
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。
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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-7085C
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

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

価格 12,000円

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

価格 15,000円

MS-CS04 MS-AT01

対象型式

ME-3770
対象型式

ME-2655

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

価格 14,000円

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

価格 6,000円

MS-CW04 MS-ST02

対象型式

ME-7085
対象型式

ME-3770、ME-7085

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

価格 12,000円

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

価格 7,000円

MS-CD01 MS-WT03 対象型式

MS-2655、ME-2655 
ME-3770

設置面積 W400×D150mm　（片側）

アンカー用固定穴 φ12.5mm

価格 7,000円

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。

MS-AL21

2 コセット

材質 / カラー PE樹脂 / イエロー

価格 2,500円

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

MS-CH02

サイズ W70×H275×D168mm　（1コあたり）

価格 14,000円

サイズ φ2mm×L450mm

破断荷重 290kgf

価格 2,500円

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

MS-VP01
対象型式

MS-2655、ME-2655 
ME-3770、ME-7085

※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。

MS-WR45

サイズ W540×H299×D501mm　11kg

有効寸法 W480×H184×D390mm

耐荷重 ボックス内10kg　天板10kg　合計15kg

価格 28,000円

サイズ W750×H480×D505mm　26kg

有効寸法 W700×H400×D390mm

ボックス内棚板 W695×D290mm　10kgまで

価格 39,000円

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。

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

MS-BX01

オプション品：搭載可能機種をご確認ください。
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