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　　　　ASシステムコンパクトモデル機器

　　※写真はイメージです。
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・ユーザー認証画面
・メニュー画面
・マスタ管理メニュー画面
・楽曲検索画面
・アルバム検索画面
・番組素材検索画面
・推薦曲検索画面
・アルバム情報登録画面
・楽曲情報登録画面
・CDリッピング画面
・ジャケット取込画面
・番組制作サポート画面
・CUEシート登録画面
・CD貸出管理メニュー画面
・CD棚管理画面
・オンエアランキング画面
・アーティスト管理画面
・フリーフォーマット管理画面
・JASRAC印刷サンプル

※表現の都合上縦書きと横書きが混在いたしており、見づらい所もあります。ご了承ください。

スキャナ↑ 本体↑ルータ↑ ↑スピーカー ↑プリンタ
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    ASシステム コンパクトモデル 特長    ASシステム コンパクトモデル 特長    ASシステム コンパクトモデル 特長    ASシステム コンパクトモデル 特長

・既にいくつかの放送局様で1年以上利用1年以上利用1年以上利用1年以上利用され高い信頼と実績があります。

・これからのデジタル化デジタル化デジタル化デジタル化に伴いインターネットインターネットインターネットインターネットや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話との融合も考慮し設計、
　製造しております。

・コンパクトモデルからフルセットモデルへ段階的にアップグレード段階的にアップグレード段階的にアップグレード段階的にアップグレード、またデータのデータのデータのデータの
　移行移行移行移行もできますので必要な時に必要な機能を確保でき、慣れ慣れ慣れ慣れと経費経費経費経費を無駄にしませ

　ん。

・数百万件数百万件数百万件数百万件にも及ぶ膨大なデータを効率よく管理するデータベースソフトウェアを選別し

　利用しておりますので端末数が増えた場合でも安心端末数が増えた場合でも安心端末数が増えた場合でも安心端末数が増えた場合でも安心して利用できます。

・放送局様の意見放送局様の意見放送局様の意見放送局様の意見を有効的に活用し、必要な機能と使いやすさ必要な機能と使いやすさ必要な機能と使いやすさ必要な機能と使いやすさを両立したレイ
　アウトとなっております。

・各画面のほとんどのリストが印刷できほとんどのリストが印刷できほとんどのリストが印刷できほとんどのリストが印刷でき紙媒体として保存や送付を行うことができ
　ます。

・JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能を実装し、通常の放送時にこのシステムで電子CUEシート電子CUEシート電子CUEシート電子CUEシート
　を作成しているだけで手間なくJASRACへ送付する帳票を印刷帳票を印刷帳票を印刷帳票を印刷できます。

・マスタ登録機能に優れマスタ登録機能に優れマスタ登録機能に優れマスタ登録機能に優れ、基本的なデータはマスタ化でき、必要に応じて追加・変
　更を行うことができます。

・ログイン認証機能ログイン認証機能ログイン認証機能ログイン認証機能とユーザー権限機能ユーザー権限機能ユーザー権限機能ユーザー権限機能、ユーザーごとに利用できる機能を制
　限することができますので不正利用や不正変更を未然に防止することができます。

・標準添付のイメージスキャナイメージスキャナイメージスキャナイメージスキャナを利用しアルバムのジャケット写真アルバムのジャケット写真アルバムのジャケット写真アルバムのジャケット写真と共にアル
　バム、楽曲データを管理することができます。

・本体のCD-ROMから音源データをリッピング音源データをリッピング音源データをリッピング音源データをリッピングすることができます。*1

・本体内のハードディスクに音源ファイルを数千曲保存音源ファイルを数千曲保存音源ファイルを数千曲保存音源ファイルを数千曲保存することができますので、
　コンパクトモデルであっても音源も含めた楽曲ライブラリを作成することができ、また
　音源サーバーを導入した場合でもそのデータを移行することが可能音源サーバーを導入した場合でもそのデータを移行することが可能音源サーバーを導入した場合でもそのデータを移行することが可能音源サーバーを導入した場合でもそのデータを移行することが可能
　です。*2

・オンエアランキング集計機能オンエアランキング集計機能オンエアランキング集計機能オンエアランキング集計機能を実装しておりますので、いつどの曲がどれくらい
　使われたのかを常に知ることができます。

・メンテナンスツールメンテナンスツールメンテナンスツールメンテナンスツールにより重複したアーティストやフリーフォーマットで入力された
　楽曲を統合することができます。

*1)コピー防止のかかったCDはリッピングできない場合があります

*2)モデルにより保存できる音源ファイル数は異なります
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ASシステム構成図
（コンパクトモデル)
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ASシステム構成図
（フルセットモデル）
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ASシステム構成図
（コンパクトモデル)
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放送局

段階的に
アップグレード

可能

・音源サーバー導入
・音源送出導入（生放送）

・音源送出導入（自動放送）
・音源録音導入

・音源波形編集導入
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               ASシステム コンパクトモデル システム一覧               ASシステム コンパクトモデル システム一覧               ASシステム コンパクトモデル システム一覧               ASシステム コンパクトモデル システム一覧

デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型 ノート型ノート型ノート型ノート型
型番型番型番型番 ASCD0311 ASCN0311

本体本体本体本体

メーカー製コンパクト
デスクトップPC一式 *1
　CPU：Celeron2.0GHz以上
　HDD：60Gバイト以上
　メモリ：512Mバイト以上
　CD-ROM、キーボード、マウス

メーカー製
ノートPC一式 *1
　CPU：Celeron1.8GHz以上
　HDD：30Gバイト以上
　メモリ：512Mバイト以上
　CD-ROM、キーボード、マウス

液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ液晶ディスプレイ 本体付属 本体一体型
プリンタプリンタプリンタプリンタ
スキャナスキャナスキャナスキャナ
バックアップディスク*2バックアップディスク*2バックアップディスク*2バックアップディスク*2
ルータ又はハブルータ又はハブルータ又はハブルータ又はハブ
スピーカースピーカースピーカースピーカー
ハードウェア保証ハードウェア保証ハードウェア保証ハードウェア保証

OS OS OS OS 
データベースデータベースデータベースデータベース
ASシステム（基本ソフト）ASシステム（基本ソフト）ASシステム（基本ソフト）ASシステム（基本ソフト）

マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル

（オプション）（オプション）（オプション）（オプション）
バーコードプリンタバーコードプリンタバーコードプリンタバーコードプリンタ
卓上型バーコードリーダー卓上型バーコードリーダー卓上型バーコードリーダー卓上型バーコードリーダー
ペン型バーコードリーダーペン型バーコードリーダーペン型バーコードリーダーペン型バーコードリーダー
保守契約保守契約保守契約保守契約

（ASシステム機能拡張）（ASシステム機能拡張）（ASシステム機能拡張）（ASシステム機能拡張）
音源サーバー導入音源サーバー導入音源サーバー導入音源サーバー導入
音源送出導入（生放送） *6音源送出導入（生放送） *6音源送出導入（生放送） *6音源送出導入（生放送） *6
音源送出導入（自動放送） *6音源送出導入（自動放送） *6音源送出導入（自動放送） *6音源送出導入（自動放送） *6
音源録音導入 *6音源録音導入 *6音源録音導入 *6音源録音導入 *6
音源波形編集導入 *6音源波形編集導入 *6音源波形編集導入 *6音源波形編集導入 *6
データ配信拡張データ配信拡張データ配信拡張データ配信拡張

ASシステム（付属ツール）ASシステム（付属ツール）ASシステム（付属ツール）ASシステム（付属ツール）
ランキング集計ソフトウェア

各ハードウェアメーカーの規定の範囲での保証となります

〇 *5

拡張可能 *7

拡張可能 *7

拡張可能 *7

ランチャーソフトウェア

アーティストメンテナンスソフトウェア
フリーフォーマットメンテナンスソフトウェア

ASシステムマニュアル

拡張可能 *7

ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア

ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア
Windows2000 Professional または WindowsXP Professional *3

Oracleソフトウェア 5ユーザーライセンス *4

モノクロレーザープリンタ(USB接続)
カラーイメージスキャナ(USB接続)

外付けUSB2.0対応リムーバブルドライブ
お客様の環境に合わせ機種を選定

PC用簡易スピーカー

モデル構成モデル構成モデル構成モデル構成
システムシステムシステムシステム

Celeronは米国Intel社の登録商標です。
Microsoft、Windows 2000、Windows XPは米国Microsoft Corporationの米国およびその他における登録商標です。
OracleはORACLE Corporationの登録商標です。

*1)時期により機種は変動します
*2)データベース＆データ領域のみバックアップ可能ですがOS領域はバックアップできません（手動）
*3)時期によりOSは変動します
*4)5ユーザーがソフトウェアメーカーの定める最低ライセンス数
*5)弊社指定機種での対応となります。
*6)音源サーバーの導入が必要です
*7)詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください

ライブラリソフトウェア 1ユーザーライセンス

〇 *5

〇 *5
月額 または 年額 *7

拡張可能 *7

拡張可能 *7
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               ASシステム コンパクトモデル 機能一覧               ASシステム コンパクトモデル 機能一覧               ASシステム コンパクトモデル 機能一覧               ASシステム コンパクトモデル 機能一覧

デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型 ノート型ノート型ノート型ノート型
型番型番型番型番 ASCD0311 ASCN0311

ランチャー機能ランチャー機能ランチャー機能ランチャー機能
ユーザーログイン機能ユーザーログイン機能ユーザーログイン機能ユーザーログイン機能
マスタ機能 *5マスタ機能 *5マスタ機能 *5マスタ機能 *5
ランキング集計機能ランキング集計機能ランキング集計機能ランキング集計機能
アーティスト管理機能アーティスト管理機能アーティスト管理機能アーティスト管理機能
フリーフォーマット管理機能フリーフォーマット管理機能フリーフォーマット管理機能フリーフォーマット管理機能
印刷機能印刷機能印刷機能印刷機能
バックアップ機能バックアップ機能バックアップ機能バックアップ機能

アルバム登録／検索機能アルバム登録／検索機能アルバム登録／検索機能アルバム登録／検索機能
楽曲登録／検索機能楽曲登録／検索機能楽曲登録／検索機能楽曲登録／検索機能
素材登録／検索機能素材登録／検索機能素材登録／検索機能素材登録／検索機能
推薦曲登録／検索機能推薦曲登録／検索機能推薦曲登録／検索機能推薦曲登録／検索機能
CDリッピング機能CDリッピング機能CDリッピング機能CDリッピング機能
ジャケット写真取込機能ジャケット写真取込機能ジャケット写真取込機能ジャケット写真取込機能
歌詞登録機能歌詞登録機能歌詞登録機能歌詞登録機能
CD貸出／返却機能CD貸出／返却機能CD貸出／返却機能CD貸出／返却機能
サンプルCD管理機能サンプルCD管理機能サンプルCD管理機能サンプルCD管理機能
CD棚管理機能CD棚管理機能CD棚管理機能CD棚管理機能
CD棚おろし支援機能CD棚おろし支援機能CD棚おろし支援機能CD棚おろし支援機能
バーコード印刷機能バーコード印刷機能バーコード印刷機能バーコード印刷機能
バーコード読込機能バーコード読込機能バーコード読込機能バーコード読込機能
検聴機能検聴機能検聴機能検聴機能
印刷機能印刷機能印刷機能印刷機能

CUEシート基本フォーマット機能CUEシート基本フォーマット機能CUEシート基本フォーマット機能CUEシート基本フォーマット機能
生放送CUEシート作成機能生放送CUEシート作成機能生放送CUEシート作成機能生放送CUEシート作成機能
完パケCUEシート作成機能完パケCUEシート作成機能完パケCUEシート作成機能完パケCUEシート作成機能
フリーフォーマット登録機能フリーフォーマット登録機能フリーフォーマット登録機能フリーフォーマット登録機能
楽曲検索、シンプル検索機能楽曲検索、シンプル検索機能楽曲検索、シンプル検索機能楽曲検索、シンプル検索機能
JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能JASRAC印刷機能
情報配信機能情報配信機能情報配信機能情報配信機能
検聴機能検聴機能検聴機能検聴機能
印刷機能印刷機能印刷機能印刷機能

外部録音機能外部録音機能外部録音機能外部録音機能
音源ファイル取込機能音源ファイル取込機能音源ファイル取込機能音源ファイル取込機能
音源ファイル波形編集機能音源ファイル波形編集機能音源ファイル波形編集機能音源ファイル波形編集機能

Jun出し機能Jun出し機能Jun出し機能Jun出し機能
Pon出し機能Pon出し機能Pon出し機能Pon出し機能
Pon編集機能Pon編集機能Pon編集機能Pon編集機能
Ponリンク機能Ponリンク機能Ponリンク機能Ponリンク機能
自動送出機能自動送出機能自動送出機能自動送出機能 △ *3

〇 *2

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

システム管理システム管理システム管理システム管理

音源送出音源送出音源送出音源送出
△ *3
△ *3

〇

〇

〇
〇

△ *3

〇

モデル構成モデル構成モデル構成モデル構成
機能機能機能機能

*1)別途ハードウェアが必要です
*2)配信サービスに対応した受け側の業者が必要です
　　(対応した業者を紹介することも可能ですので詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください)
*3)ASシステムを拡張することにより利用可能です
　　(詳しい機能に関しては、弊社営業窓口までお問い合わせください)
*4)データベース＆データ領域のみバックアップ可能ですがOS領域はバックアップできません（手動）
*5)マスタ管理には、番組マスタ、ユーザーマスタ、所属会社マスタ、権限マスタ、ユーザー権限設定、放送内容マスタ、
　　制御CUEマスタ、AudioModeマスタ、メモマスタ、スポンサーマスタ、区分マスタ、レコードメーカーマスタ、
　　レコードレーベルマスタ、ジャンルマスタ、地域マスタ、年代マスタ、アーティスト一覧、パフォーマンス様式マスタ、
　　特記事項マスタ、メディア種別マスタ、用途マスタがあります

△ *3

△ *3
△ *3

〇 *4

△ *3

〇

〇

放送管理放送管理放送管理放送管理

〇
〇

〇

〇

△ *1

〇
〇

音源録音、編集音源録音、編集音源録音、編集音源録音、編集

〇
〇
〇

△ *1

〇

〇

〇

〇

CD／音源管理CD／音源管理CD／音源管理CD／音源管理
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               ASシステム コンパクトモデル 仕様一覧               ASシステム コンパクトモデル 仕様一覧               ASシステム コンパクトモデル 仕様一覧               ASシステム コンパクトモデル 仕様一覧

デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型デスクトップ型 ノート型ノート型ノート型ノート型
型番型番型番型番 ASCD0311 ASCN0311

言語言語言語言語
データベースソフトウェアデータベースソフトウェアデータベースソフトウェアデータベースソフトウェア
開発開発開発開発

アルバム情報登録可能数アルバム情報登録可能数アルバム情報登録可能数アルバム情報登録可能数
楽曲情報登録可能数楽曲情報登録可能数楽曲情報登録可能数楽曲情報登録可能数
他、登録可能数他、登録可能数他、登録可能数他、登録可能数

音源ファイル登録可能数音源ファイル登録可能数音源ファイル登録可能数音源ファイル登録可能数 約6500曲 *1 *2 約2500曲 *1 *2

Celeronは米国Intel社の登録商標です。
Microsoft、Windows 2000、Windows XPは米国Microsoft Corporationの米国およびその他における登録商標です。
OracleはORACLE Corporationの登録商標です。

モデル構成モデル構成モデル構成モデル構成
仕様仕様仕様仕様

*1)システムエリアを10Gバイトとし残りを全てエリアを音源ファイルに使用した場合
　　（MP2(Mpeg1 Layer2)形式の192kbpsで1曲を5分として計算）
*2)コンパクトモデルでは試聴再生のみ可能
　　（放送で使用するためには、音源サーバーと音源送出端末を導入しデータを移行する必要があります）
*3)一般表記上の問題や制限により日本語ではない部分もあります

データベースデータベースデータベースデータベース

音源音源音源音源
10万件以上
300万曲以上

Oracle8i または　Oracle9i

30万枚以上

株式会社プロムナード 開発部

システムシステムシステムシステム
日本語 *3
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プロムナード 音楽放送システム レポート         

  

    オーディオオーディオオーディオオーディオ    サーバ＆クライエントサーバ＆クライエントサーバ＆クライエントサーバ＆クライエント    システムシステムシステムシステム    

                  株式会社エフエムサウンド千葉殿 

今までの使い勝手を活かしつつ、今までの使い勝手を活かしつつ、今までの使い勝手を活かしつつ、今までの使い勝手を活かしつつ、    テープデッキ、ＣＤプレーヤーをテープデッキ、ＣＤプレーヤーをテープデッキ、ＣＤプレーヤーをテープデッキ、ＣＤプレーヤーを    デジタル機器デジタル機器デジタル機器デジタル機器    

に移行中。に移行中。に移行中。に移行中。    デジタルラジオ放送時代への備えを着々と整えています。デジタルラジオ放送時代への備えを着々と整えています。デジタルラジオ放送時代への備えを着々と整えています。デジタルラジオ放送時代への備えを着々と整えています。    

 

千葉県を中心とした首都圏で１９ 

８９年開局以来 皆さんに “ＢＡＹ 

ＦＭ“の名前で親しまれている㈱エ 

フエムサウンド千葉殿。 

当社のＰＰＰＰOWEROWEROWEROWER    ＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮとＰＯＷＥＰＯＷＥＰＯＷＥＰＯＷＥ    

ＲＲＲＲ    ＥＤＩＴＥＤＩＴＥＤＩＴＥＤＩＴ（POWER CODERの前 

身）を 2000 年 4月にご導入頂きま 

した。 

使い勝手の向上の為に貴重なご 

意見を頂き、ＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲ    ＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮの増強 

とＰＯＷＥＲＬＩＢＲＡＲＹＰＯＷＥＲＬＩＢＲＡＲＹＰＯＷＥＲＬＩＢＲＡＲＹＰＯＷＥＲＬＩＢＲＡＲＹの導入を 200 

1年 4月に実践、現在の形を作り上 

げる事が出来ました。 

新たに楽曲情報のホームページへ 

の掲載、ＦＭチューナー付き携帯電話 

へのログ提供等 着々と対応されてい 

ます。引続き 斬新的な次の一手が期 

待されています。 

      

マリブスタジオ（幕張）とＰＯＷＥＲ ＰＯＮ          ＰＯＷＥＲ ＰＯＮ                ＰＯＷＥＲ ＬＩＢＲＡＲＹ 

お客様の声： 

局内のテープレス化を目指し、システムの導入を行いました。 

 株式会社 エフエムサウンド千葉 

 管理技術局局次長 上埜 嘉雄様 

デジタル放送の時代に備え、数年前より局内のテープレス化を進めておりま

す。その足がかりとして 3年前に PowerPonを 2年前には ASシステムを採

用しました。サテライトスタジオのネットワーク化もほぼ達成し、まさに次

の段階へ向かう準備ができたと言えます。今後はマスタも含め局内のフルデ

ジタル化を検討しており、一層 ASシステムの需要が期待できると言えます。

―――局内での評価は以下のとおりです――― 

１．PowerPonを使用し簡単な操作で素材を瞬時に放送することができる。 

２．電子キューシートを利用することでスタッフの手間を削減できた。 

３．本社とサテライトスタジオをネットワークで結ぶことにより本社で登録

したアルバム情報やキューシート情報がサテライトスタジオでそのまま

利用できる。 

４．電子キューシートにより放送楽曲名をリアルタイムでインターネットや

携帯向けに送出できる。 
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Pon端末

　　　　　ハブ

インターネット配信インターネット配信インターネット配信インターネット配信
携帯電話配信携帯電話配信携帯電話配信携帯電話配信

聴取者聴取者聴取者聴取者

マリブスタジオ

本社

ライブラリ
Cueシート

　　　　　　ルータ

　　　　　　ルータ

　　ハブ

オンエア情報配信へ

ルータから

音源サーバ

音源

BAYFM様 ASシステムご利用例

ライブラリ
Cueシート

Pon端末 コントローラ
（既存の卓を活用）

スタジオ１～４

編集端末ライブラリ
Cueシート

二重化サーバ

データ
ベース音源

マスタ室
情報配信端末

プリンタ

ルータ

録音端末

編集室録音室

コントローラ
（既存の卓を活用）

J
A
S
R
A
C

へ
報

告

ライブラリ室

ライブラリ
Cueシート

プリンタ

スタジオA、B

サテライトスタジオ

ルータ
ライブラリ
Cueシート

ライブラリ室

J
A

S
R
A

C
へ

報
告

JASRACJASRACJASRACJASRAC

ISDN回線
(専用線接

続)

スタジオ



 

プロムナード 音楽放送システム レポート         

  

    オーディオオーディオオーディオオーディオ    サーバ＆クライエントサーバ＆クライエントサーバ＆クライエントサーバ＆クライエント    システムシステムシステムシステム    

                            株式会社 ＦＭ８０２殿 

従来の使いやすさを損なわずに 音源のデータ化による省スペ

ース化、 番組制作の効率化を推進。  デジタルラジオ放送時

代でのマルチチャンネル化への備えを着々と整えています。 

     
大阪で１９８９年開局以来 皆さんに親しまれ 

ている㈱ＦＭ８０２殿。 

当社のＰＰＰＰOWEROWEROWEROWER    ＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮとＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲＰＯＷＥＲ    ＬＩＢＲＡＬＩＢＲＡＬＩＢＲＡＬＩＢＲＡ    

ＲＹＲＹＲＹＲＹを２００２年５月よりご導入頂きました。 

さらに生放送制作支援システムであるＰＯＷＰＯＷＰＯＷＰＯＷ    

ＥＲＥＲＥＲＥＲ    ＯＮＯＮＯＮＯＮ    ＡＩＲＡＩＲＡＩＲＡＩＲを２００３年９月より納入され、番 

組送出から番組制作まで幅広く利用して頂いて 

います。 

また、使い勝手の向上の為に現在も貴重なご 

意見を頂いており、現在も当社システムの増強 

に一役かって頂いています。 

新たに楽曲情報のホームページへの掲載、Ｆ 

Ｍチューナー付き携帯電話へのログ提供等、着 

々と対応されています。 

       

スタジオ 2（モニタ室）               スタジオ 2（収録ブース）             技術部端末 

お客様の声： 

デジタルラジオ放送に向けて､システムの導入を行いまし

た。 

        株式会社 ＦＭ８０２ 

  経営管理局 技術部副部長 中田 秀治 様 

デジタルラジオ放送に向けて、多チャンネル化を進めております。その

第一ステップとして､オーディオサーバー化、及びネットワーク化を考

え､ＡＳシステムの導入を決めました。既に､デジタルラジオ実用化試験

放送も始まり､マルチチャンネル化を進めています。 

―――局内での評価は以下のとおりです――― 

１． オーディオサーバー化とネットワーク化により、業務の大幅な効率

化ができ、デジタルラジオやインターネットへの対応ができる。 

２． 電子ＣＵＥシートを利用することにより､ＪＡＳＲＡＣへの報告､ランキ

ングをオートメーション化できる。また、放送楽曲名をリアルタイム

でインターネットや携帯電話に送出できる。 

３． ワンマンＤＪシステムとして、これからのラジオ放送のコンテンツの

幅を広げることができる。 



FM802様 ASシステムご利用例

インターネット配信インターネット配信インターネット配信インターネット配信
携帯電話配信携帯電話配信携帯電話配信携帯電話配信

聴取者

　　ハブ

編集端末ライブラリ
Cueシート

プリンタ 登録端末

編集室CD室

JA
SR

AC
へ

報
告

ライブラリ室

ルータ

二重化サーバ

データベース 音源

マスタ室

情報配信端末

ライブラリ
Cueシート

Pon端末 コントローラ
（既存の卓を活用）

スタジオ１～４

JASRACJASRACJASRACJASRAC

オオオオ
ンンンン
エエエエ
アアアア
情情情情
報報報報
配配配配
信信信信

本社
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ASシステム コンパクトモデル 画面抜粋ASシステム コンパクトモデル 画面抜粋ASシステム コンパクトモデル 画面抜粋ASシステム コンパクトモデル 画面抜粋

次のページよりASシステム コンパクトモデルの画面を抜粋して掲載しておりますので、機能等をご確認ください。次のページよりASシステム コンパクトモデルの画面を抜粋して掲載しておりますので、機能等をご確認ください。次のページよりASシステム コンパクトモデルの画面を抜粋して掲載しておりますので、機能等をご確認ください。次のページよりASシステム コンパクトモデルの画面を抜粋して掲載しておりますので、機能等をご確認ください。

・ユーザー認証画面
・メニュー画面
・マスタ管理メニュー画面
・楽曲検索画面
・アルバム検索画面
・番組素材検索画面
・推薦曲検索画面
・アルバム情報登録画面
・楽曲情報登録画面
・CDリッピング画面
・ジャケット取込画面
・番組制作サポート画面
・CUEシート登録画面
・CD貸出管理メニュー画面
・CD棚管理画面
・オンエアランキング画面
・アーティスト管理画面
・フリーフォーマット管理画面
・JASRAC印刷サンプル
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