8）確認できたら、 

「停止」をクリックします。 

「停止」ボタンが、 

「プレビュー」ボタンに戻ります。 

 

※この設定は、 

「適用」ボタンのクリックは 

必要ありません。 

OKなら 

設定ソフト 画面＜4＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 

ｽﾀｰﾄ 



USBメモリに参照したファイルの binファイルを 

保存します。 

（ワンタッチ情報板本体に、ファイルを転送するため） 

参照したファイルの変更を保存します。 

参照したﾌｧｲﾙの1～128チャンネルリストを表示します。 ① ﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ表示 

② ﾌｧｲﾙ保存  

③ USBﾃﾞｰﾀ保存 

④ 終了 ワンタッチ情報板設定ソフトを終了します。 P.22 

 

P.35 

 

P.34 

 

画面下部の機能について説明します。 

ソフト 画面＜5＞ 
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P.36 

① ﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ表示 ② ﾌｧｲﾙ保存 ④ 終了 ③ USBﾃﾞｰﾀ保存 

応用編 設定ソフト操作 



1）「ﾁｬﾝﾈﾙﾘｽﾄ表示」ボタンを

クリックします。 

2）右図の画面が開きます。 

 

※「印刷」ボタンを押すと、

「通常使うプリンタ」に設

定しているプリンターから

出力されます。 

※  ビットマップは、画面上に

表示されませんが印刷する

と紙面には表示されます。 

 

3）「戻る」をクリックしま

す。設定ソフト画面に戻

ります。 

参照したファイルの1～128チャンネルリストを表示します。 
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設定ソフト 画面＜5＞を参照 

このページのボタン位置は、 

応用編 設定ソフト操作 



1）「ファイル保存」をクリックし

ます。 

2）任意のファイル名と、 

拡張子「.ini」を入力します。 

3）「保存」をクリックします。 

このときbinファイルも自動的

に作成されます。 

 

 

 

 

 

ファイル名が更新されます→ 

参照したファイルの変更を保存します。 
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このページのボタン位置は、 

設定ソフト 画面＜5＞を参照 

応用編 設定ソフト操作 



※ パスワードロック、ファイル暗号化等のセキュリティーソフトが入っていない 

      USBメモリを使用して下さい。 

 

※ USBメモリの、フォーマット形式は、「ＦＡＴ」又は「ＦＡＴ32」を使用して下さい。 

 

※ USBメモリには、binファイル以外のデータを入れないでください。 

 （USBメモリには、binファイルのみが入っている状態） 

 

※ 終了後はUSBメモリを安全な状態で取り外してください。 

ワンタッチ情報板本体に、ファイルを転送するため、 

USBメモリに参照したファイルのbinファイルを保存します。 

USBメモリに参照したファイルのbinファイルを保存します。 

1）「USBデータ保存」を 

クリックします。 

2）保存する場所を、USBメモリの場

所へ変更します。 

3）任意のファイル名と、 

拡張子「.bin」を入力します 

4）「保存」をクリックします。 
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応用編 設定ソフト操作 

設定ソフト 画面＜5＞を参照 

このページのボタン位置は、 



手順3. データ転送 

USBメモリを本体へ接続します 

前ページでbinファイルを保存したUSBメモリを、本体へ転送します。 

 

1） ワンタッチ情報板本体の電源が、 

切れた状態であることを確認します。 

・（背面）電源ランプの消灯 

 

 

 

 

 

・（正面）表示パネルの消灯 

 

 

 

 

 

 

 

2） USBメモリを、 

本体の（背面）USBコネクタに 

接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） （正面）電源ボタンを約3秒、 

長押しします。 
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応用編 ﾃﾞｰﾀ転送 

長押し 

電源ﾗﾝﾌﾟ 転送ﾗﾝﾌﾟ ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ 
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応用編 ﾃﾞｰﾀ転送 

 

4） 電源ボタンから指を離すと、 

（背面）転送ランプが点灯します。 

転送ランプ点灯中は、 

データの転送中であることを示します。 

 

 

 

また、（正面）右下にランプが点灯します。 

 

※転送完了まで、約3分要します。 

※転送完了後は、自動で電源が切れます。 

 

※転送中は、USBメモリを本体から 

抜かないでください。 

抜いてしまった場合は転送完了後、 

電源が切れますので、再度始めから行って下さい。 

 

 

5） 電源が切れた状態であることを確認し、 

※ 1）を参照 

USBメモリを本体から外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6） 電源ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7） 各切替表示ボタンを押し、表示内容を確認してください。 

電源ﾗﾝﾌﾟ 転送ﾗﾝﾌﾟ ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ 



ワンタッチ情報板は、専用ケーブル（以下、親子ケーブル）を使用し、

2基を接続することで、4文字の表示が可能です。 

同様に接続し、最大4基8文字の表示が可能です。 

 

※親子ケーブルはオプション品です。 

 オプション編  
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オプション編  

さ い だ い ８ 文 字 可 

手順は、 

まず、設定ソフトで4～8文字の表示内容を編集します。 

次に、親側の情報板本体にデータを転送します。 

そして、親子ケーブルを使用し、2基を接続します。 



オプション編 …2基以上を連結して使用する場合（親子使用） 

設定ソフトで表示内容を編集します   ・・・・・・・・・41 

機器本体を２基以上連結します ・・・・・・・・・・・・43 

 オプション編  

40 

オプション編 
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オプション編  

設定ソフトで表示内容を編集します 

② テキスト 

  入力ﾎﾞｯｸｽ 

① 確定 

又は 

新規構成 

② ビットマップ 

  表示枠 
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オプション編 

「表示枠」は、「４」まで選択可能です。 

・３基連結する場合/「６」まで選択可能 

・４基連結する場合/「８」まで選択可能 

 

「ファイル参照」用の、ビットマップを 

ペイントソフトで作成する場合は、 

サイズ「縦16×横64ピクセル」で作成します。 

・３基連結する場合/「縦16×横96ピクセル」で作成 

・４基連結する場合/「縦16×横128ピクセル」で作成 

テキストを４文字以内で入力します。 

・３基連結する場合/６文字以内で入力 

・４基連結する場合/８文字以内で入力 

窓数の設定を「２窓×２」に設定します。 

・３基連結する場合/「２窓×３」に設定 

・４基連結する場合/「２窓×４」に設定 

 

 

① 新規構成 

又は 

確 定 

② テキスト 

  入力ﾎﾞｯｸｽ  

③ ビットマップ 

   表示枠 

P.25 

 

P.21 

 

 

 

 

 

P.29 

P.30 

 

2基を連結して4窓表示する場合の設定について 

説明します。 

その他の設定は、１基で使用する場合と同様の操作手順です。 



オプション編  

機器本体を２基以上連結します（親子使用） 

表示内容編集後は、親側の情報板本体へデータを転送し、それから、子側の情報板本体を連結します。 

 

＜2基を連結し、4文字表示する場合＞ 

1）親側（1、2文字目となる側）の情報板にデータ（binファイル）を転送します。 

（転送手順は、P.37「手順3.データ転送」を参照） 

 

2）2基の情報板本体の電源が、 

切れた状態であることを確認します。 

・（背面）電源ランプの消灯 

 

 

 

 

 

・（正面）表示パネルの消灯 

 

 

 

 

 

3）親側の情報板の出力コネクタと、子側の情報板の入力コネクタを、連結ケーブルを使用して接続しま

す。ケーブルのコネクタは、出力側、入力側どちら側でも挿入可能です。 
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電源ﾗﾝﾌﾟ 転送ﾗﾝﾌﾟ ﾊﾞｯﾃﾘｰﾗﾝﾌﾟ 

１ 2 3 4 

親側（1、2文字目） 子側（3、4文字目） 

親子ｹｰﾌﾞﾙ用（出力）ｺﾈｸﾀ 親子ｹｰﾌﾞﾙ用（入力）ｺﾈｸﾀ 

＜正面＞ 

＜背面＞ 

親側（1、2文字目） 子側（3、4文字目） 



4）2基の情報板本体の電源を入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）親側の情報板の切替表示ボタンを押し、表示内容を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜4基を連結し、8文字表示する場合＞ 

1）親側の情報板本体にデータを転送してください。 

2）電源の切れた状態で、下図の様に、出力コネクタと入力コネクタを親子ケーブルを 

使用して接続します。 

3）各々の情報板本体に電源を入れ、親側の情報板の切替表示ボタンを押し、 

表示内容を確認してください。 

 

１ 2 3 4 

親側（1、2文字目） 子側（3、4文字目） 

＜正面＞ 

親側（1、2文字目） 子側（3、4文字目） 

＜正面＞ 

オプション編 

親 子 子 子 

１ 2 3 4 5 6 7 8 

出力 

親子ｹｰﾌﾞﾙ 親子ｹｰﾌﾞﾙ 親子ｹｰﾌﾞﾙ 

入力 出力 入力 出力 入力 コネクタ⇒ 
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 OJ-240-A【本体】,OJB-JI6-A【ﾊﾞｯﾃﾘｰﾕﾆｯﾄ】,OJC-AD2-A【充電器】 

外形寸法 （本体）横 927 ㎜ ×縦 609 ㎜ ×  奥行 60 ㎜（突起部を除く） 

材 質 アルミ、ステンレス及びポリカーボネイト 

重 量 約 8.0㎏ 

塗 装 メラニン塗装 艶消し黒 

電 源 バッテリー：ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池6.0Ah（9～12.6V、25℃使用時） 

      ※ｵﾌﾟｼｮﾝにより、AC100V、DC12Vでも使用可能 

使用時間 ：２時間程度（バッテリーユニット1基の場合） 

      ２ﾕﾆｯﾄまで実装可能で、自動切替により運用可能 

AC100V、DC12Vでも使用可能 

使用温度 -10℃～+60℃以下 

防水性能 保護等級 JIS IP×4 相当 

LED表示部 

サイズ 

表示窓：400×400㎜（1文字）/2窓 

16×16ドット（1ドット：4LEDを直列接続） 

LED文字色 橙色 

LED輝度 

(昼夜自動切替) 

昼間輝度 3800cd / ㎡ 以上 

夜間輝度  500cd / ㎡以上    

制御ソフト 

動作環境 

・ＯＳ：Windows  XP、Vista、７、８ 

・ＣＰＵ：PentiumⅢ-500ＭＨｚ以上 

・メモリ：256ＭＢ以上を推奨 

・ＨＤＤ空き容量：50ＭＢ以上を推奨 

・画面ドット数：1200×600ドット以上 

型式 

規格 

※ 上記の内容は、予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。 

  仕様  
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西日本高速道路エンジニアリング中国 株式会社 

  営業本部 販売事業部 製品販売課 

 

〒733-0037 

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1Ｆ 

ＴＥＬ（082）532-1436 ＦＡＸ（082）532-8054 

ＵＲＬ http://www.w-e-chugoku.co.jp/ 

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp 

 お問合わせ先  




