
Dreamoc XL4 オブジェクト参考

圧倒的な存在感を活かし、展示商品と映像のコラボレーションを
最も強力にアピールできる大型ディスプレイ機として人気を博した、
XL3 のアップグレード版。素材を木製から鉄製へと変更した結果、
耐久性アップを実現。

SPEC

消費電力

電源

照明

スクリーン

解像度

音声出力

コンテンツ形式

入力

ネットワーク

50W 　休止時 1W

100-240V / 50-60Hz

LED 15W

43インチ、16:9

フルHD 1920 x 1080p

ラウドスピーカー内蔵　10W x2

MPEG1/2/4, H.264 

HDMI x 1, USB x 1, DVI-D x 1, Analog (RGB) x 1

RJ-45

本体サイズ
重量

W1035×H550×D685 mm
65 kg

■ Dreamoc XL4 本体
　 ・USBメモリ( デモ映像入り) 

■ マニュアル 英語版、日本語版

■ オプティック ミラー BOX
    ・オプティックミラー
    ・ゴム手袋
 　・オプティック専用布　

■ アクセサリー BOX
 　・鍵　2個
 　・オプティックロック ( スペアネジ付 )
 　・電源アダプタ ( 65W/ 電源DCジャック19V )　
　 ・電源コード
　 ・六角レンチ
　 ・リモコン 1個

ドリモック　エックスエル　フォー

CONTENT

SIZE

※本仕様書の内容は事前の予告なく変更になる場合があります。

輸送サイズ
重量

W1200×H800×D800 mm
80 kg

550

1035 685
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単位 : mm

570

340

220



以下はオプション製品となる為、本体には含まれません。
本仕様書の内容は事前の予告なく変更になる場合があります。OPTIONAL ACCESSORIES 

STAND

本体サイズ
重量

W1035 × H1100 × D685 mm
60 kg

dreamoc XL4 basic stand

株式会社サンリス
東京都渋谷区神宮前3-4-7エルム青山3F

EMAIL dreamoc@senlis.co.jp　URL www.senlis.co.jp/mr-d

輸送サイズ
重量

W1035 × H1100 × D685 mm
15 kg

dreamoc XL4 SmartFrame stand

INTERACTIVE TOUCHSCREEN

ブランドや製品情報へ直感的にアクセスが可能となり、製品に対する理解
や体験がさらに高まります。

メディアプレーヤーには、Realfiction オリジナルのショールームコンテン
ツが含まれています。

• 

• 

• 

• 

日本語訳
・タッチスクリーンは、 、 、 や に接続できます。
　その際、 規格がそれぞれの筐体によって異なるため、どのモデルをご注文されるのか

ご確認ください。
・ 、 、 のいずれかをご注文いただくと、タッチスクリーンと連動する
　 プレーヤーもセットでプレゼントいたします。
・ プレーヤーの中には、 オリジナルのショールームコンテンツが入ってい
　ます。
・お客様のご希望に合わせたインターフェイスも制作することが可能です。ご詳細や御見積に
　関しましては、別途お問い合わせください。

Have an entire portfolio of products to show? The touchscreen allows 
your audience to explore your entire range of solutions at their fingertips. 
With a fully customizable interface, the touchscreen makes a great 
add-on for driving engagement. 

< 日本語訳  >
タッチスクリーンを使用し、お客様は製品情報を探索することができ、製品

についての理解を深めることを可能にします。

Flightcase
Flightcases make transportation easy, giving 
you  knowledge that your holographic display 
will always  arrive ready to wow.

All in one flightcase

The dedicated flightcase adds to the 
simplicity, by  perfectly holding the XL4 
display, SmartFrame stand,  fabric branding, 
and interactive touchscreen during  
transportation.

外寸情報 共通

When purchasing this interactive solution you 
will receive the following: - Touchscreen - 
Brightsign mediaplayer - 
Vesa mount for the touchscreen - 
All needed cables, screws and Micro SD cards  
Strips to secure the cables

■ タッチスクリーン
　 ・15.6インチLCDディスプレイ
　 ・1920x1080解像度
　 ・VESA 規格 マウント付

■ メディアプレーヤー　
　 ・各種接続ケーブル
　 ・Micro SD cards
　 ・本体用固定ネジ、ケーブル固定用ストラップ

ディスプレイ棚にワインボトル程度の大きさの製
品が展示可能。幅広い展示シーンに対応します。

ブランドや製品情報へ直感的にアクセスが可能とな
り、製品に対する理解や体験がさらに高まります。

XL4本体のみを収容できるフライトケースと、スタンドもあわせて
収容できる All in oneケースの2タイプをご用意しております。

FLIGHTCASE

dreamoc XL4 Flighthcase dreamoc XL4 All in one Flighthcase

本体サイズ
重量

W1180 × H830 × D840 mm
50 kg

dreamoc XL4 Flighthcase

dreamoc XL4 All in one Flighthcase

本体サイズ
重量

W1180 × H1040 × D840 mm
76 kg
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インターフェイスは、お客様のご希望に合わせて制作することが可能。
ご詳細や御見積に関しましては、別途お問い合わせください。


