
　ビーエム長野（株）は、タッチ式デジタ
ルサイネージの制作・運用ソリューション
「ゆう子でタッチ」の販売を開始した。
　「ゆう子でタッチ」は、タッチ式デジタ
ルサイネージを始めるために必要なコンテ
ンツの制作ツールが、すべて収まったソフ
トウェア。USBメモリをプレイヤーに差
し込むだけのスタンドアロン型や、ネット
ワーク配信システムのASPサービス型で、
簡単に運用を開始できる。
　従来の街頭広告ビジネスを中心とする
デジタルサイネージの市場が思うように
広まらない中で、情報提供を主眼とする
双方向性のデジタルサイネージ、とりわ
けタッチ式のデジタルサイネージへの期
待が高くなっている。ところが、タッチ
式デジタルサイネージを制作するために
は、その都度プログラムを組む必要があ
り、プログラマー以外の者がこれを行う

のは困難であった。
　しかし、同製品では、パソコン上で画像
やボタン等の要素をサイネージの画面に配
置して、ボタンのリンク先の設定や画面表
示のスケジューリングなどもマウス操作だ
けで可能となり、特別な教育を受けていな
いデザイナー等であっても、簡単な操作で
タッチ式デジタルサイネージのコンテンツ
制作ができる。
　今回編集部が注目したのは、「ゆう子で
タッチ」のタッチパネルの設定方法だ。つ

まり、画面に配置されたボタンをタッチし
たときに、次に表示される画面の設定方法
なのだが、（最初の）画面と（次に表示する）
画面を、マウスを使って紐付けするだけで
設定が完了する。この要領で、次々に紐付
けを行っていけば、タッチパネル用のコン
テンツが完成する仕組みだ。

タッチ式サイネージソフトウェア
「ゆう子でタッチ」

茨城空港旅客ターミナルビル 1 階ロビー
で、フライト情報・バスダイヤ・イベン
ト情報などを提供するタッチ式デジタ
ルサイネージ（設置日：2011 年 3 月
11 日）。ここで放映しているコンテン
ツは、「ゆう子でタッチ」を使って制作
された。なお、提供される情報は 5 カ
国語〔日本語・英語・韓国語・中国語（簡
体字・繁体字）〕に対応。言語切り替え
をするとトップ画面に戻ってしまうサイ
ネージが多い中、同サイネージでは、画
面が戻ることなく、同一画面での言語切
り替えが可能だ
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ビーエム長野（株）
東京都千代田区二番町10番地3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）
Fax.03-3234-1190
http://www.bmn.jp

問い合わせ

“画面と画面をマウスを使って紐付け”
新感覚のサイネージコンテンツ制作ツール
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デジタルサイネージのタッチ端末でも
スマートフォン等と同様のマルチタッチ操作を実現
Windows7のマルチタッチ操作に対応
「ゆう子でタッチ2.0」

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町10番地3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347
Fax.03-3234-1190/0715
http://www.bmn.jp

問い合わせ

「ゆう子でタッチ 2.0」を使
用することで、スマートフォ
ンやタブレット同様のマル
チタッチ操作が、デジタル
サイネージでも可能になる。

　ビーエム長野（株）は、デジタルサイネー
ジ制作・運用ソフトウエア「ゆう子でタッ
チ」の新バージョンで、Windows7 のマル
チタッチ操作に対応した「ゆう子でタッチ
2.0」の販売を開始。
　「ゆう子でタッチ」は、タッチ式のデジ
タルサイネージコンテンツを特別なプログ
ラミングなしに、短期間に開発できるソフ
トウエアとして好評を得ている。一方で、
スマートフォンやタブレットが急速に普及
するのに伴って、デジタルサイネージの
タッチ端末もマルチタッチで操作したいと
の要望が頻繁に聞かれるようになった。
　今回発売した「ゆう子でタッチ 2.0」は、
このような要望に応えるべく、Windows7
のマルチタッチ操作や、動画や画像の豊か
な表現力などの機能をデジタルサイネージ
で利用できるようにしたもの。マルチタッ
チに対応したデジタルサイネージ端末を
ジェスチャ操作することや、Flash と同等
以上の表現力をもったコンテンツを制作・
再生することが可能になる。また、内部ロ
ジックの見直しによって、旧バージョンと
比較して描画性能が大幅にアップしてお
り、以前よりリッチなコンテンツを快適に
再生できる。
　なお、ボタンの紐付けやスケジュール設
定をマウス操作だけで可能にするユーザー
インタフェースや、ボタンなどの追加や移
動が自由に行える柔軟な編集機能は従来通
りに利用可能。

■ ゆう子でタッチ 2.0 の主な機能
①マルチタッチでのジェスチャ操作に対応
する。
※ マルチタッチに対応したタッチパネル
が必要。
※ Windows XP あ る い は WIndows 
Vista 上でも動作するが、マルチタッチな
どの機能は利用できない。

②画像等の描画スピードが大幅にアップ。
ジェスチャによる画像の移動、拡大・縮小・
回転などをスムーズに行うことができる。
③画像やテキストにシャドウ、ぼかし、半
透明の効果を施すことが可能。また、画像
などを拡大・縮小、移動、回転させること
によって簡易アニメーションを表示するこ
ともできる。
④動画も画像と同じように扱うことが可
能。動画の拡大・縮小・移動、回転、半透

明化、重ね合わせ、図形によるマスキング
などを自由に行える。また、動画の上にテ
キストを重ねることもできる。
⑤画面上の自由な位置にテロップを表示可
能。テロップの背景色を半透明にしたり、
グラデーションをつけることもできる。
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導入場所に特化した
情報掲示板としての提案が多種多様に可能
秋田県 JR横手駅 新駅舎の

“横手観光新聞”

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町 10 番地 3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347
dsinfo@bmn.jp
http://www.bmn.jp

問い合わせ

新聞形式で観光情報を掲示する「横手観光新聞」の画像サンプル。

JR 横手駅 新駅舎の 1 階インフォメーションカウンター横に設
置されたタッチ式デジタルサイネージ。同サイネージの表示コ
ンテンツ「横手観光新聞」は、デジタルサイネージ制作・再生ソ
フトウェア「ゆう子でタッチ」で制作している。

　2011 年 10 月 1 日にオープンした秋
田県横手市の JR 横手駅 新駅舎では、ビー
エム長野（株）のデジタルサイネージ制作・
再生ソフトウェア「ゆう子でタッチ」を活
用したタッチ式デジタルサイネージを導
入。2 階建ての 1 階インフォメーション
カウンター横に設置されている。
　液晶ディスプレイは、シャープ製の 32
インチデュアルタッチ（Windows7 のみ
対応）対応のものを横置きに使用、コン
テンツは新聞形式で観光情報を掲示する
“ 横手観光新聞 ” が表示されている。
　ディスプレイ画面にタッチすることで
画面が切り替わるタッチ機能としては、
イベントスケジュールやパンフレットの
拡大表示、店舗所在地とメニュー情報を
検索できる「横手やきそば店舗マップ」、
指で手書き文字を入力できる「デジタル伝
言板」などを実装。新聞という形で一画面
に全ての情報を表示し、タッチすること
で別の画面を表示させ詳細情報を引き出
すというタッチ式デジタルサイネージの
特徴を最大限に生かしている。

　なお、“ 横手観光新聞 ” を構成している
“ 記事 ” ひとつひとつは、それだけで完結
した別データとして制作されており、そ
の個々のデータを一つに集約し、新聞紙
面のようにレイアウト表示されている。
　また、エンドユーザーは、更新したい
記事のデータのみを修正するだけで、コ
ンテンツの更新が簡単にできるように
なっている。
　ビーエム長野は、「このデジタルサイ

ネージコンテンツは、今回のような観光
情報の表示だけでなく、タイトルと発想
を変えることで病院や学校、ショッピン
グモールや銀行など多くの人が集まる、
その場所に特化した情報掲示板としての
提案が、多種多様に可能です」と話す。
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　ビーエム長野（株）が販売する「ゆう子で
タッチ 2.0」は、Windows7 のマルチタッ
チ操作に対応したデジタルサイネージ制
作・運用ソフトウェア。マルチタッチに対
応したデジタルサイネージ端末をジェスチャ
操作することや、Flash と同等以上の表現力
をもったコンテンツの制作・再生が可能だ。
　また、同製品のもうひとつ大きな特長
として、タッチ式のデジタルサイネージ
コンテンツを、特別なプログラミングな
しで短期間に制作可能であることがあげ
られる。柔軟な編集機能によって、ボタ
ンの紐付けやスケジュール設定がマウス
操作だけで可能なほか、ボタンなどの追
加や移動も自由に行える。

■ ゆう子でタッチ 2.0 の主な機能
①マルチタッチでのジェスチャ操作に
対応する。
※ マルチタッチに対応したタッチパネ
ルが必要。
※ Windows XP あるいは Windows Vista
上でも動作するが、マルチタッチなどの機
能は利用できない。
②画像等の描画スピードが大幅にアップ。

ジェスチャによる画像の移動、拡大・縮小・
回転などをスムーズに行うことができる。
③画像やテキストにシャドウ、ぼかし、半
透明の効果を施すことが可能。また、画像
などを拡大・縮小、移動、回転させること
によって簡易アニメーションを表示するこ
ともできる。
④動画も画像と同じように扱うことが可
能。動画の拡大・縮小・移動、回転、半透
明化、重ね合わせ、図形によるマスキング
などを自由に行える。また、動画の上にテ
キストを重ねることもできる。
⑤画面上の自由な位置にテロップを表示可
能。テロップの背景色を半透明にしたり、
グラデーションをつけることもできる。

　川崎市矢向駅徒歩 5 分の住宅地に建設中の
全 312 邸「ラグゼコート」（JV4 社共同事業）
のモデルルームでは、説明ツールのひとつと
して、「ゆう子でタッチ 2.0」を活用したタッ
チ式デジタルサイネージを導入。60 インチ
デュアルタッチ（Windows7のみ対応）対応の
ディスプレイが横置きで 3 台、違和感のない
よう壁に埋め込んだかたちで設置されている。
　従来パンフレットや、ポスターパネルを用
いて来場者に説明していたものをタッチ式デ
ジタルサイネージに集約。営業担当者をはじ
め、説明コンパニオンなどが画面をタッチ。
外観 CG や敷地、設備・仕様などの各コンテ
ンツを切り替えながら詳細を説明している。
　コンテンツはパンフレットデータを流用し、

「ゆう子でタッチ 2.0」でタッチコンテンツに
加工。指操作による画面やイメージ写真の切り
替えに加え、拡大・縮小・移動など、従来のつく
り方ではデジタルサイネージに簡単には搭載でき
なかった機能がふんだんに取り入れられている。

Windows7のマルチタッチ操作対応
「ゆう子でタッチ2.0」

システム・ソフトウ
ェアデジタルサイネージ
の

ビーエム長野株式会社

タッチ式のデジタルサイネージコンテンツを
特別なプログラミングなしで短期間に制作できる

営業担当者やコンパニオンが説明ツールとして利用している、マンションのモデルルームに設置されたタッチ式デジタルサイネージ。
「ゆう子でタッチ 2.0」を活用することで、312 戸すべての部屋の間取りを階毎の平面図からポップアップ表示、また、間取りの詳
細を確認するときなどの拡大・縮小操作を可能にしている。

分譲マンションの説明ツールを
タッチ式デジタルサイネージに集約

タッチ式デジタルサイネージが設置された川崎市に建設中のマンション「ラグゼコート（全312邸：JV4社共同事業）」のモデルルーム。

■ 発注元
東レ建設（株）、大東通商（株）
相鉄不動産（株）、第一交通産業（株）
■ 企画・制作

（株）TBS トライメディア
■ 制作協力
シャープシステムプロダクト（株）
ビーエム長野（株）

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町10番地3 ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347
dsinfo@bmn.jp
http://www.bmn.jp

問い合わせ
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現物メニューの陳列・廃棄コストを削減するために
タッチ式デジタルサイネージを導入
シンプルで分かりやすい
メニュー更新画面を構築

　シャープ東京ビル 新社屋の社員食堂
に、従来の現物陳列に代わるメニュー表
示として、80 インチのタッチ式デジタル
サイネージが導入された。
　同サイネージでは、ディスプレイ上で
のタッチ操作で料理写真、金額、カロリー、
塩分などのメニュー表示の切り替えと、
準備中や売り切れ表示などの切り替えが
可能。また、スケジューリング機能によ
り、指定した時間になると、ランチとディ
ナーの表示が入れ替わるようになってい
る。なお、暗証番号を知らなければタッ
チ操作は出来ない仕様だ。
　今回のサイネージ導入は、年間を通して
の現物メニューの陳列・廃棄コストの削減
が目的であるが、メニュー表示だけでなく
料理毎のシェフのおすすめメッセージや季
節のイベント情報の告知、広告のローテー
ション表示なども併せて実現している。
　 タ ッ チ デ ィ ス プ レ イ は シ ャ ー プ 製

「BIGPAD」。コンテンツ制作には、特別な
プログラムの知識がなくてもタッチコン
テンツの制作と再生運用が可能な「ゆう子
でタッチ」を使用。コンテンツ（メニュー
内容）の追加更新をユーザーで行えるよ
うに、シンプルで分かりやすい専用のメ
ニュー更新画面を構築している。デジタ
ルカメラで撮影したメニュー写真をすぐ
に表示することも可能だ。

■ 発注元
（株）レパスト
■ 企画・制作
シャープドキュメントシステム（株）
■ 制作協力
ビーエム長野（株）
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ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町10 番地 3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）　
E-mail：dsinfo@bmn.jp
http://www.bmn.jp

問い合わせ

食堂に続くエレベーターホールに
設置された 80 インチのタッチ式
デジタルサイネージ。ディスプレイ
上でのタッチ操作で料理写真、金
額、カロリー、塩分などのメニュー
表示の切り替えと、準備中や売り切
れ表示などの切り替えができるほ
か、スケジューリング機能により、
指定した時間になると、ランチ（写
真上）とディナー（写真左）の表示
が入れ替わるようになっている。

▲ メニュー編集画面。メニュー写真の追加更新、金額などの情
報、一言コメントや注釈を入力する。 ▲ 表示メニュー選択画面。

▲ 暗証番号入力画面。ディスプレイ上で表示メニューの変更の際、
タッチ操作で暗証番号を入力する。
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プログラムを書かなくても
インタラクティブコンテンツを制作可能
「ゆう子でタッチ」による
天気予報の演出

　フジテレビの夕方のニュース番組『スー
パーニュース』（月～金曜 夕方４:50 ～
７:00）内で放送中の天気予報コーナーで
は、サイネージソフトウェア「ゆう子でタッ
チ」を採用した新しい天気予報の演出が行
われている。
　タッチディスプレイ「BIG PAD」の画面
上に指やペンなどで、例えば○や△を描く

“ジェスチャー” 操作をすると、あらかじ
め設定しておいた “晴れアイコン” “曇りア
イコン” が出現。表示したアイコンの移動・
拡大、複製などはディスプレイ上のタッチ
操作で行えるほか、ジェスチャー操作にあ
らかじめ何が起こるかという “アクション”
を設定することで、アイコンの出現だけで
なく天気図の切り替え、大見出しの表示な
どが可能になる仕組み。ジェスチャーの組
み合わせに制限はなく、台本にそったアク
ションを設定すれば、効果的で目新しい天

スーパーニュース担当者のコメント
天気予報番組では、天気図や気象衛星
写真が必須のアイテムです。気象予報
士のジェスチャーにより、これらを楽
しくビジュアル化することで、これま
で以上にわかりやすく、親しみやすい
天気予報がご提供できるのではと思い
ます。ぜひご覧ください。

気予報の演出表現が可能となる。
　また、「ゆう子でタッチ」の持つ、プロ
グラムを書かずにインタラクティブコンテ
ンツが制作できるといった特長から、本番
直前の素材の差し替えや演出変更にも対応
可能となっている。
　制作を担当したビーエム長野（株）デジタ
ルサイネージ事業部は「“ゆう子でタッチ”
はサイネージ用途だけでなく、今回のよ
うなテレビ番組の演出上でも力を発揮しま
す。バラエティやワイドショーなど、他の
番組でも自由な発想を実現し、新しい演出
表現が可能になっていくでしょう」と話す。

■ 発注元
フジテレビジョン（株）
■ 企画・販売元
シャープシステムプロダクト（株）
■ 開発元
ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
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「スーパーニュース」内の天気予報コーナーでは、縦に三本の線を描く（操作一覧の③を三回描く）ジェスチャー操作に、雨アイコンが出
現するアクションを設定。アイコン出現後は、画面をタッチする毎に直前のアイコンが複製される仕組みだ。（画像提供：フジテレビ）

▲ 設定可能なジェスチャー操作一覧。上記を組み合わせてアク
ションを設定する。⑨を上下に 2 つ重ねると雪アイコンの出現、③
を一回描くと背景の天気図が切り替わるなど、組み合わせは自由。

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町10番地3　ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）
E-mail：dsinfo@bmn.jp
DS 事業部ブログ：bmnds.com

問い合わせ



　新社屋に移転した朝日新聞大阪本社で
は、社屋見学ツアー参加者への説明ツール
として、タッチディスプレイとマルチディ
スプレイを連携させたシステムを導入。
タッチディスプレイ「BIG PAD」上の拡大・
縮小を含めたタッチ操作で、画面表示を切
り替えながら説明を行っている。
　表示コンテンツの制作・演出には、タッ
チコンテンツ制作・運用ソフト「ゆう子で
タッチ」を採用。従来のパネル等の小道具
を使用するアナログ手法だった説明内容

（コンテンツ）を、「ゆう子でタッチ」の様々
な機能で演出。見学者の印象に残る、より
分かりやすいデジタルコンテンツが表示で
きる“見学ツアーサイネージ”を完成させた。
■ 発注元
朝日新聞 大阪本社
■ 企画・制作
シャープシステムプロダクト（株）
■ 開発
ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部

「ゆう子でタッチ」で
表示コンテンツを制作・演出

▲ 朝日新聞 大阪本社のアサコムホールでは、タッチディスプレイ「BIG PAD」上で操作するコンテンツを、60V型 4面マルチディス
プレイに映し出し、社屋見学ツアー参加者への説明ツールとして使用している。

▲ 別フロアでの説明にもタッチディスプレイ「BIG PAD」を使用。社屋見学ツアー参加者向けコンテンツの 1 つである『記者の 7 つ道
具』等ではタッチ操作でのクイズ形式にするなど、内容にも工夫が凝らされている。コンテンツはすべて「ゆう子でタッチ」を使って制作。▲ 操作画面の背景では“朝と夕方”に配達される新聞をイメー

ジさせる、日の出（上）から日没（下）にかけての空の移ろいが、
「ゆう子でタッチ」の標準機能でローテーション表示される。

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町 10 番地 3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）
E-mail：dsinfo@bmn.jp
DS 事業部ブログ：http://bmnds.com/

問い合わせ

写真提供：朝日新聞 大阪本社
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朝日新聞 大阪本社が“見学ツアーサイネージ”導入 !!



　2013 年 6 月、新潟県にオープンした県
内ゆかりの文化人を紹介する「にいがた文
化の記憶館」では、相関図やミニパネルと
共に文化人の業績が調べられる、タッチ式
デジタルサイネージを導入している。
　テーマや分野ごとの展示コーナーに設置
された 7 台の 20V 型タッチディスプレイ

（シャープ社製）では、文化人の個人業績や
県内に点在する文化施設を検索できる。
　また、壁面には 70V 型のタッチディス
プレイ「BIG PAD」が設置されており、壁
一面に貼られた日本地図の新潟県の部分だ

けがタッチディスプレイになっているとい
う仕掛けだ。ここでは、ボタンとして設定
された市町村名をタッチすることで、市町
村別に文化人を検索できる。
　今回のコンテンツの制作・再生・運用
には、デジタルサイネージソフトウェア

「ゆう子でタッチ 2.5」※を採用。これに
より、編集ソフトウェアを使用してエン
ドユーザー側で 150 人を超える文化人情

報と 40 施設余りの情報全てに対し追加・
修正でき、すぐにプレイヤーで再生表示
できる。更に、一つのデータを修正する
だけで、そのデータを読み込んでいる全
てのコンテンツに修正が反映されるので、
非常に使い勝手が良い。
　コンテンツ制作・開発元のビーエム長野

（株）デジタルサイネージ事業部は「引き渡
し直前まで、現地でコンテンツの追加・修
正ができるのは、ゆう子でタッチだからこ
そ」と話す。

■ 発注元
（公財）にいがた文化の記憶館
■ 企画・設計・制作

（株）新潟博報堂・（株）日展
■ 制作協力
シャープビジネスソリューション（株）
■ コンテンツ制作・ソフトウェア開発
ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部

コンテンツの追加・修正を
エンドユーザーが簡単に行える

▲▶ テーマや分野ごとの展示コーナーに、20V型タッチ
ディスプレイを合計 7 台（各コーナーに 1 台）設置。

壁一面に貼られた日本地図の新潟県の部分は、70V型のタッチディスプレイ「BIG PAD」で表示。市町村名をタッチすることで、
市町村別に文化人を検索できるようになっている。

※ 2013 年 4 月 8 日に「ゆう子でタッチ」のバージョンアップ
　 製品として発売。

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町 10 番地 3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）
E-mail：dsinfo@bmn.jp
http://bmnds.com（お試し版無料 DL）

問い合わせ
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文化人の業績をテーマや市町村別に検索できる
タッチ式デジタルサイネージ
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地方自治体施設で導入される
デジタルサイネージソフト「ゆう子でタッチ」

Excel表で一元管理する
サイネージシステム

常に新しい情報に
施設の担当者が更新する

　東京都府中市の東京自治会館では、会
議室の使用予定を案内するサイネージシ
ステムを、カスタマイズした「ゆう子で
タッチ」※で一新。管理 PC 上の共有フォ
ルダにある1枚のスケジュール表（Excel
ファイル）を更新し、上書き保存するだ
けで LAN 上の複数のサイネージ端末の表
示を、端末毎に一元管理できるよう再構
築した。
　また、施設予約システムから出力され
る CSV ファイルを直接利用することが可
能なほか、端末の再生モニタリングやス
ケジュールに沿って自動で行われる電源
の ON/OFF など、シンプルで簡単な運用
方法は、煩雑だった管理業務を効率化し
ている。

　和歌山県有田川町の地域交流センター
ALEC では、イベントや飲食店の紹介、

観光のみどころなど、地域に密着した情
報を表示する、タッチ式サイネージを導
入した。
　コンテンツの制作・運用には、ここで
も「ゆう子でタッチ」※を採用しており、訪

問頻度の高い来館者にも飽きられないよう
に、常に新しい情報を、施設の担当者が日々
更新しながら表示再生している。

■ 発注元
有田川町
■ 企画

（株）富士通マーケティング
■コンテンツ制作・ソフトウェア開発
ビーエム長野（株）
デジタルサイネージ事業部

■ 発注元
特別地方公共団体 東京市町村総合事務組合

（東京自治会館）
■ 企画

（株）富士通マーケティング
■ コンテンツ制作・ソフトウェア開発
ビーエム長野（株）
デジタルサイネージ事業部

使用スケジュールに合わせて、自動で電源のON/OFFが可能。

全 9 台の端末表示を一元管理。

80インチの大型タッチディ
スプレイでは、施設の担当
者が日々更新する、常に新
しい情報を表示している。

※ デジタルサイネージ制作・運用ソフトウェア。タッチ式のデ
　 ジタルサイネージコンテンツを、特別なプログラミングを行
　 うことなく、短期間で制作できるのが特長。

ビーエム長野（株）デジタルサイネージ事業部
東京都千代田区二番町 10 番地 3
ビーエム長野ビル
Tel.03-3234-2347（ダイヤルイン）
E-mail：dsinfo@bmn.jp
http://bmnds.com/（無料体験版 DL）

問い合わせ
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