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行政Ｗｅｂテロップ放送
住民サービスの観点から住民にとって

必要な生活情報・災害生活情報を提供。

Timely Speedy Quality

安心・安全

街 づくり快適な

大切な情報…どう伝えますか？
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人のコミュニケーションによる創造物

日本ビジョンサービス株式会社は、長年の実績・信頼・ノウハウを基に時代のニーズを、

そしてお客様の声を第一により良いサービスをご提供すべく邁進してまいります。
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Ｐ２ ｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣とは

Ｐ３ ｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣２つの放送

・目次付画面と全画面の活用方法

Ｐ１１ 原稿・素材の入稿について

Ｐ７
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Ｐ１３ ワンポイントアドバイス

・原稿はどうすればいいの？
・原稿はいつまでに入稿すればいいの？
・原稿・素材の入稿データ形式
・原稿の例

Ｐ９ ｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣活用法のご紹介

・音声検索機能と保存
・便利な二次元バーコード
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Ｐ４ もしものときは災害生活情報に早変わり！

Ｐ５ 災害時に役立つＮＶＳの安心サポート

Ｐ６ よくある質問Ｑ＆Ａ

Ｐ１０ テロップ画面の二次利用のご紹介

テロップコンテンツのご紹介

Ｐ１４ デジタルサイネージに最適！

Ｐ１２



日本ビジョンサービス（略称：ＮＶＳ）が提供する「行政Ｗｅｂテロップ放送」とは、

文字情報（テロップ）をインターネット放送し､住民の皆さまにとって必要な情報を

カンタンにお知らせできるサービスです。

平常時にはＷｅｂ回覧板として「行政からのお知らせ」を、災害時には刻々と変わる

生活情報を放送できます。災害時の自治体さまの業務継続・住民の安全確保、復旧から

正常化までにご活用ください。

自治体さまが多様化する住民ニーズに応え、質の高い行政サービスを提供していく為

にはメディアミックス（さまざまな情報発信ツールの組み合わせ）が必要です。

｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣はその一助となる便利なサービスです。

また、行政がウェブ放送を始める事で、ウソ・デマ情報、特にソーシャルメディア上の

確度の低い情報の拡散にブレーキをかけられると考えます。
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｢行政Ｗｅｂ
テロップ放送｣とは…

ＮＶＳは安心して暮らせる街づくりをサポートします！



※テロップは１画面約１３秒で自動更新されます。（秒数は１画面ごとに変更することが可能です｡）

※全画面でのご利用には、別途スティックＰＣが必要です。

※臨時デジタルサイネージにはアドレスの追加作成が必要です。
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｢行政Ｗｅｂテロップ放送」

２つの放送

「行政Ｗｅｂテロップ放送」は２つの方式で

放送することが可能です。

■全画面

■画面右側に目次が表示されているので､必要

な情報をクリックすれば、ご覧になりたい

情報をすぐに見ることができます。

■デジタルサイネージとして様々なシーンで

ご利用頂けます。

＜例えば…＞

・庁舎ロビー設置のモニターでのお知らせに。

・災害時には避難所等で「災害生活情報」を。

・イベント会場の告知等でもご利用できます。

※詳しくはＰ１４をご参照ください。

■目次付画面
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災害生活情報（二次情報）を

住民のみなさまへSpeedyにお届け！

通常の「行政のお知らせ」はもとより、地震・水害など刻々と変わる災害情報は、地域住民が最も

必要とすることです。共に被災者となられた場合、これらの情報提供に十分な対応ができるとは限り

ません。｢行政Ｗｅｂテロップ放送」は遠隔で操作しますので、被災地に代わって情報を発信すること

が可能です。そのために、日頃よりサービスをご利用いただき「行政のお知らせ」を住民の皆さまへ

周知・ご覧いただくことで､万一の災害の際には､必要な情報を住民の皆さまがすばやくキャッチする

ことが可能になります。

一次の災害放送は、ＮＨＫ・民放各局へ

任せ｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣では地域

に密着した二次放送(給水場所･ごみの受

入場所･ライフライン状況など）を！

【平常時】

【災害時】

【通常放送】http://www.webtelop.jp/nhm/
【災害放送】http://www.webtelop.jp/nhm-k/

■サンプル：日本町テロップ放送
（弊社Webサイトでご確認いただけます）

ご連絡いただき次第、
災害情報へ

すばやく切り替えを
行います！

もしものときは

災害生活情報に早変わり！
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災害時に役立つ

ＮＶＳの安心サポート

｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣は遠隔操作です。

安心してお任せください！

災害は突然起こります。情報を発信したくても交通マヒなどにより人員確保が困難。
情報発信ができない･･･などの状況が考えられます。

自治体さまで人員確保が困難という状況になっても、ＮＶＳから情報を
発信することができます。

ＮＶＳの災害に対する備え･･･

●ＮＶＳの社屋について
ＮＶＳ社屋は２００９年に簡易震災対策を実施しました。

●ＮＶＳの所在地について
右図は、ＮＶＳ所在地である栃木県の「表層地盤のゆれやすさマップ｣です。
栃木県は地盤が固くゆれにくい地域といえます。

※東日本大震災では、ＮＶＳは近隣の市町村に比べ被害が少なく済みました。

●ＮＶＳの設備について
・停電に備え、発電機を準備しております。

・災害優先電話(※)を設置、連絡を取る手段を確保しております。
※ＮＴＴ｢災害優先電話｣は、災害時に電話回線規制が掛かった場合でも優先的に電話が繋がります。

災害時には
２４時間受付します！

◆安心サポートその１

◆安心サポートその２
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■行政からのお知らせ
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テロップコンテンツの

ご紹介

主に広報誌より制作。ご希望によりおまかせ・指定どちらにも対応いたします。

■イベント情報

■警察・消防情報

防犯情報 メール配信

より多くの住民に
Speedyに警戒を呼び
かけることができます。

警察などからの

配信メールの情報を

随時テロップ化。

いろいろな使い方で大変便利！

広報誌やチラシなどから制作。

警察署や消防署からの情報を制作。

※テロップ画面のみ掲載しています。



■写真入りテロップ

８

■ＮＶＳ提供コンテンツ

東京電力より発表される｢でんきよほう｣をテロップ化

※毎週月曜日に更新いたします。

※メーカー様に直接確認を取る場合もございます。※毎日朝、夕２回更新いたします。

でんきよほう リコール情報
消費者庁リコール情報サイトよりテロップ化

今日は何の日？ くらしのちえぶくろ

※毎日夕方に更新いたします。 ※毎週月曜日に更新いたします。

テロップコンテンツの

ご紹介



■時間指定放送：イベント等の｢実施｣または｢延期｣･｢中止｣

９

｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣

活用法のご紹介

■時間指定放送：光化学スモッグ

他にもこんな使い方があります！

学校行事 「運動会開催告知」

※事前打ち合わせおよび住民への配信時間の周知などをお願いします

当日の天候に大きく左右されるイベント開催を｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣を使って｢実施｣･｢延期｣の
お知らせをすれば、広く周知することが可能です。

★そのほかの『時間指定放送』活用例

「遠足」
学校の遠足の実施有無も配信時間をあらかじめ周知しておくことで瞬時にお知らせすることが可能です。

「修学旅行」
現地での元気な様子（写真）や、帰校予定時間を配信することで、保護者の方にご安心いただけます。

人体に影響を与える「光化学スモッグ」の情報を「発令」から「解除」､「対応策」まで
細かく配信することができます。

自治会行事 「清掃活動」

※営業時間外に実施する

「時間指定放送」は

別途料金が発生します。

■時間指定放送：選挙開票速報

市長選挙や市議会選挙など「選挙開票速報」なども配信することができます。
（※事前の待機要請が必要です）
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テロップ画面の

二次利用のご紹介
制作した画面は二次利用が可能！

ラクラク便利！！

印刷：広報誌

テロップ画面を広報誌に掲載、住民の皆さまへの告知に利用
※ＣＭ画面は除外

印刷：配布物

テロップ画面をチラシとして印刷、住民の皆さまへ配布
※イベント主催者など第三者のご利用はできません

Ｗｅｂ：ＳＮＳ

テロップ画面を自治体さま運営のFacebookやツイッター
などのＳＮＳに掲載、告知に利用
※イベント主催者など第三者のご利用はできません

二次利用をご希望の場合は、事前に連絡をお願いします。

また、下記以外の二次利用をご希望の場合は、ご相談ください。



①お急ぎの制作をご希望の場合は、その旨発注の際にお申し出ください。

時間指定での発注も可能です。

②当日仕上げをご希望の場合は、9:00～17:00の受付となります。（災害時のみ２４時間受付可）

③大量の発注がある場合は、納期に余裕をもって発注をお願いいたします。

原稿はいつまでに入稿すればいいの？

[注意事項]※可能な限りご希望にそえるようご対応いたします。万一ご希望にそえない場合はご了承ください。

①イラストレーターの場合､文字のアウトライン/画像の埋め込みを行ってからご入稿ください。

②PDF/フォトショップ(psd)/画像ファイル(JPG/GIF/TIFF/PNG)でのご入稿も可能です。

③マイクロソフト系(PowｅrＰoint/word/excel)でのご入稿も可能です。

■イラストレーター (ai)の場合

リンク画像：全て埋め込みでご入稿ください。

文字：全てアウトライン化してご入稿ください。

■PDF/フォトショップ(psd)/画像ファイル (JPG/GIF/TIFF/PNG)の場合

必ず、1MB以上のデータをご入稿ください。

原稿・素材の入稿データの形式
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原稿・素材データに

ついて

お客さまのニーズに応える

Speedyな対応！

①原稿はメールかＦＡＸでお送りください。（郵送可）
レイアウトや字配り等は、当社にお任せください。指定のデザイン、写真、ロゴマークなど
にも対応いたします。（写真やロゴマークなどはメールにてデータをお送りください）
テロップの校正はお客様のご希望に応じて対応いたします。

②自治体さまのＷｅｂサイトや広報誌の内容を抜粋してテロップを制作することも可能です。

原稿はどうすればいい？
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手書き原稿、メールやＦＡＸ、参考ＨＰ等どのような原稿でも承ります。
自治体さまＷｅｂサイトの内容をテロップ化することで、より見やすく・わかりやすく住民の
皆さまへ告知可能になります。

｜原稿の例

■広報誌

■手書き原稿やチラシなど

自治体さまがお知らせした
い項目を事前にご連絡いた
だければ、そのまま制作い
たします。もちろんお任せ
でもＯＫ！

手書き原稿やチラシなど
どんな原稿にも対応いたし
ます。

■メール原稿

イベントなどのＨＰアドレス
などをご連絡いただければ、
ＨＰ掲載情報を参考に制作
いたします。

■メルマガ

自治体さまが発信している
生活安心安全メールなどの
メルマガより制作。
ＮＶＳで事前に登録手続き
を行いメルマガ受信後、
すばやく制作いたします。
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｜ワンポイントアドバイス

「行政Ｗｅｂテロップ放送」をもっと有効的に活用するために

ＮＶＳがオススメする便利な機能をご紹介します！

＼スマホ･タブレット機能のご紹介／

音声検索機能活用してますか？

画面のマイクのマークをタップして『○○(行政名)テロップ』と検索すると

“簡単･ラクラク”｢行政Ｗｅｂテロップ放送 ｣(地域情報)へアクセスが可能です

検索したページはお手持ちのiPhoneやスマートフォン･タブレットのホーム画面に

ショートカットアイコンを設定するだけで、｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣を

どこでも・すばやく・カンタンにご覧になれます！

自治体さまＷｅｂサイトトップページに｢行政Ｗｅｂテロップ放送｣の
バナーや二次元バーコードをリンクしていただくことで、住民の

皆さまへよりわかりやすく･カンタンに地域情報をお知らせできます！
※ご希望により｢Ｗｅｂバナー｣や｢二次元バーコード｣は無料で制作いたします。
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｜デジタルサイネージに最適！

「行政Ｗｅｂテロップ放送」はデジタルサイネージに最適です！

庁舎ロビーのモニターやイベント会場でのお知らせなどでご活用ください！

日本ビジョンサービス株式会社は、文字放送の分野において

常に可能性を求め、自治体さまと共により良い地域づくりのための

情報発信と魅力的な街づくりに貢献します。

市役所ロビーに設置の
モニターにて自治体さまの
お知らせや告知などに

活用できます！

災害時に避難所などに
設置すれば、必要な情報を

広くSpeedyに
お知らせできます！

単発のイベントなどでの
ご利用も可能です！

※単発でのご利用には別途料金が
発生します（要相談）

スティックＰＣを
ディスプレイ（モニター）に挿すだけで

ＨＤＭＩ接続

すぐに
放送できます！

■ご利用イメージ

「行政Ｗｅｂテロップ放送」全画面でのご利用方法

スティックＰＣ

※スティックＰＣのご利用にはWiFi環境が必要です。

WiFi

※臨時デジタルサイネージにはアドレスの追加作成が必要です


