
2

3つのサイズ、3つのタイプ、2つのカラーから、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。

DSS-M

3

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

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

TYPE

COLOR

BLACK WHITE

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
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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

5

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.18

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.18

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

SPEC

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

デジタルサイネージ用イーゼルスタンド

9

完成品 
出荷
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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
デジタルサイネージ壁寄せスタンド

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×H1410×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

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 -10°/ -5°/ 0°　（55インチ縦設置は-5°/ 0°）

STB収納部 オプション品　P.18

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
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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

完成品 
出荷

SPEC

13

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
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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.18

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

15

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

20
0m
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）

20
0m
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
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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
卓上型業務ディスプレイ用スタンド

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

40〜50 inch　42インチまで縦設置可能

35,000円
価格

外形寸法 W350×H450×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 / 300 / 350 / 400 / 450mm　5段階

チルト調整 -6°/ 0°

収納部 W215×H440×D45mm

外形寸法 W425×H500×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 / 400 / 450 / 500 / 550mm　5段階

チルト調整 -6°/ 0°

収納部 W240×H490×D45mm

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

完成品 
出荷



DSS-KB01

対象型式

DSS-K65B 
DSS-K65W

12,000円
価格

対象型式

DSS-M32、DSS-M55、DSS-K65、 
DSK-55、DSB-F55

40,000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

DS-BX01

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

DS-TU01

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
ディスプレイが搭載可能か確認することができます。 

kensaku.world-sds.co.jp

ディスプレイの搭載確認

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

19

オプション品：搭載可能機種をご確認ください。

機器収納ボックス STB収納ボックス

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

SPEC SPEC

SPEC

Information
最新情報はインターネットが便利

www.world-sds.co.jp

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）

配送について
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。

・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
混載便による車上渡しが条件となります。



デジタルサイネージスタンドカタログ

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。 
・ディスプレイは付属しておりません。

注意事項

02201707




