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ウェブバン (NEttiS登録番号 K丁-150019-A)とは、

●工事用看板のインターネットrA・
開 作業進捗 (振動・騒音・映像)の公開

近隣住民へのお知らせの公開・イメージアップ

デジタルサイネージのコンテンツ

地図機能による作業の効率化等

これらのことにlTを活用したNE丁 IS初のインターネット看板です。

会社のロゴを貼り付け御社だけの新 ししヽ掲示板。

工事看板の電子化がつしヽに登場 しま した。様々なお知 らせ

や地図の表示 その他たくさんのことができます |

建設現場のホームページを積極的に公開します。現場のホー

ムページを作る施工会社が非常に増えております。そんな

時に手軽に ]0分で現場のホームページが制作できます。

毎日、面 rllな週間作業予定をお手元のパソコンか ら遠隔更

新 |し つヽでもどこでも簡単に内容の更新ができます。

旨様の保有する工法を積極的に公開 しませんか ?NET S
登録されている工法ならさらに効果が期待できます。

工事の通行上め規制等をデジタル看板で積極的に告知 しま

す。迷惑のかかる内容はあちこちに掲示することが非常に

大切です。

納入業者や工事業者が 1番困るのは搬入経路、現場の位置。

メインのゲー トに搬入経路を表示 し工事業者が、インターネッ

ト上もしく|よ デジタル電子看板上でわかるようにいたします。

毎日、気になる天気予報を工事現場のデジタル看板で表示

します。日本全国北海道から沖縄まで全国の天気を網羅 し

ております。

近隣住民様がどのようなことを思ってしヽるのか ?積極的に

聞いてみませんか ?簡単にボタンを押すことで近隣住民様

の意向が確認できます。

法定看板を副表示することができます。インターネ ッ トに

も公開する情報 と して活用さねてみた らしヽかがで しょう

か ?

今日の占しヽなどを表示 し近隣住民様とコミュニケーション

を図るのはしヽか
「

」
lで

しょうか ?コ ミュニケーションを図り

ながら工事の理解を求めていくことも 1つの方法です。

膨

一

工事の公明性が叫ばれている今 1工事の写真を公開するこ

とが非常に大切なことです。

最初は、ハイライ トの写真を積極的に公開 しましょう。

近隣住民様に工事の説明責任を果たすのは施工会社の役割 1親切丁

寧に工事の内容を紙芝居でわかりやすく 1紙芝居なのでこ高齢者様

から小さなお子様まで親切 丁寧にお伝えすることがで・ Lま す。

工事をすると近隣のお店に迷惑をかけることがあ ります。 正規の振動騒音装置をつけな くてもスマー トフォン 1つ て

お店の情報の広告などを表示 し、地域貢献につなげてみて  振動 騒音を表示できます .

はしヽかがで しょうか ?                  ※誤差率 =± 100/O程度です (当 社試験による)

9

施工体制の表示を簡単に表示 し更新することができます。
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通信部
センサースリープ
八ンドル
金具
輝度
防塵 防水
通信部 (SM)
ガー ド
動作作動温度

※上記は参考であり
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Quad― core SOC(6W)Memo「 y4G,SOD 64G
WindOいノS 100「 Andorold
HDMI,∪ SB× 2,Speaker Output,Mc(4 terminal),LAN
A∪ to search
スリープ解除機能
上部

単管取 り付け用金具
1500cd/m2
1P65
SIM ard slot(4G/3G/LT巨 )module
シリコンガー ド角のみ
-20--65°

微細寸法、構造、仕様等は順次更新されます。
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イメージア ップ看板スライ ドシ ョー

管理画面でイメージアップ用の画像や、現場の完成予想図、工法の説明

画像などをアップロードすることができます。 (最大 3枚まで)

登録された画像はホームページ上でオー トスライドショー形式で表示さ

れます。

基本情報を自動 レイアウ ト

管理画面のフォーム画面の指示に従って情報を登録するだけで、自動的に
レイアウトを作成します。ホームページ作成の知識は一切必要ありません。

QRコー ドを自動生成

サイトの URLデータを QRコ ードで自動生成。現場の看板に貼り付けた

り、住民説明用のチラシに貼り付けることで電子看板と連動させること
ができます。

動画の活用

詳しく工法を説明したりする際に動画を活用するととても分かりやすく

解説することができます。デジタルならではの表現を5区使してさらなる

イメージアップが狙えます。

進捗状況表示
工事の進捗状況をグラフ形式で表示することができます。パッとひと目
で見て進捗状況が把握できます。

工事現場地図
工事現場の周辺地図を表示することができます。工事現場では搬入経路
などがしばしば変わるため、現場ではたらくスタッフの方々にとっても

役立つ機能です。地図が作成されていない場合はインターネットブラウ

ザ上で地図をカンタンに作成するサービスをご利用いただけます。

お知らせ掲示板
掲示板形式で最新のメッセージを表示することができます。携帯メール

から投稿できるので、手元にパソコンがなくてもスピーディにお知 らせ

メッセージや最新情報を掲示することができます。

スマー トフォンか ら写真 &メ ッセージ投稿

現場写真などがあればより工事現場への理解が深まり、親近感も湧きや

すくなります。携帯で写メをとってそのままメールで送信するだけ。メー
ル本文のメッセージ付きで投稿することができます。

騒音・ 振動情報表示

子機側のスマー トフォンのセンサーを活用して簡易的に「騒音・振動」
のデータを計測し、その情報を自動的に公開するようにできます。

オンラインアンケー ト機能
工事に対して外部の人達がどう感じているのか、工事に期待してもらって
いるかなど、オンラインアンケートを実施する機能です。回答はすぐにそ
の場で反映し、グラフに反映されます。設間の内容は自由に設定できます。

スマートフォンでの表示の最適化
スマー トフォンでサイ トにアクセスすると自動的にスマー トフオンに最

適化された表示に切 り替わります。

※この内容は予告なく変更する場合があります。こ了承ください。

レ 株式会社アークス 福島営業所

T巨L:024-572-6031/FAX1 024-572-6032
担当 :松崎

レ株式会社アークス 関東営業所
T巨 L:080-3445-0325
担当 1大野

お問合せメールア ドレス :info@arkus ip

[株式会社アークス]httpl〃 www arkusip/


