
LINAK.COM/DESKLINE

DESKLINE® 
製製品カタログ



健康上の理由や環境への配慮
から、DESKLINEシリーズでは
新製品すべてをPVCポリ塩化ビ
ニル（略称：PVC）フリ ーに
して、従来製品よりもさらに
環境にやさしい製品をご提供
いたします。

LINAK® のZEROテクノロジー
は、DESKLINEコントロール
ボックス使用時のスタンバイ
モ ード電気消費量を最高で0.1
ワットまで削減する画期的な
試みです。

LINAKの製品は、高品質な部
品、セミオート生産、経験豊富
で優秀な人材、綿密な検査の実
施によりその品質が確保されて
います。LINAKは、自社製品に
自信を持ち、品質にこだわっ
ています。
だからこそ、DESKLINE製品は
不具合品に対し安心の5年保証
が付いています。また、業界
標準に従い、バッテリーの保
証期間は1年間です。

LINAK® DESKLINE® product standards

当社DESKLINE 製品は全てプラ
グ＆プレイでのシステム接続が
可能です。
簡単接続にて、オフィスデス
クや店舗カウンター、作業
台、モニターなど様々なシー
ンでの活用をご提案していま
す。

Plug & Play™ 5年年保証ZERO™ technology PVC-Free™ systems



1990年にオフィスデスク市場に参入して以来、LINAKは
高品質な電動アクチュエータ・電動昇降装置の製造メー
カーとして世界のリーダー的役割を確立してきました。

今後も、オフィス家具メーカーやインテリアデザイナー
の協力を得て、電動昇降装置ソリューションを開発し、
オフィスデスク、作業台、キッチンなどで人間工学的観
点での快適なライフスタイルづくりをサポートします。

LINAK - We improve your life



オフィスデスク用 電動昇降装置

自由なデザインを可能に
幅広い製品ラインナップからニ ーズに合わせて自由にお選びいただけます。
お好きなデザイン・オプション・カラーを選択ください。

Standard features

標標準カラー
ブラック・グレー・ホワイト

カラーカスタマイズ可（条件あり）

その他オプションあり Find all DL lifting columns here



Customised options

Bench bracket

ベンチタイプの昇降デスク向けに電動昇降
装置（正方形・長方形の外形）のオプショ
ンとして、ベンチデスク用ブラケットをご
用意しています。

 IC (Integrated Controller)

コストパフォーマンスに優れた昇降デスク
向けには、コントロールボックス内蔵型
（IC）電動昇降装置をご用意しています。
コントロールボックスを内蔵したマスター
電動昇降装置とフォロワー電動昇降装置を
つなぎ、コントローラーおよびSMPS（ス
イッチング電源）を接続するだけでシステ
ムが動作します。

DL PLUS™

特に見た目がクリーンですっきりとした
デザインをお望みの場合は、PLUS™の電
動昇降装置シリーズがおすすめです。内
部部品が外から見えず、エッジがすっき
りしています。

Watch the video here:  
https://vimeo.com/376318114



モーターハウジング付 電動昇降装置

長長方形 (50 x 80 mm)

DL5
速度:  38 mm/sec 

推力:  800 N/leg 
ストローク長: 500 mm
取付寸法:  645 mm 

ベンチブラケット付きタイ
プあり

DL15
速度:  38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 500 mm
取付寸法:    645 mm

DL6
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 650 mm
取付寸法:     560 mm

1200Nタイプあり
ベンチブラケット付きタイ
プあり 

DL16
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 650 mm
取付寸法:    560 mm

XLバージョンあり

Regular 2 stage         Upside down   Regular 3 stage        Upside down

 高品質、豊富なラインナップ＆オプション、安定性抜群



円円形 (Ø70 mm)

DL10
速度:    38 mm/sec 

推力:  800 N/leg 
ストローク長: 500 mm
取付寸法:   645 mm

DL8
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 500 mm
取付寸法:   645 mm

DL11
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 650 mm
取付寸法:   560 mm

XLバージョンあり

DL9
速度:    38 mm/sec 

推力:  800 N/leg 
ストローク長: 650 mm
取付寸法:   560 mm 

XLバージョンあり

          Regular 2 stage         Upside down          Regular 3 stage         Upside down

 正正方形 (70x70 mm)

DL18
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 645 mm
取付寸法:   500 mm

ベンチブラケット付き
タイプあり

DL19
速度:    38 mm/sec 
推力:  800 N/leg 
ストローク長: 650 mm
取付寸法:   560 mm

1200Nタイプあり

ベンチブラケット付きタイ
プあり 

Regular       3 stage Regular       2 stage

ごご存知ですか？

モーターハウジング付電動昇降装置は、1
セットずつの梱包（SetPack)およびフルフ
レームソリューション "Desk Frame1"シス
テムにも対応しています。

詳細はこちらをご覧ください：
LINAK.COM/Deskframe1



インラインタイプ
最新のデスクデザインと調和するスタイリッシュな電動昇降装置

  楕楕円形

DL4S
速度:    38 mm/sec 

推力:   700 N/leg 

ストローク長:　 675 mm

取付寸法:         560 mm

円円形

DL14
速度:   38 mm/sec 

推力:   700 N/leg 

ストローク長: 660 mm

取付寸法:    525 mm 

Standard features

Standard colours

ブラック・グレー・ホワイト

Your own colour

カラーカスタマイ
ズ可（条件あり）

正正方形

DL17
速度:   38 mm/sec 

推力:  700 N/leg 

ストローク長: 660 mm

取付寸法:  518 or  545 mm

ベンチブラケット付き
タイプあり

 長長方形

DL12
速度:   38 mm/sec 

推力:  700 N/leg 

ストローク長: 660 mm

取付寸法:      518 or  
545 mm

XLバージョンあり 

          3 stage 3 stage3 stage 3 stage



CBD6SはDESKLINE®用のコントロールボック
スで、幅広い種類のデスクにご利用いただけ
ます。取り付け時の所要スペースを最小限に
抑えた、コンパクトなコントロールボックス
をお探しならば、CBD6Sが最適です。

わずか400グラムで厚さ38mmのコンパクト
なボディは省スペースでの取り付けが可能で
す。

Standard features

環境に優しい電源で、パーツはすべてPVC-
Free™となっています。また、LINAK® ZERO™ 
テクノロジーにより、待機消費電力は0.1W以下
となっています。

システム電源
コンパクトで洗練されたデザイン

ススイッチング電源（SMPS)

DL IC（コントロール
ボックス内蔵）シス
テム用に、電源ユ
ニット（SMPS)を用
意しています。
230V（SMPS001)、
120V (SMPS002)、及
び世界各地で使用で
きるユニバーサルタ
イプ(SMPS006)があ
ります。

SMPS001/SMPS002

• 外部スイッチング電源
•  230 V (SMPS001)、120 
V(SMPS002)

• DL IC システム

SMPS006
• 外部スイッチング電源
• ユニバーサル　100V～
240 V 対応

• DL IC システム
 •  BA001バッテリーの充電
器として   使用可

Control box

CBD6S 200 W

• コンパクトで軽量
• 最大2台のDESKLINEアクチュ
エータ/電動昇降装置に接続
可能

• 230 V /120 V /100V 入力電圧
• ケーブル収容溝あり

Control box

CBD6S 300 W

• ケーブル収容溝あり
• Plug & PlayTM

• 最大４台のDESKLINEアクチュエ 
ータ/電動昇降装置に接続可能

• ワイドレンジ入力電圧

ババッテリーボックス

BA001

• バッテリーアラーム（音声）
• バッテリー充電表示（LEDラ
イト)

•  容量: 2.2 Ah/53Wh
• 公称電圧: 24V
• ブラケット付きで取り付け、
取り外しが簡単

Watch the video here:  
https://vimeo.com/212735260



Desk Panels DPG
–直感的なデザインとスマート機能

デジタル化とスマートデザインを実現したデスクパネル/
コントローラーDPGシリーズ。この製品は、ユーザーが昇
降デスクをもっと使用し、高い効果が得られるように設計
されています。

直直感的な操作性
コントローラーDPGは、レバー操作なので、操作部を見な
くてもデスクの昇降操作ができます。簡単に操作するに
は、DPGを二度押せば（ダブルタップ）、ユーザーが登録
したお気に入りの高さへデスクを昇降できます（フルバー
ジョンのみ）。

リマインダー機能で動機付け
コントローラーDPGの3タイプには、LEDでのリマインダー
機能がついています。グリーンだと、現状のままでOK、オ
レンジだと姿勢を変える必要があることを示しています。
リマインダーの間隔は、初期設定およびユーザー設定から
選択できます。

デジタルソリューション
コントローラーDPGの3タイプではBluetooth®ワイヤレス
テクノロジーでDesk Control™アプリに接続し、デスクを
操作できます。

Learn more on  
https://vimeo.com/407889365



DPG1C

• 上下昇降操作
• 高さメモリー
• LED ライトスリップ
リマインダー

• ディスプレイ付

DPG1B

• 上下昇降操作
• 高さメモリー
• LED ライトスリップ
リマインダー

DPG1M

• 上下昇降操作
• 高さメモリー
• LED リマインダー

DPG1K

• 上下昇降操作 

Bluetooth® はBluetooth SIG, Incの登録商標で、LINAKによるその商標の使用はすべてライセンス契約に基づいています。 他の商標および商号はそれらの
所有者に属しています。

Connect to app

Desk ControlTM アプリで昇降
操作・リマインダー受信・
立った時間の統計確認

Favourite positions

最大4ヵ所お気に入りの高さ登録
立ち・座りのポジションチェンジ

を簡単に

Stand up! Reminder

LED で立つ時間をお知らせ

ユユーザーフレンドリー
エンドユーザーが簡単に操作できるように、全てのDPGには、簡
単にはがせるラベルがついています。そのラベルのQRコードは当
社ウェブサイトにリンクしており、DPGの使い方を紹介していま
す。LINAK.COM/Deskstart



オフィスデスク用アプリ（無料）

Desk Control™ アプリは昇降デスク用に
開発されました。 LINAK® コントロー
ラー DPG1M、DPG1B、DPG1C (all app 
versions)またはBLE2LIN Bluetooth®
adapter (iOS ・Android バージョンの
み)と合わせてご利用いただけます。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジーで
アプリと昇降デスクを接続します。ア
プリでは、昇降デスクを使用し、座り
すぎの解消を促すリマインダー機能や

立つモチベーションアップにつながるゴール
設定・達成状況の確認ができ、健康的な習慣
作りをサポートします。

複数言語対応

対応プラットフォーム
iOS for iPhones ＆ iPads
Android for Android smartphones ＆ tablets
desktop version for Windows 10

Bluetooth® はBluetooth SIG, Incの登録商標で、LINAKによるその商標の使用はす
べてライセンス契約に基づいています。 他の商標および商号はそれらの所有者
に属しています。



カスタマイズ - promote your office desk brand

Your logo Your colour

Your 

website 

links

LINAK® が提供する標準ソリューションに
お客様独自のブランドロゴ、または
エンドユーザーの会社ロゴを加え、
ユニークな昇降デスクを開発することも可能です。

カスタマイズ　Desk Control アプリ
LINAK® Desk Control™ アプリでは、カスタマイズバージョン
の提供も可能です。（有料）お客様独自のユニークなアプ
リを作ることもできます。

カスタマイズ項目：
ロゴ・背景カラー・ウェブサイトリンク

Available for iOS and and Android.

DPG1C (digital logo in display)

Desk Panels DPF with printed logo on desk panel

DPG1M (printed logo on desk panel)



LINAK® コントローラー
豊富なラインナップからお好きなもの
をお選びください。

その他 コントローラー

Controls

DPF11C
• 高さ表示ディスプレイ
• 取付金具(別売)
• 高さメモリー

DPF1M
• 上下昇降操作  (DPf1K)
• 高さメモリー(DPF1M)
• 取付金具(別売)

DP1

• クラシックデザイン
• 上下昇降操作 (DP1K) 

• 高さメモリー (DP1U)

• 高さメモリー＋ディス
プレイ(DP1C)

Hand control

HB10 Wireless TV

•  TV 昇降スタンド向け
• 直感操作
• Wireless Bluetooth® 接続
• 1 または 2 チャンネル

ココントローラー

DPA

• 小型、コンパクトパネル
• 上下昇降操作
• 操作が容易
• 操作部の角度調整可

DPB

• 小型、コンパクトパネル
• 上下昇降操作
• 操作が容易
•  引出し式（オプション）

DPT

•  天板埋め込みタイプ
• タッチパネル式
• 高さ表示ディスプレイ
• 高さメモリー
• ブラック・ホワイト2色

DPH

• 小型、コンパクトパネル
• 上下昇降操作
• 天板埋め込みタイプ
• カスタマイズ可能
• ブラック・ホワイト2色

DPF1K



昇降時に異物を察知した場合は、瞬時に運転を
とりやめ、自動的に位置をわずかに戻します。
この機能により、ご利用のデスクへの損傷を未
然に防ぐことが出来ます。

LINAKでは2種類のソリューションをご用意して
います。: LINAK® Desk Sensor™ 1 (DS1) ・LINAK®

PIEZO™

お客様は、どちらか1つまたは両方のソリュー
ションをご利用いただけます。

Anti-Collision™ solutions

挟み込み防止機能

Desk Sensor™ 1

ジャイロセンサー搭載のプラグイン式
外付けデバイスです。コントロール
ボックスに差し込むかDL ICの場合
は、T-Splitterとシリアルケーブルでつ
なぎます。

PIEZO™ 

PIEZO™とは、デスクの昇降時にわずか
な抵抗であってもシステムに記録する
独自のハ ードウェアです。電動昇降装
置に内蔵されていますので、外観も変
わらず、追加の取り付けも不要です。

Watch the DESK Sensor 1  
video here: 
https://vimeo.com/345003039



Learn more about  
Desk Frame 1 here:
https://vimeo.com/287016952

お客様の昇降デスク設計・開発をサポートします。 
Desk Frame 1 は、電動昇降デスクを作るために必要な部品が全て
まとめられているユニットソリューションです。 
Desk Frame 1は、DL SetPack (電動昇降装置、コントローラー、コ
ントロールボックス、電源・モーターケーブル）、Kick & Click
トップフレーム、およびDL Feetで構成されています。

Full frame solutions

Desk Frame 1
the flexible frame solution

1

2

3

Standard colours



Learn more about Desk Frame 2 here:
https://vimeo.com/352240650
Learn more about Desk Frame 2 here:
https://vimeo.com/352240650

Kick & Click™

Kick & Click™は、2脚・3脚のオフィスデスク向
けの革新的な取り付けソリューションです。
モーターハウジング付電動昇降装置に取付け
可能です。センターデザイン（T型）デスクと
オフセンターデザイン（C型）デスクに適応し
ます。

Fixed（デスク天板幅：最大120cm）
Adjustable（デスク天板幅：140cm-200cm） 
Base(あらゆるタイプのデスクに対応）
大型デスクには3本目の脚用のキットあり

1

Desk Frame 2 is the fast and simple way to build 

a sit-stand office desk with a LINAK® system. 

This set-packed solution is all about intuitive 

assembly, clean design and LINAK performance. 

The frame consists of four main parts: 

• Beam: Clean top frame containing all

electronics, motor and cable wiring

• DF2 columns: Simple and clean columns, 

easy to mount. Available in square (70 x

70mm) and rectangular profiles (50 x 80 mm). 

• Cantilever set: Consists of cantilevers, desk

panel, mains cable and screws for mounting

• DL Feet: Feet set available in two lengths for

on top or recessed mounting of the column

Desk Frame 2 - the simple frame solution

DL Feet

脚（電動昇降装置）を中心に設置する
すっきりしたデザインのフットをご用
意しています。

• フット種類：10種類
• 長さ：2種類（560ｍｍ・710ｍｍ）
• 形状：2種類（埋め込みタイプとフ
ラットタイプ） 

3
DL SetPack

各種DESKLINE製品をセット梱包し
て お届けします。(オプション)
DL SetPack システム構成：

• 電動昇降装置 2本
• コントローラー1個
• コントロールボックス1個
• 電源・モーターケーブル類 

2



Learn more about 
kitchen solutions

LINAK® のパワフルな電動昇降装置は、梱包、物流、
各種生産ラインにおいてプロセス効率化・自動化に
取り組むお客様に理想的なソリューションです。 

電動昇降装置は、作業者のために、スムーズな動き
と優れた人間工学を提供します。消費電力を抑えな
がら、重量物を扱いやすくします。また、静電気の
発生しやすい作業環境などでも安全に使用できま
す。

作業台用　電動昇降装置

Linear actuators

LA23

速速度: 12.6 mm/sec.
推力: 2,500N/actuator
ストローク長: 300 mm*
*数種類のストローク長が選択可能

LA31

速度: 20 mm/sec.
推力: 3,500 N/actuator
ストローク長: 500 mm*
*数種類のストローク長が選択可能

Kitchen

BaseliftTM

速度: 14 mm/sec.
推力: 1,500 N
ストローク長: 100 mm
取り付け寸法: 100 mm

高高荷重対応　電動昇降装置

DL2
•推力: 2,500 N/leg
•ストローク長: 300/350/500 mm
•取り付け寸法: 455/505/655 mm
•数種類のストローク長
•取り付け寸法が選択可能
•上記取り付け寸法は
8mm end plate x 2枚含む 

DL1A
•推力: 1,600 N/leg
•ストローク長: 500 mm
•取り付け寸法: 645 mm
•速度：43mm/sec
•数種類のストローク長
•取り付け寸法が選択可能

DL6
•推力: 1,200 N/leg
•ストローク長: 650 mm
•取り付け寸法: 560 m
•速度：38mm/sec
• 800Nタイプあり

DL19
•推力: 1,200 N/leg
•ストローク長: 650 mm
•  取り付け寸法: 560 mm 
•速度：38mm/sec
• 800Nタイプあり 



LLINAKをパートナーに
当社はお客様にとって、単なるサプライヤーではなく、パートナーとして幅広くお役に立ちたいと心より願っています。 

LINAKとのビジネスを行うことで単に製品を購入するという関係以上のものが得られます。当社の目標は、イノベーティ
ブなソリューション、豊富な知識、世界クラスの生産力、グローバル企業でありながら、充実したローカルサポートを提
供することにより、お客様の付加価値を創造することです。

Doing business with LINAK®

研究開発・アフター
サービス・物流・
マーケティング・製
造におけるパートナ 
ーシップ

新しいアイデアを
未来へのソリュー
ションに変える

世界クラスの生産力 
最新テクノロジー・
徹底的に無駄を省い
たプロセスの自動化

お客様のすぐ近く
でサポート
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LINAK has a world-class sales and service organisation.  

Today we are present in 35 countries all over the world.  

For further information, please visit our website: LINAK.COM

Subscribe to LINAK® DESKLINE news: 

LINAK.COM/NEWSLETTER

Product and support videos on YouTube

YOUTUBE.COM/LINAK

LINAK Tech Support 

LINAK.COM/TECH-SUPPORT

For further information about the DESKLINE® product programme 

LINAK.COM/DESKLINE

Need support? Find answers to common questions about your DESKLINE system

LINAK® has a well-developed sales and service organisation in Europe, Americas, Asia and Australia. 

Therefore, we can assist you and your customers locally, under the global sales concept idea: 

Be global, act local

Global presence

利用規約
特定の使用におけるリナック製品の適正に関する判断は、お客様の責任となります。リナック社は最大限の注意を払って、製品について正確かつ最新の情報を提供します。ただし、製品改良のため
の継続的な開発により、リナック製品は事前の通告なく頻繁に修正・変更されることがあります。従って、リナック社は製品に関する当該情報の正確性と現状を保証することができません。リナッ
ク社はご用命を満たすため最善を尽くしますが、上述と同じ理由により、特定の製品の在庫についても保証することができません。従って、リナック社は当社ウェブサイトやカタログあるいはその
他当社作成の資料に掲載されている製品の販売を停止する権利を留保するものとします。
当社による販売はすべてStandard Terms of Sale and Delivery forLINAK（リナック社販売及び引渡に関する標準約款）の対象となります。入手を希望するお客様は当社までご連絡ください。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LINAK A/S is under license.

リナック株式会社
〒223-0059
横浜市港北区北新横浜2-5-1 
Phone:045-533-0802 
Fax:045-533-0803
E-mail:linak@linak.jp


