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Smart Scheduler（スマートスケジューラー）は、軽く、操作が簡単で使いや

すい広告スケジュールソフトウェアです。２種類の放映モードがあります： 

 

⚫ A アプリケーションモード 

Smart Apps Creator マルチスクリーン双方向デジタルコンテンツ設計ツ

ールで作成した exe 双方向アプリケーションファイルを指定した時間に

放映できます。（ツールの取得はソフトウェア公式サイト

www.smartappscreator.com へ） 

http://www.smartappscreator.com/
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⚫ B カルーセルモード 

時間を指定し各種マルチメディアファイル（例：写真、動画、ウェブペー

ジ等）をカルーセル放映できます。さらに、天気とテロップの表示ができ

ます。 
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A アプリケーションモード 

操作手順： 

Step 1. 先に Smart Apps Creator で作成した exe ファイルを準備してくだ

さい。 

1. EXE ファイル出力を選択 

2. ウィンドウモードをクリック 

3. 【全画面表示】にチェックを入れる 

4. 最後に確定をクリックすると exe ファイルの出力を開始します 

 

Step 2. Smart Scheduler を開き【A アプリケーションモード】をクリックし

てください。 
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Step 3. いくつかの exe ファイルを放映したいときは、ファイルをそれぞれ

ダウンロードし開始時刻を設定できます。間違ったファイルを選択

してしまった場合、右側のゴミ箱のアイコンをクリックし削除でき

ます。最後に【設定完了】をクリックすると自動でトップページに戻

ります。 

 

 

Step 4. 放映モードが【A アプリケーションモード】になっているか確認し、
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最後に【放映開始】をクリックすると、タイムテーブル設定を完了し、

コンテンツを放映します。 

 

注意事項： 

⚫ 放映プログラム開始前にタイムテーブルの内容を設定し直したい場合、

【Esc】を押すと Smart Scheduler トップページに戻ることができます。 

⚫ exe 放映中に Smart Scheduler に戻りたい場合、【Alt+F4】を押すと exe

ファイルを閉じることができます。 
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B カルーセルモード 

操作手順： 

Step 1. Smart Scheduler を開き【B カルーセルモード】をクリックしてくだ

さい。 

 

Step 2. 表示方法はモニターに合わせ、縦向きと横向きを選択できます。選択

を終えたら下にある【次へ】ボタンをクリックしてください。 

 

Step 3. タイムテーブルは７つまで設定できます。 
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ここでは【タイムテーブル１】を例に説明します。 
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1. タイムテーブル名：識別に便利な名称を自由に付けることができ

ます。 

2. 天気表示：天気を表示する都市と背景帯の有無を設定できます。 

3. BGM：設定中のタイムテーブルの内容に統一の BGM をつける

ことができます。 

4. 放映モード：一画面または画面二分割表示を選択できます。 

（画面二分割表示を選択した場合、左右の画面のセットアップが

現れます） 
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例１：放映モードが【一画面】のとき 

 

1. 天気を【ON】にし都市を選択してください。天気の背景帯を表示

したくない場合は【背景表示】にチェックを入れないでください。 

2. mp3 オーディオ素材を選択し音量調整とオーディオファイルの

試聴ができます。使用しない場合は【ゴミ箱】をクリックし削除

できます。 

3. 放映モード【一画面】を選択してください。 

4. ファイル選択：画像、動画またはウェブページを選択できます。 
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(1). 画像形式：jpg、jpeg、png、gif 対応。 

画面をフルサイズで表示したい場合は特に注意が必要です。画面

に表示される最適な解像度の画像サイズを参考に、素材の画像サ

イズを設定してください。 

(2). 動画形式：mp4 対応 

(3). ウェブページ選択：放映したいウェブページの URL を入力

してください。 

5. 統一放映時間：すべてのファイルを追加し終えた後、この機能を

使い放映時間を設定すると、設定した放映時間をすべてのファイ

ルに適用できます。 

6. 全体字幕設定：カルーセルのすべてのコンテンツに統一の字幕を

設定でき、字幕を隠すこともできます。 

7. 時間設定：選択中のコンテンツの放映時間を設定できます。 

8. 字幕設定：以下説明 
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(1). 全体字幕に切り替え：全体字幕を設定していれば、クリック

して切り替えることができます。 

(2). 文字入力欄：三区切りまでのスクロール文字を設定すること

ができ、放映では一区切りの文章が流れ終えた後、次の一区

切りの文章が流れます（改行スクロール方式の場合）。字数

制限はありません。字幕を消したいときは、【ゴミ箱】をク

リックすると該当する字幕を削除できます。 

(3). 放映方式：連続スクロール方式と改行スクロール方式に分か

れています。 

(4). 文字サイズ：文字サイズを設定できます。文字サイズは 22、

32、42 があります。 

(5). 文字色：文字の色を調整できます。 

(6). 字幕背景色：字幕の背景の色を調整できます。 
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(7). クリア：設定中の字幕のすべての設定と内容を削除できます。 

(8). 字幕設定完了後、確定または取り消して終了をクリックして

ください。 

(9). 上記すべての設定内容を下方でプレビューできます。 

9. 音楽設定： 

(1). 入力欄をクリックし、挿入したいオーディオファイルを選択

できます。 

(2). 再生ボタンをクリックし、オーディオファイルを試聴できま

す。 

 

注意：全体 BGM を設定している場合、単独で挿入した音楽と

BGM が重なってしまうため、オーディオ設定を適切に調整して

ください。 

10. ゴミ箱：選択中のコンテンツを削除できます。 
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例２：放映モードが【画面二分割】のとき 

 

1. タイムテーブル名設定：識別に便利な名称に変更できます。  

2. 天気を【ON】にし都市を選択してください。天気の背景帯を表

示したくない場合は【背景表示】にチェックを入れないでくださ

い。 

3. mp3 ファイルを選択し音量調整とオーディオファイルの試聴が

できます。使用しない場合は【ゴミ箱】をクリックし削除できま

す。 

4. 放映モード【画面二分割】を選択してください。 

5. 左右画面の内容設定：左面と右面の内容を設定します。 

（モニターの解像度に合わせ左面または右面の最適な表示サイ

ズを示します） 

先に【左面】の内容を設定します： 
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1. ファイル選択：画像、動画またはウェブページを選択できます。 

⚫ 画像形式は jpg、jpeg、png、gif に対応しています。このと

き画像サイズに特に注意が必要です。最も高画質にするには

モニターの解像度と同じ画像サイズに設定してください。 

⚫ 動画形式は mp4 に対応しています。 

ウェブページ選択：放映したいウェブページの URL を直接入力

できます。 

2. 統一放映時間：すべてのファイルを追加し終えた後、この機能を

使い放映時間を設定すると、設定した放映時間をすべてのファイ

ルに適用できます。 

3. 全体字幕設定：カルーセルのすべてのコンテンツに統一の字幕を

設定でき、字幕を隠すこともできます。 

4. 時間設定：選択中のコンテンツの放映時間を設定できます。【ゴ

ミ箱】をクリックすると該当する内容を削除できます。コンテン
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ツの順序を変えたいときは、そのコンテンツを入れたい順番のと

ころまでドラッグしてください。 

5. 設定完了後【次へ】をクリックし右面の設定を行う 

Step 4. 右面の内容編集完了後、【保存設定】をクリックしてください。 

（【画面二分割】では、【右面】のページで字幕設定ができます。字幕

設定及び音楽設定は放映モードが【一画面】のときの説明を参考にし

てください） 

 

Step 5. 続いて、【週間スケジュール】で日ごとに放映したいタイムテーブルを

設定してください。 

 



Smart Scheduler スマート広告スケジュールソフトウェア 取扱説明書 

17 

1. タイムテーブル週間適用：一週間毎日同じタイムテーブルを放映

することができます。 

2. 放映時間週間適用：一週間毎日同じ時間に放映することができま

す。 

3. タイムテーブル選択：その日に放映したいカルーセルリストを選

択できます。 

4. 放映開始時刻設定 

⚫ 時刻が空白になっている場合はすぐに放映が開始されます。 

⚫ 現在時刻が設定した時刻を過ぎている場合はすぐに放映が

開始されます。 

⚫ 現在時刻が設定した時刻より早い場合は、プログラムが開始

されていない旨が表示され、時間になると自動的に放映が開

始されます。 

※月曜日の内容を設定し直したい場合、月曜日の欄の【ゴミ箱】

をクリックすると設定し直すことができます。 

Step 6. 週間スケジュール設定完了後、【設定完了】をクリックするとトップペ

ージに戻ることができます。 
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Step 7. 放映モードが【B カルーセルモード】になっていることを確認し、最

後に【放映開始】をクリックするとスケジュール設定を完了し、コンテン

ツを放映します。 

【AutoPlay】を設定すると、次回ソフトウェア利用またはコンピューター

起動後、自動でソフトウェアを開き、設定済みの内容を放映します。 

 

注意事項： 

⚫ 放映プログラム開始前にタイムテーブルの内容を設定し直したい場合、

【Esc】を押して Smart Scheduler トップページに戻ることができます。 

⚫ 放映中に Smart Scheduler に戻りたい場合、【Esc】を押してトップペー

ジに戻ることができます。Smart Scheduler を終了したいときは【Alt+F4】

を押して放映を終了できます。 

設定済みのカルーセルのコンテンツを他のパソコンにコピーして使用したい
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ときは【エクスポート/インポート】機能を使用できます。 

 

下図参照： 

1. エクスポート：週間スケジュールとタイムテーブルの内容及びすべて

のマルチメディアファイルを一緒にエクスポートできます。ファイル

のエクスポート先を選択するとフォルダ名が【export】に設定されま

す。 

2. インポート：Smart Scheduler からエクスポートしたすべてのデータ

をシステムにインポートできます。【export】ファイルを選択すると、

素材ファイルと設定値をインポートできます。 
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クラウド管理機能： 

2 台以上のコンピューターで Smart Scheduler を使用し、タイムテーブルの内

容を他のコンピューターと共有したいときは【クラウド管理】機能を利用でき

ます。 

注：クラウド上で他のコンピュータ－を管理するには、それぞれのコンピュー

ターで同じプロダクトキーを入力する必要があります。【プロダクトキー統合】

の操作を参考にしてください。 

 

（1） クラウド管理フォームサインイン 

1. 先にドライブのアカウント設定を行ってください。 

⚫ Microsoft OneDrive を使用する場合、マイクロソフトアカウン

トにサインインしてください。 

⚫ Google Drive を使用する場合、先に googledrive PC 版をダウ

ンロードし、コンピューターにインストールしてください。 



Smart Scheduler スマート広告スケジュールソフトウェア 取扱説明書 

22 

2. フォルダのパスを OneDrive または Google Drive のルートディレク

トリに指定してください（またはドライブに専用のフォルダを作成し

それを指定する）。 

3. Smart Scheduler をインストールしている他のコンピューターも同

じフォルダパスに設定してください。 

注意：ドライブパスを設定していない場合はクラウド管理機能を使用

できません。 

 

4. パス設定完了後、右側の【クラウドエクスポート】ボタンをクリック

すると、タイムテーブル設定ファイルと関連するすべての素材が指定

したドライブにエクスポートされます。 
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5. クラウドエクスポート完了後、左側の【クラウドインポート】ボタン

をクリックするとクラウドフォームに飛び、設定を行うことができま

す。 
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（2） クラウド管理フォームの操作方法 

1. 初めてサインインする際は、Smart Scheduler のプロダクトキーを入

力し【確定】をクリックしてください。 

 

2. 【パスコード】をクリックすると、パスコードを設定でき、次回から

パスコードを使用したサインインができるようになります。 

もう一度新しい数字を入力すると、パスコードが更新されます。 
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4.【管理】をクリックすると、接続した遠隔コンピューターを開き点検す

ることができます。 

【ロット管理】機能を使用し、以下の設定をすべての遠隔コンピュー

ターに適用できます： 

⚫ 【リモート機器再起動】すべてのオンライン中の遠隔コンピュー

ターでソフトウェアの再起動を行う機能です。 

⚫ 【リモート放映】すべてのオンライン中の遠隔コンピューターで

放映を行う機能です。 

⚫ 【リモートプレビュー】すべてのオンライン中の遠隔コンピュー

ターを高速でプレビューできます。 

⚫ 【リモートカメラ】遠隔コンピューターにカメラレンズがある場

合、遠隔の現場の写真を撮影できます。 

⚫ 【AutoPlay】すべてのオンライン中の遠隔コンピューターの自

動放映機能をオン/オフにできます。 
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5. 【リモート放映】をクリックすると、選択したメイン機器のフォル
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ダにファイルがインポートされます。完了後自動的にタイムテーブル

の内容が放映されます。 

 

6. 遠隔のコンピューターに問題が発生した場合、【ソフトウェア再起動】

をクリックすると、該当するコンピューターの Smart Scheduler が

再起動し、タイムテーブルの内容が自動的に放映されます。 
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7. 【リモートプレビュー】をクリックすると遠隔コンピューターが表示

中の画面を確認できます。放映に異常がある、または放映ができてい

ない場合、【ソフトウェア再起動】または【リモート放映】をクリッ

クしてください。 
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8. 【シャットダウン／スリープ】をクリックすると、遠隔コンピュータ

ーの自動シャットダウン、スリープ及びスリープ解除の設定ができま

す。 

 

自動シャットダウン、スリープ及びスリープ解除したい時間をそれぞ

れ設定し、【毎日繰り返し】をチェックすると、毎日設定した時間に

設定した動作が行われます。 

 

注意：すべてのコンピューターがスリープ及びスリープ解除機能に対



Smart Scheduler スマート広告スケジュールソフトウェア 取扱説明書 

30 

応しているわけではありません。選択したコンピューターにこれらの

機能がない場合、【非対応】と表示されます。 
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9. 【AutoPlay】をクリックすると遠隔コンピューターが自動でタイム

テーブルを放映するように設定できます。シャットダウン後、コンピ

ューターを再起動した際に、設定済みの内容をコンピューターが自動

的に放映します。 

 

テロップ設定 

（3） Smart Scheduler のスケジュール内容を放映中のすべてのコンピュータ

ーに情報を送信し表示することができます。【テロップ設定】をクリック

すると、【テロップ表示】または【画像表示】を選択できます。 

（4） テロップ表示： 

（5） 文字色、背景色、テロップのスクロール速度、テロップの開始時間、テロ

ップの継続時間、BGM の設定ができます。テロップの内容を入力し【確

定】をクリックすると、テロップを遠隔コンピューターに表示します。 
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画像表示： 

５枚の画像を追加でき、画像の表示間隔秒数、放映開始時間、継続時間、BGM

を設定できます。送信したい遠隔コンピューターを選択し【確定】をクリック

すると、画像を遠隔コンピューターに表示できます。 



Smart Scheduler スマート広告スケジュールソフトウェア 取扱説明書 

33 

 

 

テロップを入れたい遠隔コンピューターを選択し【確定】をクリックすると、

テロップを遠隔コンピューターに送信することができます。 

 

すでに放映中のテロップを取り消したい場合、【履歴】でコンピューターを選

択し【取消確定】をクリックすると、選択した遠隔コンピューターからテロッ

プの内容が削除されます。 
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テロップイメージ： 

 

 

（6） プロダクトキー統合 

a、b 二つの Smart Scheduler ソフトウェアをお持ちの場合、a のプロダクト

キーを b のプロダクトキーに統合し、共有して管理することができます。この

とき b のプロダクトキーのインストール可能回数は２回になり、a のプロダク

トキーは無効になります。 

操作方法： 

【プロダクトキー統合】をクリックし、統合したいプロダクトキーを入力後、
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【送信】をクリックして完了です。 

注意：統合後は無効となったプロダクトキーを復元することはできません。 
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ソフトウェアライセンス移行 

使用するコンピューターを取り替えたい場合、【私たちについて】の【プロダ

クトキー管理】でライセンスの移行ができます。 

操作方法： 

ソフトウェアの【私たちについて】をクリック→【プロダクトキー管理】 

 

【ライセンス移行】をクリックすると、同じプロダクトキーをもう一つのコン

ピューターで使用することができるようになります。 

 


