
第1 双方向型看板アプリプラットフォーム
MULTITOUCH-APPSTORE.com



インタラクティブ・マーケティング / インフォメーション / エンターテイメント / コラボレーション

さらに大きなアプリ。
大いに素晴らしきタッチスクリーン解決策のために。

大規模な双方向型タッチパネル看板用の専門アプリプラットフォーム。



直感的に使えるタッチCMSで、あなただけ
の双方向型看板ソリューションの、アプリ
やウィジェットの管理及びカスタマイズを

簡単に行えます。

全てのタッチパネル、タッチテーブル、キオ
スク及びビデオウォールに向けたプロフェ
ッショナル双方向型看板ソフトウェアを搭

載した、世界初の専門アプリストア。



先端技術

あらゆる大型タッチスクリーン上で
無制限のマルチタッチ&マルチユー

ザーコントロール及び物体認識。

すぐに使えるアプリ

双方向型看板アプリをゼロから開発
する代わりにカスタマイズすること
で、あなたの時間や労力、お金を節

約。

あなたのコンテンツ、

あなたのデザイン

あなた専用コンテンツやスタイルを
魅力的な双方向型看板エクスペリエ
ンスに転送する - プログラミング技

術は不要!



全てのマルチタッチスクリーン、タッチテーブル、キオスク&ビデオウォールのために



メーカー様向け

完全なるソリューションのためにプ
ロフェッショナルなタッチパネルと
革新的なマルチユーザーソフトを結

合。

 企業向け

製品及びブランドを効果的なマーケ
ティングソリューションに転送(販売

地点&情報地点にて)。

クリエイティブ向け   

コーポレートデザインを用いて、独
自的双方向型看板ソリューションと
あなたのコンテンツをカスタマイズ

する。



総合物体認識技術

手間のかかるメニュー構造式の代わりに、
タッチパネルの前に物理的オブジェクトを
配置することでユーザーは簡単に需要する

情報にアクセスできます。



APPSUITE: タッチスクリーン CMS

ソフトウェア タイプ

ネイティブ クライアントソフト(Windows インストーラ
ー)

オペレーティング システム

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 ビット)

ディスクスペース

~1 GB

タッチ型プロトコル

TUIO & WinTouch
総合物体認識技術

AppSuite はネイティブクライアントソフトウェアとしてイ
ンストールされます。効率的に、双方向型オペレーティン
グシステムとして、AppSuiteがタッチスクリーンを構成し
ます。ここから、アプリ及びプロジェクトが管理され始動
されます。AppStoreに接続することで、最新アップデー
ト&アプリをダウンロード可能。



マルチユーザーアプリ

基づく全てのアプリ

eyefactive MultiTouch SDK (C++ / OpenGL)

タッチポイント / ユーザーをサポート対応

無制限 + 物体認識へのサポート対応

タッチスクリーンをサポート対応

スクリーン、テーブル型、端末、看板型、ビデオウォール、タ
ブレット(Windows)

タッチ技術をサポート対応

PCAP, IR-フレーム, InGlassTM, カメラベース

大型タッチスクリーンに搭載されている双方向型アプリ
は、革新的なソフトコンセプト及びスマートフォンやタブレ
ット端末ではほぼ考えられない、マルチユーザーな新しい
機会をご提供します。1つのディスプレイ上で、複数の人々
が同時に且つ並行してアプリをコントロールすることは、
人間とコンピュータの相互作用の進化を表現する。



バーチャル商品棚

ソーシャルメディア

マルチメディア・コラージュ

ファイルブラウザ

地図 / 興味深い地点

フィードバック

フォーム

クイズ

マルチプレイヤー・ゲーム

Webサイト

...



インフォメーション地点

販売地点 エンターテイメント地点

店舗 // ショッピングセンター // 美術館 
// ホテル // レストラン // ロビー・待合
室 // 公共スペース // 公共交通機関 // 
展示会 // イベント // バー // クラブ // ...



なぜ、双方向型
看板タッチスク
リーン ソリュー
ション？

あなたの顧客を驚かせる
魅力的な双方向型看板エクスペリエンスを販
売地点、インフォメーション及びエンターテイ
メント地点にて配送します。  

効率的なインフォテインメント
伝えたいメッセージと双方向型インフォテイン
メントが結合し、最も効率的にあなたの観客
へ伝わる

もっと販売!
あなたのブランド、製品、サービスの最大限の
認知度を得る

連絡する 
双方向型フォーム及びフィードバック機能を使
いあなたの顧客について知り、リードを生み出
す。

あなたの成功を測定する
ソリューションを継続的に最適化するために、
最も成功したコンテンツについての洞察力を
得る。



国立サッカーチームの美術館、エクアドル
大規模LED型タッチスクリーン テーブル上でカスタマイズされたアプリ



ドイツにあるMARS や PEDIGREEに向けた革新的なストア
透明大型タッチスクリーン上でカスタマイズされたアプリ



ZAAGTECH / AIMS @ INFOCOMM MEA, ドバイ
大型液晶タッチスクリーンウォール上でカスタマイズされたアプリ



最適メディア / 様々な薬局
大型タッチスクリーンウォール上にバーチャル製品棚





ライセンス供
与& 価格決定

購入する前にトライする
あらゆる機能リミットなく、AppSuite及び全て
のアプリを無料でダウンロードそしてテストす
る。

柔軟なライセンス供与
実際に必要とする機能&アプリだけを支払
う。

無制限プロジェクト
1つのライセンスで、あなたのターゲットシステ
ム上に無制限プロジェクトをクリエイトする。

無料ウィジェット
全てのアプリは色んな機能を提供する一方で
シンプルなメディア&コンテナーはウィジェッ
トとして無料でご利用可能。

進行性ディスカウント
確保するライセンスが多いほどより高いディス
カウントを入手します。



無料版 時限ライセンス 完全ライセンス

APPSUITE CMS

無料アップデート

完全機能

プロジェクト&MODS(主要操作データシステム)をク
リエイトする 無制限 無制限 無制限

登録が必須です ステップ１ ステップ2 ステップ2

透かし&ポップアップはありません -  (一時的)

費用 / デバイス 無料 €29,00から / 1日 € 199,00から

アプリライセンス: 比較



ダウンロード

すべてのWindows PC / メディ
アプレイヤ―用の AppSuite 
CMS をダウンロードしインス

トールする。

配備する

全てのタッチスクリーン、テー
ブル型、キオスク、端末及びビ
デオウォール用の個体ソフト

ウェアソリューション。

カスタマイズ

AppStoreでアプリをダウン
ロードし、あなたのコンテン
ツ&デザインで簡単にカスタ

マイズする。



あなたのコンテンツ

あなたのデザイン





APPSUITE CMS: バックエンド

ホームスクリーン

物体認識ツール

デモ プロジェクト

ヘルプセンター

使いやすい グラフィック インターフェース

アプリ ブラウザ



フォーマット&インターフェースにサポート対応

Iピクセル形式(JPG / PNG)で製品イメ
ージ及び情報チャートと相互作用す

る

Apple Quicktime や MPEGなどの共
通形式で予告編ビデオを再生する。

現時点パンフレットやプレゼンテー
ションをするために標準PDFドキュ

メントを結合する。

テクスチャを含む、Assimp フレーム
ワークがサポートする双方向型３D

フォーマット。

HTML5 and Flashを使って双方向型
Webコンテンツをオンライン・オフ

ラインで表示。

必須アプリ:  Webブラウザ

AppSuite 内からネイティブ
Windowsアプリに接続し起動す

る。

必須アプリ: XStarter



最小限 標準 ハイエンド

CPU Intel Core i5 U
(2 Core Notebook CPU)

Intel Core i5 Intel Core i7

GPU (グラフィックカード) Intel HD Graphics 540
(プロセッサグラフィックス)

Nvidia GTX 740
(専用カード)

Nvidia GTX 1070
(専用カード)

RAM 4 GB min. 4 GB min. 8 GB

オペレーティング システム (OS) Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(64 bit)

オススメ

テストシステム
(Laptop, NUC)

ライブシステム
(HD)

ライブシステム
(4K / 8K / Video-Wall)

HARDWARE: COMPARISON



サポート&リンク
下記にあるボックスをクリックすると標準のWebブラウザが開かれます:

  開くアップストア: スタートツアー(START TOUR) 
AppSuite、アップストア及びアプリに関する全ての詳細

  開くアップストア: ブラウザアプリ(BROWSE APPS)
アプリやウィジェットについてもっと見る。

アップストア: サポート& FAQ
サポート、ドキュメント&チュートリアル   開く

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_tour&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vZmVhdHVyZXMvb3ZlcnZpZXc=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_apps&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vYXBwcw==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_support&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vc3VwcG9ydA==


双方向型看板XXL
当社の双方向型テクノロジー及び製品に関し

ては、こちらをご覧ください:

  www.eyefactive.com

マルチタッチ-アップストア
スタートツアー、ブラウザアプリ&ウィジェット及
びAppSuiteの無料版をここからダウンロードす

る:

  www.multitouch-appstore.com

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=multitouch-appstore.com&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4=


 TOUCH FUTURE. TOGETHER.

  CONTACT US

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=googleplus&redirect=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=facebook&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=twitter&redirect=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9leWVmYWN0aXZl
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=youtube&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZXllZmFjdGl2ZQ==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=eyefactive.com_contact&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbi9jb250YWN0

