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様々な『お声掛け』を自動化
業務やコミュニケーションを円環にします

事故防止 防犯ご挨拶

音声POP音声POP音声POP音声POP



様々な『お声掛け』を自動化
音声POPは人感センサー（赤外線）により、人
影を察知して任意の音声を再生するスピーカー
です。
販促・ご案内・事故防止・防犯等、様々な「お
声掛け」を自動化することで、業務やコミュニ
ケーションを円滑にします。

赤外線センサーで
人影を感知して
音声を自動再生します

スリーブの制作例 縦置きでの使用例

壁への取付例スリーブ形状の例

https://youtu.be/CiPAElTHuTs

通行者の反応（動画）
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自動再生

赤外線センサー

感知距離　約2m

赤外線センサー

感知距離　約2m

赤外線センサー

50mm口径スピーカー（1W）

電源/音量スイッチ

▶
▶商品説明等の販促
▶サービスのお知らせ
▶道案内＆交通誘導
▶事故防止・防犯の注意　等

お客様へのご挨拶

音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/

ギャラリー
音声POPは標準で白色スリーブ（カバー）が
付属します。弊社WEBサイトではPDF形式の
型紙データを公開しており、デザインソフト
でお客様任意のスリーブを作成できます。
100台以上のご発注時には、スリーブの制
作・印刷も承ります（オプション）。

付属の白色スリーブ

https://youtu.be/ARTRXO-WCNg

開封～動作の様子（動画）
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音声POP 乾電池型音声POP 乾電池型

電池式は単三電池×3本で動作するスタンダードな音声POPです。音質はFMラジオ相当で、SDカード内に格納し
た128KbpsのMP3音声を再生します。

高音質
MP3再生　FMラジオ相当

50mmスピーカー
出力1W

SDカード対応
SDカードは付属しません

単三電池動作
単3×3本付属

※1
SDタイプの音声POPはデータの再生時間・音量・再生頻度により電池
寿命が大きく変わります。大規模なキャンペーン等でご利用の場合は
事前に評価機でお確かめください。 バッテリー低下により再生が中断
される場合は、音量を下げると継続利用できる場合があります。

※2
赤外線センサーは人肌相当の熱源に反応します。太陽光の輻射熱や機
械熱にも反応します。服装によりセンサー動作を阻害する場合がある
ため、通年で露出する顔（頭部）にセンサーを向けると動作が安定し
ます。

※SDカードは付属しません

音声POP ACアダプター型音声POP ACアダプター型

ACアダプター型は電池切れの心配が無く、長期間のキャンペーンや再生回数の多い場所に適しています。メディ
アはSDカード、音質等の内部仕様も乾電池型と同等です。

高音質
MP3再生　FMラジオ相当

50mmスピーカー
出力1W

SDカード対応
SDカードは付属しません

ACアダプター動作

※1
赤外線センサーは人肌相当の熱源に反応します。太陽光の輻射熱や機
械熱にも反応します。服装によりセンサー動作を阻害する場合がある
ため、通年で露出する顔（頭部）にセンサーを向けると安定します。

※SDカードは付属しません※SDカードは付属しません

コード長約3m

音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/

※SDカードは付属しません

型番
外観寸法
本体重量
本体材質
スピーカー
電源
電池寿命
対応メディア
対応フォーマット
人感センサー
本体スイッチ
音声データ再生時間
動作
メーカー保証
製造国
付属品
オプション
補足

型番
外観寸法
本体重量
本体材質
スピーカー
電源
対応メディア
対応フォーマット
人感センサー
本体スイッチ
音声データ再生時間
動作
メーカー保証
製造国
付属品
オプション
補足

SPOP-MASD-01
120mm（幅）×60mm（高さ）×30mm（奥行） 
75g（電池含143g） 
外装は紙製 
1w×1 口径50mm 8Ω 
単三電池×3本 
コンテンツ内容と再生頻度による （※1） 
SD／SDHC CARDスロットカード 
MP3（ビットレート128kbps） 
赤外線センサー　感知距離約2m 
電源ON／OFF　ボリューム（ダイヤル式） 
制限なし 
人影を感知（※2）してSDカード内のMP3ファイルを再生 
ご購入日より6ヶ月 
中国（広東省） 
白色スリーブ　乾電池（単3×3）
SDカード調達・音声挿入　スリーブ印刷
SDカードは別途ご用意ください

SPOP-MAAC-01
120mm（幅）×60mm（高さ）×30mm（奥行） 
63g（ACアダプター含172g） 
外装は紙製 
1w×1 口径50mm 8Ω 
ACアダプター（DC5V・PSEマーク取得・コード長約3m）
SD／SDHC CARDスロットカード 
MP3（ビットレート128kbps） 
赤外線センサー　感知距離約2m 
電源ON／OFF　ボリューム（ダイヤル式） 
制限なし 
人影を感知（※1）してSDカード内のMP3ファイルを再生 
ご購入日より6ヶ月 
中国（広東省） 
白色スリーブ　ACアダプター
SDカード調達・音声挿入　スリーブ印刷
SDカードは別途ご用意ください
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音声POP ICチップ型音声POP ICチップ型

ICチップタイプは内部のメモリに音声データを焼き込みます。SDカード不要で調達コストが低く、数百台～の
キャンペーンに適しています。音声は変更できません。音質は収録時間により異なりますがAMラジオ相当です。

低～中音質
AMラジオ相当

50mmスピーカー
出力1W

低コスト量産向け
SDカード不要

音声変更不可
ICチップ焼き込み式

型番
外観寸法
本体重量
本体材質
スピーカー
電源
電池寿命
対応メディア
対応フォーマット
人感センサー
本体スイッチ
音声データ再生時間
動作
メーカー保証
製造国
付属品
オプション
補足

SPOP-MAIC-01
120mm（幅）×60mm（高さ）×30mm（奥行） 
68g（電池含139g）
外装は紙製 
1w×1 口径50mm 8Ω 
単三電池×3本 
コンテンツ内容と再生頻度による （※1） 
なし（内部基盤へのデータ焼き込み）
音圧調整済みのWAV形式で入稿
赤外線センサー　感知距離約2m 
電源ON／OFF　ボリューム（ダイヤル式） 
60秒以内　推奨10～20秒（再生時間により音質可変） 
人影を感知（※2）して音声データを再生 
ご購入日より6ヶ月 
中国（広東省） 
白色スリーブ
スリーブ印刷
ロット数100台～　生産前に試作品の確認が必要です

※1
音声POPはデータの再生時間・音量・再生頻度により電池寿命が大き
く変わります。ICタイプはSDタイプより電池寿命が伸びる傾向があり
ます。 バッテリー低下により再生が中断される場合は、音量を下げる
と継続利用できる場合があります。

※2
赤外線センサーは人肌相当の熱源に反応します。太陽光の輻射熱や機
械熱にも反応します。服装によりセンサー動作を阻害する場合がある
ため、通年で露出する顔（頭部）にセンサーを向けると動作が安定し
ます。

よくある質問
Q.音声POPは屋外で使えますか？
A.本機は空調の効いた屋内を想定して設計されており、
屋外での動作はサポート外です。本機のセンサーは人体
程度の熱源に反応するため、太陽の輻射熱や機械熱に反
応する場合があります。外装は紙製のため、水濡れや湿
気にもご注意ください。
 
Q.外装はプラスチック製にできますか？
A.現時点で製造予定はございません。しかし大量発注の
場合は特注品としてご相談ください。
 
Q.音声POPの電池はどれくらい持ちますか？
A.消費電力は扱う音量、音源により大きく異なるため、
電池寿命の見込みはご案内しておりません。音量は最大
値の半分～2/3程度をお勧めします。最大音量で長期間
動作させる場合はACアダプタータイプをご検討ください。
 
Q.音声が再生途中で終了します
A.それまで正常に動作していた場合は、電池残量の低下
が考えられます。音量を下げるか電池を交換して動作を
ご確認ください。
 
Q.本機の外装に使用感が…？
A.お届けの商品は全て新品です。紙製ボティのため製
造・流通工程で擦り跡等が入る可能性がございますが、
仕様内の現象としてご了承ください。音声POPの個別出
荷は、担当者が全個体を動作チェックしております。 

Q.複数の音声を扱えますか？
A.複数の音声データはサポート外となります。編集ソフ
トで1つの音源データに合成ください。
 
Q.上手くセンサーが反応しないのですが…
A.厚手の服等体温の出にくい対象の場合、センサーの反
応が鈍くなります。季節を問わず露出する頭部（顔）に
センサーを向けて設置すると動作が安定します。また、
電源を入れてセンサーの動作が安定するまで、30～
60秒程度時間が掛かります。
 
Q.センサーが反応すると繰り返し再生されます
A.短い音声の場合、センサーの感知時間によっては2～
3回程度連続再生する場合があります。これは仕様内の
現象です。虚空に向けた状態で連続再生が止まらない場
合は、センサー感度の調整が失敗している可能性がござ
いますので、サポートまでご連絡ください。
 
Q.動作をタイマー管理できますか？
A.サポート外となりますが、市販の電源タイマーと
ACアダプタータイプの組み合わせが考えられます。
 
Q.代引きで購入できますか？
A.Amazonからのご購入では、代引き・コンビニ決済に
対応しております。是非ご利用ください。

故障かな？と思ったら
音声POPは動作チェックを経て発送しております。商品の音が鳴らない場合は、以下の点をご確認ください。 
・電池の接触不良（電池ケースが固く作られているため、電池と電極が離れたままの場合があります） 
・SDカード内のMP3データが128kbps以上のビットレートになっている 
・別のSDカードを試してみる（SDカードと音声POPは相性問題が発生する場合があります）

故障対応
故障時は弊社サポートまでご連絡ください。ヒアリング・動作確認ののち、故障が疑われる場合は着払いにて弊社まで
送付ください。工場修理からお届けまで約2週間掛かります。代替品の発送は行っておりませんので、キャンペーン等で
ご使用の場合は予備品を含めたご注文をお勧めします。100台以上の数量発注の場合は、製造工場からの直送となるた
め、お手元に初期不良品が届く可能性がございます。予めご了承ください。

音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/



音声POP ICチップ型音声POP ICチップ型

ICチップタイプは内部のメモリに音声データを焼き込みます。SDカード不要で調達コストが低く、数百台～の
キャンペーンに適しています。音声は変更できません。音質は収録時間により異なりますがAMラジオ相当です。

低～中音質
AMラジオ相当

50mmスピーカー
出力1W

低コスト量産向け
SDカード不要

音声変更不可
ICチップ焼き込み式

型番
外観寸法
本体重量
本体材質
スピーカー
電源
電池寿命
対応メディア
対応フォーマット
人感センサー
本体スイッチ
音声データ再生時間
動作
メーカー保証
製造国
付属品
オプション
補足

SPOP-MAIC-01
120mm（幅）×60mm（高さ）×30mm（奥行） 
68g（電池含139g）
外装は紙製 
1w×1 口径50mm 8Ω 
単三電池×3本 
コンテンツ内容と再生頻度による （※1） 
なし（内部基盤へのデータ焼き込み）
音圧調整済みのWAV形式で入稿
赤外線センサー　感知距離約2m 
電源ON／OFF　ボリューム（ダイヤル式） 
60秒以内　推奨10～20秒（再生時間により音質可変） 
人影を感知（※2）して音声データを再生 
ご購入日より6ヶ月 
中国（広東省） 
白色スリーブ
スリーブ印刷
ロット数100台～　生産前に試作品の確認が必要です

※1
音声POPはデータの再生時間・音量・再生頻度により電池寿命が大き
く変わります。ICタイプはSDタイプより電池寿命が伸びる傾向があり
ます。 バッテリー低下により再生が中断される場合は、音量を下げる
と継続利用できる場合があります。

※2
赤外線センサーは人肌相当の熱源に反応します。太陽光の輻射熱や機
械熱にも反応します。服装によりセンサー動作を阻害する場合がある
ため、通年で露出する顔（頭部）にセンサーを向けると動作が安定し
ます。

よくある質問
Q.音声POPは屋外で使えますか？
A.本機は空調の効いた屋内を想定して設計されており、
屋外での動作はサポート外です。本機のセンサーは人体
程度の熱源に反応するため、太陽の輻射熱や機械熱に反
応する場合があります。外装は紙製のため、水濡れや湿
気にもご注意ください。
 
Q.外装はプラスチック製にできますか？
A.現時点で製造予定はございません。しかし大量発注の
場合は特注品としてご相談ください。
 
Q.音声POPの電池はどれくらい持ちますか？
A.消費電力は扱う音量、音源により大きく異なるため、
電池寿命の見込みはご案内しておりません。音量は最大
値の半分～2/3程度をお勧めします。最大音量で長期間
動作させる場合はACアダプタータイプをご検討ください。
 
Q.音声が再生途中で終了します
A.それまで正常に動作していた場合は、電池残量の低下
が考えられます。音量を下げるか電池を交換して動作を
ご確認ください。
 
Q.本機の外装に使用感が…？
A.お届けの商品は全て新品です。紙製ボティのため製
造・流通工程で擦り跡等が入る可能性がございますが、
仕様内の現象としてご了承ください。音声POPの個別出
荷は、担当者が全個体を動作チェックしております。 

Q.複数の音声を扱えますか？
A.複数の音声データはサポート外となります。編集ソフ
トで1つの音源データに合成ください。
 
Q.上手くセンサーが反応しないのですが…
A.厚手の服等体温の出にくい対象の場合、センサーの反
応が鈍くなります。季節を問わず露出する頭部（顔）に
センサーを向けて設置すると動作が安定します。また、
電源を入れてセンサーの動作が安定するまで、30～
60秒程度時間が掛かります。
 
Q.センサーが反応すると繰り返し再生されます
A.短い音声の場合、センサーの感知時間によっては2～
3回程度連続再生する場合があります。これは仕様内の
現象です。虚空に向けた状態で連続再生が止まらない場
合は、センサー感度の調整が失敗している可能性がござ
いますので、サポートまでご連絡ください。
 
Q.動作をタイマー管理できますか？
A.サポート外となりますが、市販の電源タイマーと
ACアダプタータイプの組み合わせが考えられます。
 
Q.代引きで購入できますか？
A.Amazonからのご購入では、代引き・コンビニ決済に
対応しております。是非ご利用ください。

故障かな？と思ったら
音声POPは動作チェックを経て発送しております。商品の音が鳴らない場合は、以下の点をご確認ください。 
・電池の接触不良（電池ケースが固く作られているため、電池と電極が離れたままの場合があります） 
・SDカード内のMP3データが128kbps以上のビットレートになっている 
・別のSDカードを試してみる（SDカードと音声POPは相性問題が発生する場合があります）

故障対応
故障時は弊社サポートまでご連絡ください。ヒアリング・動作確認ののち、故障が疑われる場合は着払いにて弊社まで
送付ください。工場修理からお届けまで約2週間掛かります。代替品の発送は行っておりませんので、キャンペーン等で
ご使用の場合は予備品を含めたご注文をお勧めします。100台以上の数量発注の場合は、製造工場からの直送となるた
め、お手元に初期不良品が届く可能性がございます。予めご了承ください。

音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/音声POP　http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/



お問い合わせ・ご注文お問い合わせ・ご注文

マンガード合同会社
〒737-1211 広島県呉市音戸町畑3-30-11
http://www.digitalsignage-kure.jp/soundpop/

0120-09-0488
フリーダイヤル（平日9～17時）

直通　090-3748-6132（年中無休）
メール　info@mangaad.jp
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