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主な用語解説
デジタルサイネージ
　デジタル技術を使い、　タイムリーに映像や情報をディスプレイに表示する次世代型

　インフォメーションシステムです。with 掲示板はこれにあてはまります。

with
　毎日の生活にすっかり浸透した「携帯電話」を使ってコントロールできる

　「安全」「快適・安心」「便利」。セキュリティからライフシーンのバックアップまで、

　安全な生活をトータルにサポートする、マンション入居の決め手ともなる

　「ケータイ インテリジェント マンション システム」です。

Adobe AIR
　米アドビシステムズが開発している RIA 技術を用いたアプリケーションの実行環境です。

　これをインストールすることでwith 掲示板を動かすことができるようになります。
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セットアップ CD-ROMとは

設定･操作マニュアルとは

この度は、「with 掲示板」をお申し込みいただき、
誠にありがとうございます。
ご利用に当たっては、本マニュアルをご覧いただきますと、
with 掲示板を簡単にご理解いただけます。
本システムをご利用になる前には、
本マニュアルをご一読いただきますようお願いいたします。

with 掲示板をご利用いただくための設定方法や、

初めての方にも分かりやすく解説したマニュアルです。

困ったときは、このマニュアルをチェック！

※重要な内容も含まれていますので、必ずお読みください。

1

with 掲示板をご利用いただくために

必要なソフトやマニュアルが収録されています。

1. はじめに

08.06.20

このＣＤは権利者の許可なく賃
貸業に使用すること、試用目的
を超える使用目的で複製するこ
と、ネットワークを通じてＣＤ
に収録されたプログラムを配信
することを禁じます。

株式会社ラハイナコーポレーショ ン

with掲示板では、インターネット経由にてデータのやり取りをおこ
なっております。その為、IDのお申込み無くご利用頂くことができ
ません。IDを発行されていない場合、下記へお申込のご連絡をお願
いいたします

◆ マニュアルを開けない方は .txt（テキスト）
◆ マニュアル .pdf（本マニュアル）
◆ 【 tool 】フォルダ
　　with 掲示板をご利用いただくために
　　必要なツールが入っています。
◆ 【 setup 】フォルダ
　　with 掲示板を簡単にセットアップ
　　するためのツールが入っています。

　【 with 掲示板 SetupCD 】収録内容



2

1 掲示板 IDの取得

2 ４つのツールをインストール

3 掲示板の登録・編集

4 登録した掲示板の表示・再生

with 掲示板ご利用の際には掲示板 IDが必要です。
お持ちで無い方はお申し込みください。

with 掲示板を利用するために
４つのツールをインストールします。

目的にあった掲示板を作成して登録をします。

5 ③と④で理想の掲示板にする

③で作成した掲示板を確認します。

6 ボタン１つで掲示板の完成
ボタンを押すだけで再生し続ける掲示板の出来上がりです。

③と④を繰り返して、理想の掲示板に仕上げます。

2. ご利用までの流れ



１．Adobe AIR 1.1 のインストール

２．セッティングマネージャーのインストール

３．with 掲示板管理システムのインストール

４．with 掲示板プレイヤーのインストール

　・ Intel Pentium ２GHz クラス以上のプロセッサを搭載した PC

　・ Microsoft Windows 2000(Service Pack 4)、Windows XP(Service Pack 2) 

   または Windows Vista Home Premium、Business、Ultimate

 ※Mac OS X 10.4.9 以降でも対応していますが、サポートしておりません。

　・ HDDの空き容量が 40MB 以上

　・ 512MB 以上の RAM、32MB 以上の VRAM

　・ Adobe Acrobat Reader がインストールされていること

　・ Internet Explore 6.0 以降がインストールされていること

　・ インターネットへの接続環境

3

with 掲示板の推奨環境

うまくインストールできない場合

お使いの PCの環境によっては、正しくインストールできない場合があります。

　　（Windows の環境 / ウイルス対策ソフト / ファイアウォール製品等）

上記の注意事項を確認した上で、本マニュアルやトラブルシューティングを

お読みください。それでもお困りの際は、以下へお問い合わせください。

株式会社ラハイナコーポレーション  IT ソリューション事業部
TEL： 052-957-7000　/　E-Mail : with@lahaina-c.com

3. パソコンの設定
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Adobe AIR 1.1 のインストール

1 「2. Adobe AIR 1.1」を選択

2 ( セキュリティの警告 )

セキュリティの警告が出た場合は
【 実行 】をクリック　

3 使用許諾契約書の同意

4 インストール中

5 インストール完了

【 同意する 】をクリック　

【 完了 】をクリック　
これでインストール完了！

インストールしていますので
しばらくお待ちください。

　Windows Vista でユーザアカウント制御 (UAC)
が表示された場合は「続行」をクリック。
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セッティングマネージャー のインストール

3 インストール

4 インストール設定

5 インストール中

【 続行 】をクリック　

6 設定の変更して閉じる

【 アップデートを無効にする 】
をクリック　

1 「3. セッティングマ…」を選択

2 ( セキュリティの警告 )

セキュリティの警告が出た場合は
【 実行 】をクリック　

【 インストール 】をクリック　
　Windows Vista でユーザアカウント制御 (UAC)
が表示された場合は「続行」をクリック。

インストールしていますので
しばらくお待ちください。

最初から無効になっていた場合は
クリックする必要はありません。

ウインドウを閉じて
インストール・設定完了！
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with 掲示板管理システム のインストール

1 「4. with 掲示板管理…」を選択

2 ( セキュリティの警告 )

セキュリティの警告が出た場合は
【 実行 】をクリック　

3 インストール

【 インストール 】をクリック　
　Windows Vista でユーザアカウント制御 (UAC)
が表示された場合は「続行」をクリック。

4 インストール設定

5 インストール中

【 続行 】をクリック　

6 インストール完了

インストールしていますので
しばらくお待ちください。

最新版が出ているときは、
アップデート画面が表示されます。

上記のような画面が出たら
インストール成功！

閉じるときは右上の【 × 】をクリック　
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with 掲示板プレイヤー のインストール

1 「5. with 掲示板プレ…」を選択

2 ( セキュリティの警告 )

セキュリティの警告が出た場合は
【 実行 】をクリック　

3 インストール

【 インストール 】をクリック　
　Windows Vista でユーザアカウント制御 (UAC)
が表示された場合は「続行」をクリック。

4 インストール設定

5 インストール中

【 続行 】をクリック　

6 インストール完了

インストールしていますので
しばらくお待ちください。

最新版が出ているときは、
アップデート画面が表示されます。

上記のような画面が出たら
インストール成功！

閉じるときは右上の【 × 】をクリック　
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with 掲示板を 30 日、無料で体験することができます。

30 日が経過しますと、その掲示板 IDはご利用いただけません。

 ・with 掲示板を試してみたい

 ・引き続きwith 掲示板を使いたい

気軽に株式会社ラハイナコーポレーション、もしくは販売店へお問い合わせください。

with 掲示板は有償 ASP サービスです。

with 掲示板をご利用いただくためには、「掲示板 ID」が必要です。

掲示板 IDには２種類ありますのでご注意ください。

with 掲示板を制限なくご利用になれます。

正規掲示板ＩＤの購入の為には下記の手続きが必要となります。

■申し込み先

　・株式会社ラハイナコーポレーション（TEL：052-957-7000）

　・販売店

■販売価格（１つのＩＤにつき）

　・初期登録費用 　52,500 円

　・維持費用　9,975 円（毎月払い）／ 105,000 円（年間一括前払い）

　　  　※ お試し掲示板ＩＤ有効期間中にお申し込みをされますと、

　  1 ヵ月分の維持費用が無料になります。是非ご活用ください。

4. サービス利用上の注意事項

お試し掲示板 ID

正規掲示板 ID

サービスをご利用になる前に

お使いのＰＣの環境によってはマニュアルの画像とイメージが異なります。
また、お使いのＰＣの環境設定により正常に動作しない場合があります。
サービスをご利用になる前に、本マニュアルを必ずご一読ください。
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5.with 掲示板の使い方 -索引
with 掲示板管理システム編

with 掲示板プレイヤー編

  1. 起動／アップデート

  2. ログイン

  3. 掲示板の登録

 　3-1. 基本操作

 　3-2. FLASH を表示する掲示板の作成

 　3-3. 動画を再生する掲示板の作成

 　3-4. 画像を表示する掲示板の作成

 　3-5. 画像とテキストを組み合わせた掲示板の作成

 　3-6. メッセージを表示する掲示板の作成

  4. 掲示板の編集

  5. 掲示板の再生順番の変更

  6. 掲示板の削除

  7. 終了

  8. その他

 　・アプリケーション情報

 　・公式サイト
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  1. 起動／アップデート

  2. 利用場所情報の登録

  3. 利用場所情報の変更

  4. 利用場所情報の削除

  5. 掲示板を表示する

  6. 全画面で掲示板を表示する

  7. 終了

  8. その他

 　・アプリケーション情報

 　・公式サイト
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アップデートメッセージ

最新版が出ているときは
上記のようなメッセージがでます。

【 はい 】をクリック　
最新版にアップデートしましょう。

デスクトップにある
【 with 掲示板管理システム 】
アイコンをダブルクリック　

ない場合はスタートメニューのプログラムから
with 掲示板管理システムをクリック

起動中

6起動完了

アップデート中

2. ログインへ

デスクトップ

起動／アップデート
with 掲示板管理システム編

1
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ログインエラー

・掲示板 IDをおもちですか？

　（無い場合は「Ｐ８」をご覧ください）

・インターネットが利用できる環境ですか？

・半角英数字正しく入力しましたか？

・小文字 /大文字 /数字混同していませんか？

・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

　（詳しくは「Ｐ３・４」をご覧ください）

「掲示板 ID・パスワード」を入力します。
半角英数字で入力してください。

ユーザ情報の送信

6ログイン中 6ログイン完了

【 ログイン 】をクリック　

ログイン
with 掲示板管理システム編

2
ユーザ情報の入力
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【 掲示板の登録 】をクリック　
既に 15件登録している場合はできません。

掲示板の作成画面

6登録完了

【 登録する掲示板… 】をクリック　

目的の掲示板タイプを選ぶ

５種類の中から目的の掲示板タイプを
選んでクリック　

必須項目を入力する

選んだものに合わせて入力項目が
表示されますので入力します。

入力データの送信

【 登録する 】をクリック　

上記のようなメッセージが出たら成功！

掲示板の登録／基本操作1
with 掲示板管理システム編

3-
メイン画面



13

【 FLASH を表示する… 】をクリック　

必須項目を入力

6登録完了使用するファイルを選ぶ

「.swf」形式の FLASH ファイルを選びます。
選んだら【 開く 】をクリック　

使用するファイルを選ぶ

入力データの送信

記入漏れがないかを確認して
【 登録する 】をクリック　

上記のようなメッセージが出たら成功！
【 参照 】をクリック　

掲示板名称、再生時間を入力します。

掲示板タイプを選択

FLASH を表示する掲示板の作成2
with 掲示板管理システム編

3-
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【 動画を再生する掲示板 】をクリック　

必須項目を入力

6登録完了使用するファイルを選ぶ

「.flv」形式の動画ファイルを選びます。
選んだら【 開く 】をクリック　

使用するファイルを選ぶ

入力データの送信

記入漏れがないかを確認して
【 登録する 】をクリック　

上記のようなメッセージが出たら成功！
【 参照 】をクリック　

掲示板名称を入力します。

掲示板タイプを選択

動画を再生する掲示板の作成3
with 掲示板管理システム編

3-
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【 画像を表示する掲示板 】をクリック　

必須項目を入力

6登録完了使用するファイルを選ぶ

画像（.gif / .jpg / .png）を選びます。
選んだら【 開く 】をクリック　

使用するファイルを選ぶ

入力データの送信

記入漏れがないかを確認して
【 登録する 】をクリック　

上記のようなメッセージが出たら成功！
【 参照 】をクリック　

掲示板名称、再生時間を入力します。

画像を表示する掲示板の作成4
with 掲示板管理システム編

3-
掲示板タイプを選択
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【 画像とテキスト… 】をクリック　

必須項目を入力

6登録完了
使用するファイルを選ぶ

画像（.gif / .jpg / .png）を選びます。
選んだら【 開く 】をクリック　

使用するファイルを選ぶ

入力データの送信

記入漏れがないかを確認して
【 登録する 】をクリック　

上記のようなメッセージが出たら成功！

【 参照 】をクリック　

掲示板名称、メッセージを入力します。
メッセージ編集機能の詳細は次のページへ

画像とテキストを組み合わせた掲示板の作成5
with 掲示板管理システム編

3-
掲示板タイプを選択
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【 メッセージを表示… 】をクリック　

必須項目を入力

6登録完了

上記のようなメッセージが出たら成功！

掲示板名称、再生時間、メッセージ
を入力します。

6入力データの送信

記入漏れがないかを確認して
【 登録する 】をクリック　

メッセージ編集機能

・文字の形の変更ができます。

・文字の大きさを変えられます。

・文字に下線を引くことができます。

・文字に色をつけることができます。

・左揃え・中央揃え・右揃えができます。

メッセージを表示する掲示板の作成6
with 掲示板管理システム編

3-
掲示板タイプを選択
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編集するものを選択します。
方法は２種類。

編集の方法 1

6あとは掲示板の登録と同じ感覚でOK！

編集したいものをダブルクリック　

編集の方法 2-1

編集したいものをクリック　

編集の方法 2-2

【 掲示板の編集 】をクリック　

上記のように選択したものを編集できます。
編集の方法は掲示板登録と同じ感覚でできます。

掲示板の編集
with 掲示板管理システム編

4
メイン画面
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並び替えたいものを選びます。

掲示板の作成画面

6順番の変更を確認

選んだまま並び替えたい場所まで
もっていきます。

目的の掲示板タイプを選ぶ

上記のようにマウスカーソルが変わり
太い線が表示されたら離します。

必須項目を入力する

【 順番の変更 】をクリック　

再生順番の変更完了

このようなメッセージがでたら成功！

実際に順番が変わっていることを確認。

掲示板の再生順番の変更
with 掲示板管理システム編

5
メイン画面
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消したい掲示板の左にある
【 □ 】をクリック　

削除する掲示板を決める

クリックするとこのようになります。

削除の実行

【 削除の実行 】をクリック　

掲示板の削除完了

このようなメッセージがでたら成功！

削除されたことを確認

実際に削除されたことを確認します。

掲示板の削除
with 掲示板管理システム編

6
メイン画面
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【 ログアウト 】または【 × 】
をクリック　

ウインドウを閉じる

【 × 】をクリック　

with 掲示板システムの終了

終了すると、起動前の状態になります。

左上のアイコンをクリック　

アプリケーション情報の確認

このように情報を確認できます。
【 × 】をクリックすると戻ります。

右上のアイコンをクリックすると
公式サイトへジャンプします

終了
with 掲示板管理システム編

7 その他8
メイン画面 アプリケーション情報

公式サイト
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アップデートメッセージ

最新版が出ているときは
上記のようなメッセージがでます。
【 はい 】をクリックして

最新版にアップデートしましょう。

デスクトップにある
【 with 掲示板プレイヤー 】
アイコンをダブルクリック　

ない場合はスタートメニューのプログラムから
with 掲示板プレイヤーをクリック

起動中

6起動完了

アップデート中

2. ログインへ

デスクトップ

起動／アップデート
with 掲示板プレイヤー編

1
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登録できない？

・掲示板 IDをおもちですか？

　（無い場合は「Ｐ８」をご覧ください）

・インターネットが利用できる環境ですか？

・半角英数字正しく入力しましたか？

・小文字 /大文字 /数字混同していませんか？

・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

　（詳しくは「Ｐ３・４」をご覧ください）

「利用場所名・掲示板 ID」を入力します
掲示板 IDは半角英数字で入力してください。

利用場所情報の入力

6登録完了 6登録されたことを確認

【 登録する 】をクリック　

【 登録する 】をクリック　

デスクトップ

利用場所情報の登録
with 掲示板プレイヤー編

2



24

変更できない？

・掲示板 IDをおもちですか？

　（無い場合は「Ｐ８」をご覧ください）

・インターネットが利用できる環境ですか？

・半角英数字正しく入力しましたか？

・小文字 /大文字 /数字混同していませんか？

・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

　（詳しくは「Ｐ３・４」をご覧ください）

「利用場所名・掲示板 ID」を変更します
掲示板 IDは半角英数字で入力してください。

利用場所情報の入力

6登録完了 6変更されたことを確認

【 変更する 】をクリック

上記のようなメッセージが出たら成功！

デスクトップ

利用場所情報の変更
with 掲示板プレイヤー編

3
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【 削除する 】をクリック　

削除完了

6メッセージ

6削除されたことを確認

利用場所情報がないとご利用になれない為
上記のようなメッセージがでてきます。

上記のようなメッセージが出たら成功！

上記のような表示になっていることを確認。

デスクトップ

利用場所情報の削除
with 掲示板プレイヤー編

4
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【 掲示板を表示する 】をクリック　

掲示板の表示中

6表示できない？

上記のように掲示板が表示されたら成功！

上記のような表示がでた場合

・掲示板は登録されていますか？

　（されてない方は「Ｐ１２」をご覧ください）

・インターネットが利用できる環境ですか？

・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

　（詳しくは「Ｐ３・４」をご覧ください）

クリックできないときは、「Ｐ２３」を参考に
利用場所情報の登録をしましょう

登録されている掲示板によっては
表示されるまでに時間がかかる場合があります。
画面に表示されている掲示板はサンプルです。

上記のような表示がでた場合

・掲示板ＩＤに間違いはありませんか？

　（「Ｐ２４」をご覧ください）

・利用できる期間を過ぎていませんか？

　（詳しくは「Ｐ８」をご覧ください）

いずれも当てはまらない場合

・しばらくまっても表示されないとき

　with 掲示板プレイヤーを再起動してください。

　（「Ｐ２２・２８」をご覧ください）

デスクトップ

掲示板を表示する
with 掲示板プレイヤー編

5
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【 全画面で掲示板を表示する 】クリック　

6表示できない？

上記のような表示がでた場合

・掲示板は登録されていますか？

　（されてない方は「Ｐ１２」をご覧ください）

・インターネットが利用できる環境ですか？

・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

　（詳しくは「Ｐ３・４」をご覧ください）

クリックできないときは、「Ｐ２３」を参考に
利用場所情報の登録をしましょう。

上記のような表示がでた場合

・掲示板ＩＤに間違いはありませんか？

　（「Ｐ２４」をご覧ください）

・利用できる期間を過ぎていませんか？

　（詳しくは「Ｐ８」をご覧ください）

いずれも当てはまらない場合

・しばらくまっても表示されないとき

　with 掲示板プレイヤーを再起動してください。

　（「Ｐ２２・２８」をご覧ください）

・勝手にバージョンアップされた

　全画面表示中は自動的に行われます。

　その後、元の画面に戻るようになっています。

　また、クリックすると終了します。

【 全画面で表示する 】をクリック　

２つの方法があります

画面に表示されている掲示板はサンプルです。

全画面で掲示板の表示中

上記のように掲示板が表示されたら成功！

デスクトップ

全画面で掲示板を表示する
with 掲示板プレイヤー編

6
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【 × 】をクリック

with 掲示板プレイヤーの終了

終了すると、起動前の状態になります。

左上のアイコンをクリック　

アプリケーション情報の確認

このように情報を確認できます。
【 × 】をクリックすると戻ります。

右上のアイコンをクリックすると
公式サイトへジャンプします

終了
with 掲示板プレイヤー編

7 その他8
メイン画面 アプリケーション情報

公式サイト
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6. トラブルシューティング
Ｑ．Adobe AIR 1.1 をインストールできない。

 ・お使いの PCが必須環境を満たしていない可能性があります。

 　⇒Ｐ３「パソコンの設定」をご覧ください。

Q.　Adobe AIR のバージョンが勝手に変わってしまう。

 ・セッティングマネージャーをご利用ください。

 　⇒ Ｐ５「セッティングマネージャーのインストール」をご覧ください。

Ｑ．with 掲示板管理システム／プレイヤーをインストールできない。

 ・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

 　⇒ Ｐ４「Adobe AIR 1.1 のインストール」をご覧ください。

Ｑ．with 掲示板管理システム／プレイヤーが起動できない。

 ・お使いの PCが必須環境を満たしていない可能性があります。

 　⇒Ｐ３「パソコンの設定」をご覧ください。

 ・Adobe AIR 1.1 の実行環境ですか？

 　⇒ Ｐ４「Adobe AIR 1.1 のインストール」をご覧ください。

Ｑ．掲示板ＩＤが使えない。

 ・掲示板ＩＤをお持ちですか？

 　⇒ Ｐ８「サービス利用上の注意事項」をご覧ください。

 　⇒ その他の詳しい情報はＰ１１／Ｐ２３をご覧ください。

Ｑ．お試し期間が終了してしまった。

 ・Ｐ８の「サービス利用上の注意事項」をご覧ください。

Ｑ．with 掲示板やマニュアルの取り扱いについては？

 ・Ｐ３１の「著作権／免責事項」をご覧ください。
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7. お問い合わせ先
株式会社ラハイナコーポレーション（ITソリューション事業部）

◆ 住所
 〒461-0001
 　愛知県名古屋市東区泉1-2-8
◆ TEL
 052-957-7000
◆ FAX
 052-957-7001
◆E-Mail
 contents@lahaina-c.com
◆ 公式サイト
 http://www.lahaina-c.com/

withサポート

◆ 住所
 〒461-0001
 　愛知県名古屋市東区泉1-2-8
◆ TEL
 052-957-7000
◆ FAX
 052-957-7001
◆E-Mail
 with@lahaina-c.com
◆ 公式サイト
 http://with.kei-tai.ne.jp/



8. 著作権／免責事項
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　・ CD-ROMの内容を一部または全部を株式会社ラハイナコーポレーションの許可無く
 複製、または改訂することを禁じます。再配布は可能ですが、
 事前に本マニュアルに記載されている連絡先へご連絡をお願いいたします。
 また、掲示板IDは申請していただかなければ発行いたしません。
 無断で録音、録画、コピー等をすることは法律で禁止されています。
　・ CD-ROMに収録されているデータの内容は、2008年7月現在のものです。
 内容は予告無く変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
　・ CD-ROMにおける製品の記述は、情報を提供する目的でかかれたもので、
 保障もしくは推奨するものではありません。
　・ ソフトウェアおよびデータは、著作権法によって保護されています。
 それぞれの著作者および著作権は、
 各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されている通りです。
　・ ソフトウェアおよびデータに関して、動作保障を含め一切保障いたしません。
　・ ソフトウェアおよびデータの使用に伴い発生した障害などに関しては
 株式会社ラハイナコーポレーションはいかなる責任も負わないとし、
 一切の賠償などは行わないものとします

　・ Microsoft、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、
 Microsoft Windows Vista、Internet Explorerは、
 米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
　・ Intel、Pentiumは、米国インテル社の商標です。
　・ Adobe、Adobe AIRは、Adobe Systems, Inc.の登録商標です。
　・ with掲示板は株式会社ラハイナコーポレーションの製品です。
 with、withロゴは、株式会社ラハイナコーポレーションにおける
 登録商標または商標です。
　・ その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または、商標です。

　・　データの保管先であるWEBサーバー、ID発行サーバーは全て、
 株式会社ラハイナコーポレーション所有サーバーを使用するASPサービスです。
　・ with掲示板はAdobe社のRIA技術を用いて開発されています。



株式会社ラハイナコーポレーショ ン
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