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TV Stands
テレビ会議システムやプレゼンテーション用のテレビスタンドを中心に、ユニークなシチュエーションにも 

対応可能なスタンドを数多く取り揃えています。 

 

エスディエスのディスプレイスタンドはすべて自社の国内工場で生産しています。

お客様の声をもとに商品の企画・開発・設計を行い、原材料の投入から物流センター内での商品在庫保管まで、 

すべて石川県にある自社工場内で行っています。

CONTENTS

定番テレビスタンド　モニタワー

壁寄せスタンド

電動昇降装置付きスタンド

手動昇降スタンド

ハイポジションスタンド

小型テレビ会議用スタンド　Biz STAND

テレビ会議用ポータブルスタンド　Biz Portable

卓上型業務用ディスプレイスタンド

移動式テレビスタンド

ロースタンド

くるっとスタンド

折りたたみスタンド

多目的テレビワゴン　Biz CART

スタイリッシュテレビスタンド　Smart Tower

テレビスタンド　オプション品
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引っかけ＋溶接
ベース部分の接合部分は、引っ掛けて組み合わせた後に 
溶接をしているので、万が一、溶接部がはずれてもベース
がバラバラにならない構造です。

テレビを搭載したスタンドの総質量は70kgを超えることもあり、転倒した場合、搭載しているテレビやテレビ 
会議システムのような高価な機器の破損だけではなく、大ケガに繋がりかねません。 
低重心に徹底的にこだわったモニタワーは、地上高を低くすることにより重心を下げ、スタンドを倒れ難くして 
います。一般的なテレビスタンドと比較しても、その安定性は群を抜いています。

溶接＋ネジ止め
マウントプレートは正面の板と側面の 
板を溶接とネジで接合しています。 
万が一、溶接がはずれても、ネジで 
固定しているので、テレビが落下する 
ことを防ぎます。

モニタワーは目に見えない細部にも最大限の注意を
払っています。
ベースとマウントプレート部には、安全対策のため、二重
の固定方法を採用しています。もしもの事態が 
発生しても最悪の事態を防ぎます。

8コ 18本

パーツ ネジ

短時間で設置作業完了

モニタワーはベースフレームの底面に4kgの板を溶接固定しています。 
この重厚な板はスタンドの剛性強化に役立ち、おもりとしてスタンド 
下部を重くすることで、可能な限り重心を下げています。

おもり

10

20

30

5

15

25

35

0 6cm 12～14cm

一般的テレビスタンド

慣れれば、10分程度で組立てる 
ことが可能です。

モニタワーは 8コのパーツを18本（20本）のネジで 
固定するだけの、簡単組立構造です。

また、組立てに必要なネジ・工具はすべて添付しています。

※ME-3770は20本

※MS-2655、ME-2655、ME-3770のみ対応

多様なシーンで使用されるテレビスタンドとして、モニタワーは「倒れない」ことに配慮しています。 
「簡単」に「安全」にご使用していただけるよう、さまざまな工夫を施しています。
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メインフレーム内にケーブル通し機構があり、

ケーブルを隠すことができます。

ケーブル収納部
安定感のある大型キャスターを4輪装備して

います。後輪は車輪と車軸のダブルロックが

可能です。

キャスター

4kg 
おもり

低重心設計

簡単組立構造 二重安全構造

詳細
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MS-2655 ME-3770ME-2655 ME-7085
搭載ディスプレイの目安

26 〜 55 inch

58,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

70 〜 85 inch

85,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

26 〜 55 inch

98,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

37〜70 inch

72,000 円

価格

サイズ W810×H1600×D750mm　42kg　

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 50kg

取付けピッチ VESA W100～600×H100～400mm

画面中心位置 1200～1500mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°～15°　無段階

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板サイズ W500×D370mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

サイズ W1010×H1500×D850mm　49kg　

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 100kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1200～1400mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 0°/5°/10°　

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板サイズ W605×D425mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

サイズ W810×H1600×D750mm　42kg　

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 100kg

取付けピッチ VESA W100～600×H100～400mm

画面中心位置 1200～1500mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/6°/12°　

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板サイズ W505×D370mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

サイズ W1058×H1658×D860mm　53kg　

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 110kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1400～1600mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 なし

キャスター φ75mm×4　全輪ストッパー付き

棚板サイズ W605×D425mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

SPEC

テレビを搭載したままチルト角の調整が可能 
棚板はおしゃれなアクリル製

70インチまでの大型テレビに対応 
電子黒板も搭載可能

モニタワースタンダードのサイズはそのままに、 
コストパフォーマンスに優れた逸品

ベース拡張金具付きで、85インチまでの超大型テレビを
安全に搭載可能

モニタワースタンダード モニタワーワイドモニタワーエコノミー モニタワージャンボ

5

チルト調整用オイルダンパー

アクリル棚板
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モニタワーはテレビ会議システムの機器を搭載できるオプション品を豊富に取り揃えております。 
オプション品を使うことで、モニタワー1台にテレビ会議システムの全ての機器をまとめることができます。

ME-2655へのオプション品搭載イメージ

カメラスタンド1 追加棚板2

機器固定用ベルト通し穴付き

機器固定用ベルト通し穴付き

テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。 製品に標準添付されているものと同一の棚板を最大4枚追加できます。

対象型式

MS-2655、ME-2655
対象型式

MS-2655

12,000 円

価格

15,000 円

価格

テーブルサイズ W340×D226mm　5kgまで

調整 高さ：無段階、前後：25mmピッチ4段階

テーブルサイズ W500×D370mm　10kgまで

材質 / カラー スチール、アクリル / ブラック

MS-CS04 MS-AT01

対象型式

ME-3770
対象型式

ME-2655

14,000 円

価格

6,000 円

価格

テーブルサイズ W340×D226mm　5kgまで

調整 高さ：無段階、前後：25mmピッチ4段階

テーブルサイズ W505×D375mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

MS-CW04 MS-ST02

対象型式

ME-7085
対象型式

ME-3770、ME-7085

12,000 円

価格

7,000 円

価格

テーブルサイズ W400×D260mm　5kgまで

調整 高さ：無段階、前後：25mmピッチ2段階

テーブルサイズ W605×D425mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

MS-CD01 MS-WT03
対象型式

MS-2655、ME-2655 
ME-3770、MH-2655 
MH-6070、MH-6070forBP3 
MH-400M、MH-400L、HM-4055、HS-4055

設置面積 W400×D150mm　（片側）

アンカー用固定穴 φ12.5mm

2 コセット

アンカー固定金具5
スタンドを床に完全固定します。

7,000 円

価格

MS-AL21

2 コセット

キャスターホルダー

キャスターを簡単確実に固定できます。

対象型式

MS-2655、ME-2655、ME-3770 

MH-2655、MH-6070、MH-6070forBP3 
HM-4055、HS-4055

2,500 円

価格

材質 / カラー 000 / イエロー

MS-CH02

2 コセット

防振パッド

電子黒板へのタッチ操作の際、スタンドの揺れを抑制します。

対象型式

ME-7085

14,000 円

価格

サイズ W70×H275×D168mm　（1コあたり）

MS-VP01

対象型式

MS-2655、ME-2655 
ME-3770、ME-7085 
BT-32、BT-55

※壁側は専門業者様による施工が必要です。 
※壁面への固定ネジは付属していません。

転倒防止ワイヤー

壁とスタンドをワイヤーで繋ぎます。

2,500 円

価格

サイズ φ2mm×L450mm

破断荷重 290kgf

MS-WR45

対象型式

MS-2655、ME-2655 
ME-3770、ME-7085

ダイヤルロック（3ケタ）付き

収納ボックス3
メインフレームに固定可能な収納ボックスです。

28,000 円

価格

サイズ W540×H299×D501mm　11kg

有効サイズ W480×H184×D390mm

耐荷重 ボックス内10kg　天板10kg　合計15kg

MS-BX02

カギ付き

機器収納ボックス4
棚板付きで、AV機器等を2段に収納できます。

対象型式

MS-2655、ME-2655

39,000 円

価格

サイズ W750×H480×D505mm　26kg

有効サイズ W700×H400×D390mm

ボックス内棚板 W695×D290mm　10kgまで

MS-BX01

オプション品：搭載可能機種をご確認ください。

1

4
2

5

3
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壁への工事ができない賃貸の建物や店舗に最適 
薄型化が進む液晶テレビを壁際に設置することで、空間を有効活用できるスタンド

MW-3755
壁寄せスタンド

搭載ディスプレイの目安

37〜 55 inch

33,000 円

価格

型式 MW-3755　

外形寸法 W580×H1030×D380mm　

質量 22.4kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 35kg

取付けピッチ VESA W100～500×H100～400mm

画面中心位置 900～1000mm　50ｍｍピッチ3段階

オプション アクリル棚板、棚板　P.28-1

背面のアジャスターにより、スタンドと壁の 

スペースを調整し、ぐらつきを軽減します。 

壁や床に固定をしないので、設置場所を自由に

変更できます。

アジャスター
本体上部背面に、アンカー固定が可能な壁固定

金具を標準添付しています。

壁固定金具

フレーム背面にケーブルを隠すことができ、 

スッキリした印象を与えます。 

フレームパネルを取外すことができ、スタンドを 

動かすことなく、正面からケーブルにアクセス 

できます。

ケーブル収納部
フレーム背面にケーブルを隠すことができ、 

スッキリした印象を与えます。

ケーブル収納部

組立はベースの上にメインフレームを立てて、

上からネジ止めするだけです。 

壁際の設置したい位置でスタンドの正面から

楽な姿勢で組立作業ができます。

簡単組立
タッチパネルを操作する際の揺れを抑える、 

防振パッドを標準装備しています。

防振パッド

正面 側面

SPEC

116mm

167mm

9

大きなディスプレイを壁際ギリギリに設置可能
高い位置に大型ディスプレイを設置することができ、広い視野角を実現するスタンド

MW-5570
電子黒板用壁寄せスタンド

搭載ディスプレイの目安

55 〜70 inch

90,000 円

価格

型式 MW-5570

外形寸法 W1100×H1500×D550mm　

質量 67kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 80kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1230～1430mm　100mmピッチ3段階

棚板 W600×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

アンカーピッチ W950×D400mm　φ13mm×4本

オプション カメラスタンド、追加棚板　P.28-2

正面 側面

SPEC



リモコンで、ディスプレイを搭載したまま 400mmの高さ調整ができます。 

一番高い位置は、市販のホワイトボードより高く、後ろの席の人にもシッカリと見てもらえます。 

一番低い位置は、小学校３年生にもタッチできる高さとなります。

電気用品安全法で義務付けられている絶縁耐久試験を 
実施しています。

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上
になるように設計されています。 
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

3P4口のOAタップを標準添付しています。

OA タップ
スタンド背面に棚板が1枚付いています。 

デスクトップPCなどを搭載することができます。 

ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。 
※ベルトは付属していません。

棚板

10

電動昇降装置付きスタンド

11

60～70インチ、80kgまでの電子黒板に対応 
重くて高価な電子黒板の使い勝手を向上させ、活用の機会を増やすスタンド

MH-6070
電子黒板用電動昇降スタンド

搭載ディスプレイの目安

60 〜70 inch　縦横設置可能

240,000 円

価格

型式 MH-6070　

外形寸法 W1010×H1280～1680×D750mm　

質量 69kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 80kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1150～1550mm　無段階

昇降ストローク 400mm

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板 W425×D150mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ2段階

ほとんどの電子黒板を取付可能にするVESA規格に対応しています。

マルチ取付金具

電子黒板をタッチする際の揺れを抑える防振

パッドを標準装備しています。

防振パッド

テレビ会議システム用のカメラを搭載するカメラ 

スタンドをオプションでご用意しています。 

P.28-3

カメラスタンド

スタンドの背面側にノートパソコンを開いた状態 

で置くことができる棚板をオプションでご用意 

しています。　※標準添付の棚板と排他取付となります。 

P.28-3

ノート PC 用棚板

正面 側面 背面

SPEC

リモコンのボタンひとつで、使用 

用途に合わせて高さを変更でき、 

大型ディスプレイの高さ調整も 

簡単

らくちん調整
画面へのタッチ操作時、邪魔になら 

ないスタンドの脚部。 

画面から290mm、これがスッキリ

のポイント

邪魔しません
電子黒板を一番下げてコンパクト

な状態にすると、高さ1700×横幅

750mm以上の戸口をらくらく通過

スムーズな間口通過
電子黒板を下げると重心が低くなる 

ため、安全に移動・保管が可能

安定した移動

無段階の高さ調整

PSE 安全な転倒角度

無段階調整が可能で、ミリ単位の微調整もできます。

1550mm

1150mm
〜

画面中心位置

完成品出荷

運用と安全性

詳細
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SHARP社製BIGPAD専用の電動昇降式スタンド 
※対応機種はご確認ください。

MH-6070forBP3
電子黒板用電動昇降スタンド

搭載ディスプレイの目安

60 〜70 inch　

240,000 円

価格

型式 MH-6070forBP3

外形寸法 W1010×H1280～1680×D793mm　

（拡張金具使用時：D990mm）

質量 75kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 80kg

画面中心位置 1150～1550mm　無段階

昇降ストローク 400mm

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板 W425×D150mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ2段階

拡張金具を倒すことにより、より一層倒れにくく

なります。

拡張金具
フレーム正面に取付ける棚板を1枚標準装備しています。DVDやノート

PC等の再生機を搭載することができます。 

ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。 
※ベルトは付属していません。

棚板

電子黒板をタッチ操作する際の揺れを抑える

防振パッドを標準装備しています。

防振パッド 一般的なテレビスタンドのモニタワーエコノミーと同じサイズです。

電動昇降装置付きなので、頻繁にテレビの高さ調整をする場合や、部屋

間の移動が多い場合にオススメです。

モニタワーエコノミー同等サイズ

テレビ会議システム用のカメラを搭載するカメラ 

スタンドをオプションでご用意しています。 

P.28-4

カメラスタンド

正面 側面

SPEC
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25～55インチ、50kgまでのディスプレイに対応 
高さ調整を容易にし、移動時の転倒のリスクを軽減するスタンド

MH-2655
電動昇降装置付きディスプレイスタンド

搭載ディスプレイの目安

26 〜 55 inch　

195,000 円

価格

型式 MH-2655

外形寸法 W810×H1300～1700×D750mm　

質量 62kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 50kg

取付けピッチ VESA W100～600×H100～400mm

画面中心位置 1150～1550mm　無段階

昇降ストローク 400mm

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板 W505×D375mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ4段階

正面 側面

一般的テレビスタンド 
モニタワーエコノミー

MH-2655

SPEC

完成品出荷 完成品出荷



スプリングの張力によってテレビの重量とバランスを取ることで、高さを調整します。 

ディスプレイを付けたまま手動で簡単に高さ調整ができ、大人から子供までタッチ操作が可能です。

14 15

MH-400

MH-400M MH-400L
搭載ディスプレイの目安

60 〜 80 inch

295,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

60 〜 80 inch

295,000 円

価格

外形寸法 W1045×H1760×D860mm　

質量 77kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 28〜55kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1150～1550mm　無段階

昇降ストローク 400mm

キャスター φ75mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W470×D250mm　10kgまで

外形寸法 W1045×H1760×D860mm　

質量 77kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 56〜79kg

取付けピッチ VESA W100～800×H100～400mm

画面中心位置 1150～1550mm　無段階

昇降ストローク 400mm

キャスター φ75mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W470×D250mm　10kgまで

正面 側面 背面

SPEC

搭載できるディスプレイの質量が限られています。

お持ちのディスプレイの質量を必ずご確認ください。

なめらかスタンド

電子黒板をタッチする際の揺れを抑える防振

パッドを標準装備しています。

防振パッド
ケーブルをフレーム背面下部にある収納ポケット 

にまとめることができます。

ケーブル収納ポケット

昇降用ハンドルを握り、重たい電子

黒板でも手動で軽 と々「なめらか」に

昇降可能

なめらか調整
一定の高さにディスプレイを固定

することが可能

ロックすることで、昇降装置の 

誤作動を防止

昇降装置のロック

片手で「なめらか」に高さ調整

設置の際には電動ドライバーと13mmのソケットレンチが 
必要です。製品には付属していませんので、お客様にて 
ご準備ください。

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上
になるように設計されています。 
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

確認事項 安全な転倒角度

手動昇降スタンド

無段階調整が可能で、ミリ単位の微調整もできます。

1550mm

1150mm
〜

画面中心位置

運用と安全性

詳細

画面へのタッチ操作時、邪魔になら 

ないスタンドの脚部 

画面から290mm、これがスッキリ

のポイント

邪魔しません
電子黒板を下げると重心が低くなる 

ため、安全に移動・保管が可能

安定した移動
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HM-4055 HS-4055
搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch

220,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch

90,000 円

価格

外形寸法 W903×H2010×D821mm　

質量 44kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 1550～1950mm　無段階

昇降ストローク 400mm

チルト調整 0°/6°/12°

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

外形寸法 W903×H2010×D821mm　

質量 42kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 1650～1950mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/6°/12°

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

ムーブ スタンダード

側面
ムーブは再下段 1550mm 

スタンダードは最下段 1650mm

背面

リモコン 
リモコンスタンド

電動昇降タイプです。 
テレビの高さ調整をする際に、リモコンで400ｍｍの高さ
調整が簡単にできます。 
フリー調整なので、ミリ単位の微調整が可能です。 
また、移動時はテレビを下げることで安定感が増し、安全
に移動ができます。

電気用品安全法PSEマーク表示品

テレビの高さ調整をする際に、ネジ固定で調整するタイプ
です。
電動昇降タイプと外観は変わりません。
一度テレビを搭載したら、ほとんど高さ調整を行わず、 
部屋間の移動も滅多にしない場合にオススメです。

広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすい 
背の高いスタンド

最上段の画面中心高さは 1950mm

側面 背面

ハイポジションスタンド

テレビ取付金具が工夫されているので、高い 

位置でもより簡単にテレビを取付けることが 

でき、安全に作業ができます。

テレビ取付け
DVDやノートPCを搭載するのに便利な

棚板をオプションでご用意しています。 

P.28-5

棚板

フレーム内部にケーブルを収納することが可能 

です。ケーブルを隠すことができ、スッキリした 

印象を与えます。

ケーブル収納部

テレビの高さを調整する際に、リモコン操作で調整する 
電動昇降タイプとネジ固定で調整するノーマルタイプの 
2タイプをご用意しています。 
使用用途やご予算に合わせてお選びいただけます。

最大負荷をかけた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上
になるように設計されています。 
JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

選べる 2 タイプ安全な転倒角度
SPEC

1
5

5
0

m
m

1
9

5
0

m
m

詳細
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BS-3247

正面 側面 背面

SPEC

少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、
少し小振りなテレビスタンド

小型テレビ会議用スタンド　Biz STAND

19

ミーティング用途では、会議テーブルの高さにジャスト 
フィットした少し低めの位置にテレビを設置できます。 
また、プレゼンテーション用途として、テレビを高めに設置し、 
資料を表示させることも可能です。

スタンドの設置面積は、オフィス用椅子とほぼ同じです。
コンパクトに設置ができるので、小さな部屋でも、手軽に 
会議用のテレビ台としてご利用いただけます。

会議机

700mm

最下段

1000mm

人

1720mm

最上段

1200mm

650mm

650mm

有料組立出荷対応
通常ノックダウン商品であるBS-3247を工場で組立ててからお届けするオプションをご用意しています。 

組立が苦手というお客様はぜひご利用ください。　型式：BS-COMP　価格：10,000円

省スペース設置 テレビの高さ調整
搭載ディスプレイの目安

32 〜 47 inch　縦横設置可能

40,000 円

価格

型式 BS-3247

外形寸法 W650×H1250×D650mm　

質量 20kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 25kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 1000～1200mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 -6°/0°/6°

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W450×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ4段階

ケーブル収納部とケーブルフック
メインフレーム内にケーブルを隠すことができます。 

また、フレーム背面にはケーブルフックがあり、ケーブル類をまとめて 

引っ掛けることができます。ハンドルとしても利用可能です。

追加棚板
DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な 

棚板をオプションでご用意しています。 

P.28-6

カメラスタンド
テレビ会議システム用のカメラを載せるための 

カメラスタンドをオプションでご用意しています。 

P.28-6
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小型テレビ会議システムを一体化するスタンド 
アルミニウム製の本体は3kgで持ち運びも軽々

BP-24
テレビ会議用ポータブルスタンド　Biz PORTABLE

搭載ディスプレイの目安

〜24 inch

50,000 円

価格

型式 BP-24

外形寸法 W350×H395×D280mm　

質量 本体：2.6kg　カメラテーブル：0.3kg

材質 / カラー アルミ / ブラック

耐荷重 7.5kg

取付けピッチ VESA W75～100×H75～100mm

画面中心位置 200～250mm　25mmピッチ3段階

チルト調整 -6°/0°

コーデック収納部 W344×H50×D280mm　5kgまで

カメラテーブル W240×D170mm　5kgまで

コーデック一体型カメラの取付可能

Polycom
GROUP310/500、Eagle Acoustic 

EagleEye IV、Debut

Cisco SX10、SX20、PrecisionHD2.5x/4x/12x

複数の機器に繋がるケーブルをフレーム内部に収納することができ、 

移動時にはフレーム背面のケーブルフックに余長ケーブルを巻き付ける 

ことができます。背面のフックは上下左右4方向へ向きを変更することが 

できます。さらに、側面にもフックを追加することができます。

ケーブル収納部

搭載可能な小型テレビ会議システム

正面 側面 背面

SPEC
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スタンドが付属していない業務用ディスプレイを卓上に据え置き設置

BT
卓上型業務用ディスプレイスタンド

正面 側面 背面

SPEC

BT-32 BT-55
搭載ディスプレイの目安

32 inch　縦横設置可能

33,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　42インチまで縦設置可能

35,000 円

価格

外形寸法 W350×H479×D300mm　

質量 8.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 20kg

取付けピッチ VESA W100～300×H100～300mm

画面中心位置 250～450mm　50mmピッチ5段階

チルト調整 -6°/ 0°

収納部 W215×H440×D45mm

外形寸法 W425×H529×D325mm　

質量 10.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 350～550mm　50mmピッチ5段階

チルト調整 -6°/ 0°

収納部 W240×H490×D45mm

完成品出荷

フレーム内部
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低価格でありながら、しっかりテレビを固定
「軽量なのに見た目以上に頑丈」とお客様の声

LPS-K55
低価格の移動式スタンド

搭載ディスプレイの目安

32 〜 55 inch

33,000 円

価格

型式 LPS-K55

外形寸法 W800×H1600×D754mm　

質量 21kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 ～1500mm　無段階

チルト調整 なし

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W450×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 無段階

標準的な30kgのテレビを搭載した状態で、前後左右の転倒角度15°以上 

になるように設計されているので、安定した移動が可能です。

JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。

頑丈で倒れにくい

テレビの高さと棚板の高さをフリーな位置に 

固定可能です。

見る人や用途に合わせて最適な高さでネジ止め

するだけです。簡単に高さ調整ができます。

高さ調整

棚板を1枚標準装備しています。

DVDやノートPCなどの周辺機器を搭載する 

ことが可能です。

ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。 
※ベルトは付属していません。

棚板

正面 側面

SPEC
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ディスプレイを床面スレスレに設置可能
ライブ会場、スタジオ、円卓会議などで使用されている低床タイプのスタンド

ML-3255
ロースタンド

搭載ディスプレイの目安

32 〜 55 inch　42インチまで縦設置可能

50,000 円

価格

型式 ML-3255

外形寸法 W680×H550×D550mm　

質量 14.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 40kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 350～550mm　50mmピッチ5段階

チルト調整 -30°/-22.5°/-15°/-7.5°/0°

キャスター φ75mm×4　後輪ストッパー付き

画面の角度を最大-30°までチルトできます。 

工具を使わずにノブを緩めることで簡単に安全に角度調整が可能です。

角度調整

ディスプレイを縦に取付けることも可能です。

42インチ以下のテレビを縦に取付けた状態で 

全高が1m以下になります。

ディスプレイ縦設置

移動に便利なハンドルをスタンド背面上部に 

装備しています。

LANケーブルなどをまとめるケーブルフックと 

しても利用可能です。

ハンドル

正面 側面

角度調整用ノブ

背面

SPEC

完成品出荷
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スタンド自体はそのままに、ディスプレイの画面だけを
左右に各45°首を振ることができるスタンド

LR-4055
くるっとスタンド

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　縦横設置可能

60,000 円

価格

型式 LR-4055　

外形寸法 W750×H1480×D750mm　

質量 27.1kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 1250～1450mm　100mmピッチ3段階

パン調整 左右45°

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

40～55インチまでのテレビの向きを、簡単に手動で調整できます。 

左右45°の範囲内で自由に方向転換でき、天面のノブを締めると角度を 

仮固定することが可能です。 

また、安全面を考慮し、指が挟まりにくい構造になっています。

パン調整

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠す 

ことができ、スッキリとした印象を与えることが 

できます。

ケーブル収納部

正面 側面 背面

SPEC
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コンパクトに折りたためるスタンド
展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単

OS-4055
折りたたみスタンド

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　縦横設置可能

68,000 円

価格

型式 OS-4055　

サイズ 使用時：W810×H1485×D680mm　27kg

保管時：W810×H835×D420mm

材質/カラー スチール/ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 1250～1450mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 -6°/0°/6°　

キャスター φ100mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W450×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 750mmピッチ3段階

4段階の操作をするだけで、設置完了です。片付けも設置手順の逆に 

スタンドを畳むだけで完了です。

簡単設置の手順

フレーム背面にケーブルを隠すことができます。

ケーブル収納部

正面 側面 背面

SPEC

完成品出荷



26

ワゴンタイプのテレビスタンド
AV機器やパソコンなど、複数のテレビ周辺機器を 
セットアップする際に最適

BC
多目的テレビワゴン　Biz CART

SPEC
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スッキリとシンプルにまとまったワンポールデザイン 
多彩なオプションを組合せることで様々な使い方に順応可能

ST-2642
スタイリッシュテレビスタンド　Smart Tower

搭載ディスプレイの目安

26 〜 42 inch　縦横設置可能

82,000 円

価格

型式 ST-2642

外形寸法 W680×H1610×D760mm　　

質量 28kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W75～200×H75～200mm

画面中心位置 200～1500mm　100mmピッチ14段階

チルト調整 -6°/ 0°/ 6°

キャスター φ75mm×4　後輪ストッパー付き

棚板 W450×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ14段階

カメラスタンドを取付けテレビ会議用スタンドとしたり、テレビを上下 

2段に取付けしたり、棚板を2枚装着したり、様々な用途で活用できます。 

P.28-8

多様なニーズに対応するオプション品

支柱内にケーブルを収納することが可能です。

ケーブルを隠すことができ、スッキリした印象 

を与えます。

ケーブル収納部

正面 側面

カメラスタンド テレビ取付金具 2 個 棚板 2 枚

SPEC

BC8-3252 BC10-3252
搭載ディスプレイの目安

32 〜 52 inch

55,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

32 〜 52 inch

65,000 円

価格

外形寸法 W850×H800×D650mm　

質量 34kg

材質 / カラー スチール / ホワイト、シルバー

耐荷重 天板：50kg　底板：30kg

キャスター φ75mm×4　後輪ストッパー付き

棚板 W816×D616mm　20kgまで　（1枚標準添付）

棚板高さ調整 50mmピッチ10段階

オプション 木製天板、VESA金具　P.28-7

外形寸法 W850×H1000×D650mm　

質量 40kg

材質 / カラー スチール / ホワイト、シルバー

耐荷重 天板：50kg　底板：30kg

キャスター φ75mm×4　後輪ストッパー付き

棚板 W816×D616mm　20kgまで　（2枚標準添付）

棚板高さ調整 50mmピッチ13段階

オプション 木製天板、VESA金具　P.28-7



6,000 円

価格

追加棚板

テーブルサイズ W450×D350mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

BS-ST11

29

12,000 円

価格

追加棚板

テーブルサイズ W450×D350mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

ST-TN01

10,000 円

価格

マウントプレート

サイズ VESA W75～200×H75～200mm

耐荷重 30kg　テレビ2台搭載時：40kgまで

ST-MP01

OPTIONS
オプション品：スタンド型式をご確認ください。

7,000 円

価格

ノートPC用棚板

テーブルサイズ W425×D300mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

MH-ST01

12,000 円

価格

カメラスタンド

テーブルサイズ W300×D270mm　5kgまで

調整 高さ：20mmピッチ8段階　前後：25mmピッチ3段階

MH-CS01
機器固定用スリット付き 
標準添付の棚板と排他取付け

3 MH-6070用

15,000 円

価格

マルチ取付金具

サイズ VESA W100～400×H100～400mm

耐荷重 30kg　テレビ2台搭載時：合計40kgまで

ST-MK01

10,000 円

価格

カメラスタンド

テーブルサイズ W350×D190mm　5kgまで

調整 高さ：20mmピッチ6段階　前後：25mmピッチ3段階

ST-CS01

8 ST-2642用

6,000 円

価格

棚板

テーブルサイズ W505×D446mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

HP-ST01

10,000 円

価格

カメラスタンド

テーブルサイズ W370×D250mm　5kgまで

高さ調整 60mmピッチ2段階

MS-BP01
機器固定用スリット付き

4 MH-6070forBP3用 5 HM-4055/HS-4055用

1 MW-3755用

15,000 円

価格

アクリル棚板

テーブルサイズ W505×D325mm　10kgまで

材質 / カラー アクリル、スチール / ブラック

MW-AT11

6,000 円

価格

棚板

テーブルサイズ W500×D320mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

MW-ST11
機器固定用スリット付き

6 BS-3247用

8,000 円

価格

カメラスタンド

テーブルサイズ W270×D200mm　5kgまで

調整 高さ：無段階　前後：15mmピッチ3段階

BS-CS11

機器固定用スリット付き

2 MW-5570用

14,000 円

価格

カメラスタンド

テーブルサイズ W490×D200mm　5kgまで

高さ調整 25mmピッチ10段階

MS-CS01

7,000 円

価格

棚板

テーブルサイズ W600×D350mm　10kgまで

材質 / カラー スチール / ブラック

MW-ST01

7 BC8-3252/BC10-3252用

20,000 円

価格

木製天板

テーブルサイズ W860×D660mm　50kgまで

材質 / カラー 木板 / ホワイト

BC-TP86

20,000 円

価格

VESA取付金具

取付ピッチ VESA W100～400×H100～400mm

高さ調整 100mmピッチ2段階

BC-DK44

28

モニタワー用のアンカー固定金具、キャスターホルダー、転倒防止ワイヤーを取付け可能なスタンドがあります。詳しくはP.7をご確認ください。
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Digital Signage Stands
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小売店舗、飲食店、公共施設など、さまざまなシチュエーションでデジタルサイネージを支えるスタンドです。 

多種多様化するニーズにお応えするために、デジタルサイネージに特化したバリエーション豊富なラインナップを 

ご用意しています。

企画設計から製造販売まで自社工場にて行う一貫体制が整っているエスディエスでは、お客様からのご要望事項を 

スピーディーに新商品に反映することができます。これまでにも、たくさんの商品がお客様の声から生まれています。 
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DSS-M

33

2.
デザイン性重視のフレームカバー付きエコノミータイプ

ECONOMY

3.
機器収納ボックス付きフルスペックタイプ
機器収納ボックスはカギ付き／放熱孔付き

FULL SPEC

SIZE

1.
必要最低限のサイネージ用途に絞ったミニマムタイプ

MINIMUM

TYPECOLOR

DSS-M22
23インチ前後対応

DSS-M32
32～40インチ対応

DSS-M55
42～55インチ対応

B. BLACK

W. WHITE

パイプ背面のケーブル通し穴からケーブルを 

パイプの中へ通すことができます。

ケーブル収納部
ディスプレイの横向き設置も可能です。

ディスプレイ横設置

× ×SIZE COLOR TYPE

3つのサイズ、2つのカラー、3つのタイプから、設置用途に合わせて最適な1台をご自由にお選びいただけます。 
幅広いデジタルサイネージの仕様に柔軟な対応ができる、人気No.1デジタルサイネージスタンドです。

デジタルサイネージスタンド 詳細



34

23インチ前後対応

DSS-M22
デジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

23 inch 前後　縦横設置可能

1. ミニマムタイプ 1. ミニマムタイプ2. エコノミータイプ 2. エコノミータイプ3. フルスペックタイプ 3. フルスペックタイプ

SPEC
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32～40インチ対応

DSS-M32
デジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

32 〜 40 inch　縦横設置可能

SPEC

1. MINIMUM TYPE 2. ECONOMY TYPE 3. FULL SPEC TYPE

価格 35,000 円 43,000 円 55,000 円

型式 黒：DSS-M22B1　白：DSS-M22W1 黒：DSS-M22B2　白：DSS-M22W2 黒：DSS-M22B3　白：DSS-M22W3

質量 19kg 25kg 31kg

外形寸法 W550×H1407×D580mm　

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 10kg

取付けピッチ VESA W100×H100mm　（マルチ金具未対応）

画面中心位置 1100 / 1200 / 1300mm　3段階調整　

チルト調整 -10°/ -5°/ 0°

キャスター φ50mm×4　後輪ストッパー付き

収納部 - - W280×H120×D310mm

1. MINIMUM TYPE 2. ECONOMY TYPE 3. FULL SPEC TYPE

価格 40,000 円 48,000 円 60,000 円

型式 黒：DSS-M32B1　白：DSS-M32W1 黒：DSS-M32B2　白：DSS-M32W2 黒：DSS-M32B3　白：DSS-M32W3

質量 23kg 31kg 38kg

外形寸法 W600×H1317×D630mm　

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 20kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm　（マルチ金具対応）

画面中心位置 1100 / 1200 / 1300mm　3段階調整　

チルト調整 -10°/ -5°/ 0°

キャスター φ50mm×4　後輪ストッパー付き

収納部 - - W380×H120×D310mm

完成品出荷 完成品出荷
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42～55インチ対応

DSS-M55
デジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

42 〜 55 inch　縦横設置可能

1. MINIMUM TYPE 2. ECONOMY TYPE 3. FULL SPEC TYPE

価格 45,000 円 53,000 円 65,000 円

型式 黒：DSS-M55B1　白：DSS-M55W1 黒：DSS-M55B2　白：DSS-M55W2 黒：DSS-M55B3　白：DSS-M55W3

質量 27kg 35kg 43kg

外形寸法 W650×H1317×D680mm　

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 40kg

取付けピッチ VESA W100～500×H100～400mm　（マルチ金具対応）

画面中心位置 1100 / 1200 / 1300mm　3段階調整　

チルト調整 -10°/ -5°/ 0°

キャスター φ50mm×4　後輪ストッパー付き

収納部 - - W380×H120×D310mm

梱包サイズが小さくなるので、搬入計画が立てやすくなります。 

また、組立は9つのパーツをネジ止めするだけの簡単組立構造です。

ノックダウン構造

ケーブルや小型機器をフレーム背面のスペースに 

収納可能です。

収納スペース

収納スペースに入り切らない機器を入れるため

の機器収納ボックスをオプションでご用意して

います。

P.48-2

機器収納ボックス

正面 側面 背面

SPEC
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搬入を考慮したノックダウン構造 
65インチまでの大型ディスプレイを搭載可能

DSS-K65
デジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

58 〜 65 inch　縦横設置可能

65,000 円

価格

型式 黒：DSS-K65B　白：DSS-K65W　

外形寸法 W750×H1342×D750mm　

質量 45kg

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 50kg

取付けピッチ VESA W100～500×H100～400mm

画面中心位置 1100 / 1200 / 1300mm　3段階調整

チルト調整 -10°/ -5°/ 0°

キャスター φ50mm×4　後輪ストッパー付き

収納部 オプション品　P.48-2

SPEC

1. ミニマムタイプ 2. エコノミータイプ 3. フルスペックタイプ

完成品出荷
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DSE

DSE-32 DSE-50
搭載ディスプレイの目安

32 inch　縦横設置可能

30,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

40 〜 50 inch　縦横設置可能

32,000 円

価格

外形寸法 W400×H940×D491mm　

質量 6.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 10kg

取付けピッチ VESA W100～200×H100～200mm

画面中心位置 800mm

画面角度 18°

STB耐荷重 5kg

キャスター φ40mm×2　ストッパーなし

外形寸法 W500×H1040×D540mm　

質量 7.6kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 20kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 850mm

画面角度 18°

STB耐荷重 5kg

キャスター φ40mm×2　ストッパーなし

正面 側面開脚時 側面閉脚時

136mm

STBやコンパクトPCを固定できる金具を添付

しています。

機器固定金具

移動に便利なφ40mmのキャスターを2コ 

添付しています。

キャスター

スタンドを開脚するだけで開閉ストッパーがロックされるので、掛け 

忘れを防止します。 

また、収納時はスタンド背面のレバーを解除し、開閉ストッパーを上に 

上げるだけで、スタンドを畳むことができます。スタンドの脚がパタパタ

しないように、固定用のマグネットを装備しています。

開閉ストッパー
レバー解除

固定用マグネット

開閉ストッパーロック時

店舗装飾に最適なイーゼル型のディスプレイスタンド 
ディスプレイサイズに合わせて選べる2サイズ

イーゼルスタンド

39

完成品出荷

SPEC
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壁への工事ができない賃貸の建物や店舗に最適 
壁際に設置可能なディスプレイスタンド

DSK-55
壁寄せデジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　縦横設置可能

55,000 円

価格

型式 黒：DSK-55B　白：DSK-55W　

外形寸法 W580×H1400×D390mm　

質量 40.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 1150 / 1250 / 1350mm　3段階調整

チルト調整 なし

STB収納部 W280×H316×D65mm

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠す 

ことができ、スッキリとした印象を与えることが

できます。

ケーブル収納部

スタンドのメインフレーム内にSTBを収納する 

スペースがあります。フレームカバーも簡単に 

脱着ができるので、メンテナンスも容易です。

STB収納スペース

そのまま置いても倒れにくい安全設計となって 

いますが、床面に完全固定するためのアンカー 

穴も付いています。

アンカー固定穴

正面 側面

SPEC

123mm
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つまずきを軽減させる、足元すっきりなディスプレイスタンド 
高い位置へディスプレイを取付可能

DSB-F55
フラットベーススタンド

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　縦横設置可能

65,000 円

価格
キャスター付きスタンドのベース部分は高さがあり、つまずいてケガを 

する危険がありますが、フラットベースは厚さが9mmなのでベース部分が 

邪魔にならず、人がつまずくのを防ぎます。

フラットベース

スタンド単体で自立することができるので、設置場所を選びません。

安定感がありながら、ベースはコンパクトサイズなので、事務用イスより 

小さな面積に設置することができます。

自立型スタンド

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠す 

ことができ、スッキリとした印象を与えることが 

できます。

ケーブル収納部

正面 側面

フラットベース キャスター付きベース

背面

SPEC

型式 DSB-F55　

外形寸法 W650×H1500×D500mm　

質量 36.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 1250 / 1350 / 1450mm　3段階調整

チルト調整 0°/ 5°/ 10°　（55インチ縦設置は-5°/ 0°）

STB収納部 オプション品　P.48-3
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ディスプレイ2台を背中合わせに搭載可能

TSS-4047
ツーサイドサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

40 〜 47 inch

96,000 円

価格

型式 TSS-4047　

外形寸法 W600×H1470×D650mm　

質量 54kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 最大60kg　（片面30kg×2）

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 1000 /1100 /1200 /1300mm　4段階調整

チルト調整 なし

STB収納部 W390×H300×D45mm

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

アジャスター 標準装備

サイドパネルを外し扉を開けるだけで、ディス 

プレイ背面にアクセスができるので、セット 

アップやメンテナンスが容易です。 

また、扉は開放角度を制限するチェーン付き 

なので、ディスプレイを付けたまま扉を開ける 

ことができます。

扉

メインフレーム内部に取外し可能なSTB収納 

棚を標準装備しています。収納部には、機器固定 

ベルトの通し穴があります。

STB収納スペース

正面 側面 背面

SPEC
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標準品でディスプレイとスタンドの一体化を実現 
簡単オーダーで、1台目からのコストダウンが可能

DSC
ケーシングスタンド

搭載ディスプレイの目安

50, 55 inch

240,000 円

価格

型式 50インチ：DSC-50　55インチ：DSC-55

外形寸法 W900×H1950×D550mm　

質量 85kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心高さ 1250mm

収納部 W665×H475×D125mm

キャスター φ32mm×4　ストッパーなし

アジャスター 標準装備

背面、前面共に、簡単にパネルを取外すことができ、1人でもメンテナンス

作業を行うことができます。 

また、ノックダウン構造のため、納品時の搬入経路や間口を気にせず 

設置可能です。

簡単メンテナンス＆設置

設置場所の電源プラグの位置に応じて、背面中央または背面両端から

ケーブルを引き出すことが可能です。

ケーブル引出口

正面 側面 背面

SPEC

設置場所の電源プラグの位置に応じて、スタンド側面または底面から

ケーブルを引き出すことが可能です。

ケーブル引出口

完成品出荷
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DSW-B49

搭載ディスプレイの目安

47〜 49 inch　W630×H1130mm 以下

165,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

40 〜 55 inch　縦横設置可能

55,000 円

価格

型式 DSW-B49

外形寸法 W800×H1900×D250mm　

質量 75kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 1300mm

画面前後調整 20mmピッチ　2段階

チルト調整 なし

収納部 W470×H250×D55mm

設置条件 アンカー固定：M10対応　（据え置き・自立不可）

型式 DSW-S55

外形寸法 W500×H1460×D250mm　

質量 24kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg

取付けピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 1250 / 1350 / 1450mm　3段階調整

チルト調整 なし

STB収納部 オプション品　P.48-3

設置条件 アンカー固定：M10対応　（据え置き・自立不可）

正面 側面 背面

ディスプレイはスタンドの横からスライドして 

取付けることができるので、スタンドを窓際に 

設置した後も、簡単に取付けることが可能です。

ディスプレイスライド設置
スタンド背面はカバーで覆われているので、ディスプレイの背面を隠す 

ことができ、後ろからの見た目も配慮されています。 

また、ケーブルは全て背面カバーの内側にきれいに収納することができ、

ケーブルを触れられる心配もありません。スタンド下部の両サイド及び、

背面にケーブル引出口があります。

背面カバー

スタンドのメインフレーム内にケーブルを隠す

ことができ、スッキリとした印象を与えることが 

できます。 

スタンド下部の両サイド及び、背面にケーブル 

引出口があります。

ケーブル収納部
ディスプレイ設置部分は扉開閉になっている 

ので、窓際にスタンドを設置した後も簡単に 

取付けることができます。

スタンドを動かさずに、扉を開けるだけでメンテ 

ナンス作業が可能です。

設置・メンテナンス扉
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窓際から大勢の人へ情報配信が可能 
ディスプレイ背面をカバーで隠せる窓際サイネージスタンド

ウィンドウボードスタンド

SPEC

標準品なので、特注設計・個別製作が不要 
工期短縮、低価格導入が可能な窓際サイネージスタンド

DSW-S55
ウィンドウサイネージスタンド

SPEC

450mm

640mm

2
0
0
m
m

8-φ12.5mm
アンカーボルト固定穴
 （M10対応）

450mm

4-φ12.5mm
アンカーボルト固定穴
 （M10対応）

2
0
0
m
m

アンカー位置 アンカー位置
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小型ディスプレイの高さや角度を簡単に調整可能

DSF-26
フリースタイルタッチスタンド

搭載ディスプレイの目安

17〜26 inch

60,000 円

価格

型式 DSF-26

外形寸法 W550×H1258×D550mm　

質量 15kg

材質 / カラー スチール / ホワイト

耐荷重 10kg

取付けピッチ VESA W75～100×H75～100mm

画面中心位置 800～1200mm　フリーストップ

チルト調整 180°　フリーストップ

画面回転 360°　フリーストップ

棚板 φ440mm　耐荷重：5kg　アクリル

キャスター φ40mm×6　全輪ストッパー付き

正面 側面

SPEC

47

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド 
簡易的なタッチディスプレイの使用に最適

DST-55
iTouch スタンド

正面 側面 背面

SPEC

スタンドのメインフレーム裏側にケーブルを 

隠すことができ、スッキリとした印象を与える 

ことができます。

ケーブル収納部

搭載ディスプレイの目安

32 〜 55 inch　

65,000 円

価格

型式 DST-55

外形寸法 W600×H968×D550mm　

質量 34kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 40kg

取付けピッチ VESA W100～400×H100～400mm

画面中心位置 900～1000mm　100mmピッチ2段階

チルト調整 -20°/ -30°/ -40°/ -50°/ -60°

キャスター φ50mm×4　ストッパーなし

アジャスター 標準装備

収納部 W390×H125×D410mm　10kgまで

STBだけではなく、スリムタワーPCとケーブル類 

が収納できる大容量の収納スペースがスタンド 

背面下部にあります。

PC収納スペース

タッチ操作がしやすいように、ディスプレイの

高さと角度を調整できます。

ディスプレイ位置調整

タッチ操作を考慮した揺れにくい堅牢な構造に 

なっています。

また、床面の不均等による揺れを防ぐために 

アジャスターを完備しています。

揺れにくい構造

完成品出荷 近日販売開始



対象型式

DSS-K65B 
DSS-K65W

12,000 円

価格

対象型式

DSB-F55 
DSW-S55

10,000 円

価格

型式 黒：DSS-KB01B　白：DSS-KB01W　

外形寸法 W425×H142×D332mm　

有効寸法 W413×H120×D302mm

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

耐荷重 10kg

型式 DS-BX01　

外形寸法 W340×H300×D80mm　

有効寸法 W331×H259×D76mm

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 5kg

外形寸法 W425×H420×D66mm　

質量 4kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 30kg　DSS-M32は20kgまで

取付ピッチ VESA W200～400×H200～400mm

画面中心位置 スタンドの画面中心位置から-50mm

画面回転 0°～90°　フリーストップ

5 4 3
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OPTIONS

カタログのPDFファイルをダウンロードできます。 
入力フォームよりカタログ請求も可能です。

カタログのダウンロード

毎日更新される在庫数を確認することができます。

在庫の確認

SDS商品をご購入いただけるメンバー専用オン 
ラインストアです。 
http://sds-members.jp/

SDS Members

テレビが搭載可能か確認することができます。

テレビの搭載確認

楽天市場にて、SDS商品をご購入いただけます。 
https://www.rakuten.co.jp/sds-directshop/

SDS ダイレクトショップ楽天市場店

図面のPDFファイルをダウンロードできます。

図面のダウンロード
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オプション品：搭載可能機種をご確認ください。

Information
最新情報はインターネットが便利

www.world-sds.co.jp/furniture

検索モニタワー

カギ付き
カギ付き

標準プラン

時間指定プラン

らくらくプラン

時間指定 
※お客様での荷降ろし器材準備が必要です。

時間指定、荷降ろし、搬入、梱包材回収

標準プランでは対応できない、10cm以上の段差がある 
場合の担ぎ上げ作業に対応（3Fまで）

・平日、月曜日から土曜日の混載便ルート配送となります。日曜日、祝祭日、沖縄、離島、一般配送路線外地区は除きます。 

・基本的にトラックの荷台からの荷降ろしは荷受け人様側でご準備ください。 

　重量物（約40kg以上）の場合、配送ドライバー1人では荷降ろしできません。 

・送り先宛名が個人名で会社宛のお届けの場合、お届けが遅くなる場合があります。法人及び商業用途でお使いのお客様は必ず、 

　送り先宛名に「法人名（会社名）」の記入をお願いいたします。

・物流量、天候や災害による道路状況や貨物物流ピークシーズンによる配送遅延に備え、余裕をもった配送希望日を指定してください。

1. 全国無料配送サービス
混載便による車上渡しが条件となります。

2. チャーター便サービス
有償、条件及び費用は配送プランによります。

お客様の用途に応じて、配送サービス形態を選択してください。

配送について

対象型式

DSS-M32、DSS-M55、DSK-55、DSB-F55 
MS-2655、ME-2655、MW-3755、MH-2655 
LPS-K55、BS-3247

40,000 円

価格

瞬時にディスプレイを90°回転させて、縦横表示の切替可能

縦横回転ユニット1

DS-TU01

ディスプレイの背面側に取付けることができる収納ボックス

機器収納ボックス2 STB収納ボックス3

DSS-KB01 DS-BX01



sales@world-sds.co.jp

0120-74-1003

www.wor ld-sds.co.jp

〒924-0011　 
石川県白山市横江町1003番地

東京オフィス

大阪オフィス

本社・工場・物流センター

〒101-0032　 
東京都千代田区岩本町3-11-15　アーバンネット岩本町ビル3F 

TEL.03-5820-1003　FAX.03-5820-1004

〒533-0033　 
大阪市東淀川区東中島1-18-22　新大阪丸ビル別館6階6-5号室 

TEL.06-7670-1003　FAX.06-7670-1007

・完成品出荷ではない製品は、ノックダウン方式でお届けとなります。 
　お客様での組立作業が必要です。 
・保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。 
・型式／仕様その他の記載内容は、 予告なく変更する場合があります。 
・価格は全て消費税別の価格です。 
・テレビ／ディスプレイ、その他の機器は付属しておりません。

注意事項
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