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Pickups

DS-S
そのデザイン性と機能で選ばれているDS-Sシリーズ。

さらに磨きをかけ、 
ラインナップの見直しとご要望の多かったカタログ収納モデルを追加。 
映像コンテンツによるイメージの訴求のほか、カタログ・資料配布による 
具体的なPRを可能としました。
映像と紙媒体で、確実な効果を狙ってください。

10数年前、たった1品番のテレビスタンドとしてスタートしたモニタワー。
ここまで愛されるとは思いもよらず、ただひたすら走り続けてきました。

そして今、 
いただいた愛を余すところなく、新しいモニタワーに注ぎ込みました。 
新モニタワーにご期待ください。

ディスプレイスタンドを一新しました。
エスディエスの主力商品、テレビスタンドのモニタワーとデジタルサイネージスタンドのDS-Sシリーズ。
スタイリッシュなデザイン、信頼に値する剛性感、使いやすさを追求した工夫を感じてもらえるよう 
丁寧に仕上げました。新時代の新しいディスプレイスタンドを、是非、実感してみてください。

新たな時代の幕開けとともに・・・
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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2つの自社工場で行っています。

テレビスタンド
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64



モニタワーは7コのパーツを14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はすべて添付しています。

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、溶接がはずれてもベースがバラバラにならない構造です。

溶接＋リベット加工
マウントプレートは正面の板と側面の板を溶接とリベットで接合して 
います。万が一、溶接がはずれても、リベット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。もしもの事が発生しても最悪の事態を防ぎます。

短時間で設置作業完了

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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テレビを搭載したスタンドの総質量は70kgを超えることがあります。 
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。
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一般的テレビスタンド

テレビスタンドの移動方法に着目。大画面テレビを載せたスタンドは、
横方向に引っ張るのが理想的。行く手の視界を邪魔されず、スムーズ
な移動を可能とします。
また、テレビ背面側へ配置した事で、スタンド全体がすっきり見える他、
移動時の姿勢も前屈みにならず、周囲の安全を確認しながら移動でき
ます。

移動用ハンドル
設置後にケーブル類がだらしなくぶら下がっているのは、見た目が 
良くないため、目隠し代わりの背面パネルを追加しました。 
面倒なケーブルの結束作業から解放され、更に鍵付きなので、小型の 
ＡＶ機器をいたずらや盗難から護ります。

カギ付き背面パネル

キーボード棚板やPCホルダーが新たに追加され、尚且つ、シリーズ内 
での共用を可能としました。
単純にテレビを載せる台から、テレビを搭載したシステムスタンドに 
用途の幅が広がります。

豊富なオプション
新しい棚板は取付方法を工夫、一人でも簡単に固定できるようにしま 
した。また、棚板の下側に収納ポケットを追加、小型の周辺機器や余長 
ケーブルなどを格納すれば、テレビスタンド全体をスッキリと魅せる 
ことができます。

棚板ケーブル収納

背面パネル内 背面パネル装着

7コ 14本
パーツ ネジ

簡単組立構造 二重安全構造

低重心設計

特長
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MT-S50 MT-S100

外形寸法 W800×H1560×D750mm　

質量 38kg

材質 / カラー スチール / ブラック

VESA取付けピッチ 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°　

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5段階

外形寸法 W1000×H1660×D850mm　　

質量 43kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜800×H100〜400mm

画面中心位置 1300〜1600mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/6°　

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5段階

SPEC

50kgまでのディスプレイに対応 100kgまでの大型ディスプレイに対応

モニタワーレギュラー モニタワーラージ

7

搭載ディスプレイの目安

64,000円
価格

50kg 40〜65 inchまで

86,000円
価格

搭載ディスプレイの目安

 100kg 70〜90 inchまで

お客様
組立

Made in
JAPAN
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カメラテーブル W4001 カメラテーブル W6001
テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。 テレビ会議に必須のカメラを載せるテーブルです。

テーブルサイズ W270×D180mm　5kgまで

調整 高さ：無段階、前後：25mmピッチ4段階

価格 10,000円

テーブルサイズ W270×D180mm　5kgまで

調整 高さ：無段階、前後：25mmピッチ4段階

価格 10,000円

OP-CT01 OP-CT02

追加棚板2 キーボード収納棚3
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。 キーボード操作ができる専用の棚板で、使用後は内部に収納できます。

テーブルサイズ W505×D375mm　10kgまで

価格 8,000円

テーブルサイズ W505×D325mm　5kgまで

価格 24,000円

OP-S01 OP-KB01

2 コセット

PCホルダー6
パソコンを載せることができます。

テーブルサイズ W360×D131.8mm　10kgまで

価格 12,000円

OP-PC01

設置面積 W400×D150mm　（片側）

アンカー用固定穴 φ12.5mm

価格 8,000円

アンカー固定金具7
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

サイズ φ2mm×L450mm

破断荷重 290kgf

価格 2,500円

※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。

※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、
　実感いただけません。

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。

MS-CH02

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×H200×D450mm　12kg

収納部 W460×H158×D381mm

耐荷重 ボックス内10kg　天板5kg　合計10kg

価格 26,000円

薄型機器収納ボックス5
メインフレームに固定可能な収納ボックスです。

OP-BX02

カギ付き

機器固定用ベルト通し穴付き

VESA W400以下用 VESA W400〜600用

機器固定用ベルト通し穴付き

サイズ W550×H450×D450mm　22kg

収納部 W480×H410×D402mm

耐荷重 天板10kg　底板10kg　棚板10kg　合計20kg

価格 40,000円

カギ付き

収納ボックス4
棚板付きで、大型のAV機器等を2段に収納できます。

OP-BX01

MT-S50へのオプション品搭載イメージ
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モニタワーはテレビ会議システムや学校の教室等、 
さまざまなシーンで使っていただくためのオプションを豊富に取り揃えております。 
将来的な機器の増設や構成変更にも、柔軟に対応可能なモニタワーをおすすめします。

OPTIONS

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットと取付金具は共通オプションとしてご用意しています。 P.62



電子黒板用スタンド
重くて高価な電子黒板をしっかり支える安定感のあるスタンド

型式 MI-4870　

外形寸法 W1010×H1550×D783mm

（拡張金具使用時：D1030mm）

質量 45kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜800×H100〜400mm

画面中心位置 1200〜1500mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 なし

キャスター φ100mm×4　後輪Wストッパー付き

棚板 W505×D375mm　10kgまで　（1枚標準添付）

棚板高さ調整 100mmピッチ5段階

防振金具
大型の電子黒板搭載時に揺れやたわみが気になる方に、防振金具を 
ご用意しています。 
ディスプレイ背面を４点独立アジャスター（上下・左右）で押さえること 
により、画面タッチ時の揺れやたわみを軽減することができます。

OPTIONS搭載ディスプレイの目安

80,000円
価格

80kg 48〜70 inchまで

4 点独立アジャスター
（接触面はフェルト素材）

※防振金具取付け時の
　ディスプレイ取付けピッチは
　VESA W100〜600×H100〜400mm

スタイリッシュなフォルムと特別感のあるボディーカラーで
ハイグレードな空間にマッチするテレビスタンド

XT-4055
デザインスタンド　X-Tower

100,000 円

価格

型式 XT-4055

外形寸法 W913×H1605×D791mm　

質量 31kg

材質 スチール

カラー メタリックブラック、アイゼングリマー

取付けピッチ VESA W100〜600×H100〜400mm

画面中心位置 1205〜1505mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/5°/10°

キャスター φ75mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W480×D350mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ4段階

ベース形状を「X」型で構成したシンプルでスタイリッシュなデザイン 
スタンド X-Tower。ブラックとグレーのお洒落なツートンカラー仕上げ 
で、モダンなデザインはエグゼクティブオフィスにもマッチし、オフィス 
空間をエレガントにします。

テレビスタンド販売10周年記念モデル

X-Towerのためだけに、特別なカラーをご用意しました。 
メインは艶感のあるメタリックブラック、そしてアイゼングリマー（落ち 
着きのあるダークグレー）とのコンビネーションで、ひとつ上の仕上がり 
となりました。

特別感のあるカラーリング

正面 側面

SPEC

X-Towerエッ ク ス タ ワ ー

搭載ディスプレイの目安

50kg 40〜60 inchまで

MI-4870

SPEC

1110

ベース拡張金具
安定感を増しつつ、安全性を意識し、新たに設計したベース拡張金具を 
採用しています。

拡張金具収納時 D783mm

拡張金具使用時 D1030mm

お客様
組立

Made in
JAPAN

お客様
組立

Made in
JAPAN

MI-VP01・10,000円

追加棚板
周辺機器を追加搭載するのに便利な棚板です。
MI-ST01・8,000円

アンカー固定金具
スタンドを床に完全固定する金具です。
MS-AL21・8,000円

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・2,500円

ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62



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。

安全な転倒角度

リモコンで、超大型ディスプレイを搭載したまま650mmの高さ調整ができます。 
画面中心位置を1800mmまで上げることができ、広い会議室や講堂の後ろの席からでも画面が見やすくなります。
また、デジタルサイネージ用途として高い位置から情報を発信することも可能です。
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MH-7010

昇降時に障害物を検知する挟み込み防止機能が付いています。
万が一、人や物にぶつかった場合は防止機能が作動し、自動的に位置 
がわずかに戻り停止します。

セーフティーリバース機能
高さがわかる表示機能と、よく使う位置を 
3点まで記憶することができるメモリー機能 
付きのリモコンです。
また、マグネット式の固定方法なので、外し 
たり位置を変えたりすることができます。

高機能リモコン

100インチディスプレイを電動で高さ調整

無段階調整が可能で、ミリ単位の微調整もできます。

1800mm

1150mm
〜

画面中心位置

電源ケーブルや通信ケーブルをまとめて 
収納することができます。
昇降時にもスッキリとした印象を与えつつ 
ケーブルを保護します。

ケーブルマネージャー
超大型ディスプレイを搭載し移動する場合でも 
揺れを抑える防振パッドを標準装備しています。
また、電子黒板をタッチする際の揺れ防止対策 
にも有効です。

防振パッド

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。

PSE
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市販ディスプレイの中でも最大クラスの100インチに対応
超大型ディスプレイを搭載、移動、昇降できるスタンド

超大型ディスプレイ用電動昇降装置付きスタンド

450,000 円

価格

型式 MH-7010　

外形寸法 W1160×H1280〜1930×D820mm　

質量 90kg

材質 / カラー スチール / ブラック

総耐荷重 130kg　（搭載ディスプレイ＋棚板＋カメラテーブル）

取付けピッチ VESA W200〜800×H200〜600mm

画面中心位置 1150〜1800mm　無段階

昇降ストローク 650mm

キャスター φ75mm×4　全輪ストッパー付き

棚板 W480×D250mm　5kgまで

収納部 W450×H480×D76mm　10kgまで

正面 側面 背面

SPEC

OPTIONS

MH-CT01・12,000円
テーブルサイズ 上部取付：W340×D230mm　3kgまで 

下部取付：W340×D（207mm-ディスプレイ厚み）　3kgまで
調整 高さ：無段階　 

前後：20mmピッチ4段階

テレビ会議システムで使用するカメラを載せるためのテーブルです。 
ディスプレイの上もしくは下に取付けることができ、用途に合わせて 
使い分けが可能です。

カメラテーブル

ディスプレイの上に取付けたイメージ ディスプレイの下に取付けたイメージ

搭載ディスプレイの目安

 130kg 70〜100 inchまで

この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャｰタｰ便サｰビス（ｐ.64）をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。

フレーム下部にSTBや再生機器を収納／保管
できるカギ付きのスペースがあります。機器へ 
のアクセスがしやすいように、背面パネルは 
着脱式です。

収納スペース
ディスプレイの背面にノートパソコンや 
再生機器を載せるための棚板があります。 
パソコンの操作や、動画の再生などで 
お使いいただけます。

棚板

Made in
JAPAN

組立
完成品

アンカー固定金具
スタンドを床に完全固定する金具です。
MS-AL21・8,000円



この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャｰタｰ便サｰビス（ｐ.64）をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。

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。

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
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MH-6070

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

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

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。

PSE
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。

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

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

電子黒板用電動昇降装置付きスタンド

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

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

チルト調整 なし

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

MH-CS01・12,000円
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

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です。

カメラスタンド

MH-ST01・7,000円
テーブルサイズ W425×D300mm　10kgまで　
※標準添付の棚板と排他取付となります。 
※ベルトは付属していません。

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
です。ベルト通し穴付きで、機器の固定もできます。　

ノート PC 用棚板

正面 側面 背面

SPEC

OPTIONS搭載ディスプレイの目安

80kg 60〜70 inchまで

Made in
JAPAN

組立
完成品

アンカー固定金具
スタンドを床に完全固定する金具です。
MS-AL21・8,000円

MS-CH02・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。

※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、実感いただけません。

ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

15
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MH-2655
リモコンで、テレビを搭載したまま400mmの高さ調整ができます。 
設置サイズは一般的なテレビスタンドのモニタワーレギュラーと同等です。
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。

3P4口のOAタップを標準添付しています。

OA タップ
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

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、 
高さ調整も工具なしで簡単

らくちん調整
高さを一番下げた状態にすることで、
テレビを高く持ち上げることなく 
より安全に取付けが可能

安全なテレビ取付け
テレビ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
テレビ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

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

リモコン
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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

電動昇降装置付きスタンド

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

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

チルト調整 なし

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

SPEC

OPTIONS

2 コセット

2 コセット

搭載ディスプレイの目安

50kg 26〜55 inchまで

この商品は組立完成品の状態でお届けする大型重量商品となります。
搬入まで対応可能なチャｰタｰ便サｰビス（ｐ.64）をご用意しておりますので、是非、ご利用ください。

Made in
JAPAN

組立
完成品

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。

PSE
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。

安全な転倒角度

アンカー固定金具
スタンドを床に完全固定する金具です。
MS-AL21・8,000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。

※床面が滑りやすい素材の場合、効果が期待、
　実感いただけません。

MS-CH02・2,500円

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62
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ムーブは最下段 1550mm 
スタンダードは最下段 1650mm

最上段の画面中心高さは 1950mm
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
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。

15
5

0
m

m

19
5

0
m

m

HP-ST01・6,000円
テーブルサイズ W505×D446mm　10kgまで　

DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な棚板です。

棚板

OPTIONS

2 コセット

ハイポジションスタンド

19

HM-4055 HS-4055

220,000 円

価格

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

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

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 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、安全に移動させる
ことができます。

電気用品安全法PSEマーク表示品

ネジ固定でテレビの高さ調整をするタイプです。
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。

側面 背面

SPEC

搭載ディスプレイの目安

30kg 40〜55 inchまで

搭載ディスプレイの目安

30kg 40〜55 inchまで

お客様
組立

Made in
JAPAN

アンカー固定金具
スタンドを床に完全固定する金具です。
MS-AL21・8,000円

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62
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MT-D30
少人数でのテレビ会議や社内ミーティング、商談スペースの 
テーブルサイドに置ける、少し小振りなテレビスタンド

ミーティング用ディスプレイスタンド

型式 MT-D30

外形寸法 W678×H1260×D641mm　

質量 18kg

材質 / カラー スチール / ブラック

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

カメラテーブル
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。
OP-CT01・10,000円
テーブルサイズ W270×D180mm　5kgまで　
調整 高さ：無段階　前後：25mmピッチ4段階

OP-SD01・8,000円

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。

OPTIONS

44,000円
価格

搭載ディスプレイの目安

30kg 32〜50 inchまで

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

正面 側面 背面

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、手軽にミーティング用
のテレビスタンドとしてご利用いただけます。

641mm

678mm

省スペース設置
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。

会議机

700
mm

最下段

1000
mm

人

1720
mm

最上段

1200
mm

テレビの高さ調整

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

SPEC

new
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OPTIONS

SPEC

ディスプレイを上下2段に設置できるスタンド

MT-M230
上下2面取付用スタンド

75,000 円

価格

型式 MT-M230　

外形寸法 W800×H1810.2×D750mm　

質量 33kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 1枚あたり30kg　（総耐荷重70kg ※オプション含む）

取付けピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

画面中心位置 〜1750mm　無段階

チルト調整 -3°/3°　（ディスプレイ角度微調整）

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

正面 側面 背面

搭載ディスプレイの目安

30kg×2 43〜55 inchまで 画面の角度を -3°〜3°の範囲でフリーポジ 
ションで微調整が可能です。ディスプレイ同士 
の画面角度にずれが生じている場合、傾きを 
微調整することでずれを解消できます。

ディスプレイ角度微調整

カメラテーブル W400
カメラを載せるテーブルです。
OP-CT01（VESA W400以下用）・10,000円
OP-CT02（VESA W400〜600用）・10,000円
テーブルサイズ W270×D180mm　5kgまで　
調整 高さ：無段階　前後：25mmピッチ4段階

SPEC

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
ロープライススタンド

36,000 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

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

正面 側面

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

搭載ディスプレイの目安

30kg 32〜55 inchまで

お客様
組立

Made in
JAPAN

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

棚板
DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利な棚板です。
OP-SM01・10,000円
テーブルサイズ W450×D340mm　10kgまで　
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壁寄せスタンド

25

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

フレーム内部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

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

壁寄せスタンドは壁際にテレビを設置することを可能にし、 
テレビを壁掛け設置しているように見せることができるテレビスタンドです。 
可能な限り薄型のフレームで、壁際で安全に自立できるように設計されています。

壁際で自立するスタンド

116mm

170mm

MT-W80側面イメージMW-3755側面イメージ

テレビを壁際に設置することで、空間を広く見せることができ、 
スペース効率を向上させます。

省スペース

壁に穴を開けたり、専門業者に工事を頼むことなく、壁掛けに 
近い感覚でテレビを配置することができ、賃貸の建物や店舗でも 
ご利用いただけます。

施工工事不要

SPEC
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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

MT-W80
大型ディスプレイ用壁寄せスタンド

68,000 円

価格

型式 MT-W80

外形寸法 W850×H1550×D550mm　

質量 36kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜800×H100〜400mm

画面中心位置 1200〜1500mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 なし

棚板 W505×D375mm　10kgまで

棚板高さ調整 100mmピッチ4段階

正面 側面

SPEC

OPTIONS搭載ディスプレイの目安

80kg 55〜70 inch まで
P.8〜9をご参照ください。

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

36,000 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

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

チルト調整 なし

正面 側面

SPEC

OPTIONS

MW-ST11・6,000円

テーブルサイズ W500×D320mm　10kgまで　

AV機器を搭載するのに便利なスチール製の棚板です。

棚板

搭載ディスプレイの目安

35kg 37〜55 inch まで

MW-AT11・15,000円

テーブルサイズ W500×D320mm　10kgまで　

オシャレな印象を演出するアクリル棚板です。

アクリル棚板

27

お客様
組立

Made in
JAPAN

お客様
組立

Made in
JAPAN

薄型収納ボックス
OP-BX02・26,000円

カメラテーブル
OP-CT01/OP-CT02・10,000円

キーボード棚板
OP-KB01・24,000円

揺れ防止金具
大型の電子黒板搭載時に揺れやたわみが 
気になる方に、防振金具をご用意しています。
MI-VP01・10,000円

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

転倒防止ワイヤー
MS-WR45・2,500円

棚板
OP-S01・8,000円
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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

BT-55

35,000 円

価格

外形寸法 W425×H529×D325mm　

質量 10.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

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°

搭載ディスプレイの目安

30kg 40〜55 inchまで

BT-32

33,000 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

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°

搭載ディスプレイの目安

20kg 32 inch 縦横設置可能42インチまで縦設置可能

BT-75

45,000 円

価格

外形寸法 W650×H535×D450mm　

質量 16kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜600×H100〜400mm

画面中心位置 450〜550mm　50mmピッチ3段階

チルト調整 なし

搭載ディスプレイの目安

60kg 58〜75 inchまで 横設置専用

SPEC

29

正面 側面 背面

フレーム内部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

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

OPTIONS
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・2,500円
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SPEC

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

68,000 円

価格

型式 OS-4055　

外形寸法 使用時：W810×H1485×D680mm

保管時：W810×H835×D420mm

質量 27kg

材質/カラー スチール/ブラック

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 75mm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

搭載ディスプレイの目安

30kg 40〜55 inchまで 縦横設置可能
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SPEC

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

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

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

正面 側面

角度調整用ノブ

背面

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

搭載ディスプレイの目安

40kg 32〜55 inchまで 42インチまで縦設置可能

Made in
JAPAN

組立
完成品

Made in
JAPAN

組立
完成品

ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイ取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62
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Digital Signage Stands

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。 

デジタルサイネージスタンド
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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 TYPE

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 TYPE

4.
カタログが収納できるカタログタイプ
DS-S15とDS-S30のみ

CATALOG TYPE

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 TYPE

SPEC

34

DS-S

DS-S15
15kgまでのディスプレイに対応

DS-S30
30kgまでのディスプレイに対応

DS-S45
45kgまでのディスプレイに対応

×× ××SIZE COLOR TYPE

ディスプレイの重さからスタンドのサイズを選べるように、15kgまで、30kgまで、45kgまでの3サイズをご用意しました。 
全サイズに、ミニマム、エコノミー、フルスペックの3タイプをご用意し、15kg、30kgまでの機種には、カタログタイプが
追加されました。カラーは従来通りブラックとホワイトの2色から選択することができます。

デジタルサイネージスタンド

パイプ背面のケーブル通し穴からケーブルを 
パイプの中に通し、背面パネル内のスペースに 
ケーブルを収納することができます。 
※ミニマムタイプにはケーブル収納部はありません。

ケーブル収納部
ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの 
小型の機器を収納することができるスペースを
新たに設けました。 
収納物が大きな場合は、機器収納ボックス付き 
のフルスペックタイプがオススメです。

STB収納スペース

共通スペック

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

画面中心高さ 1100〜1300mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 -10°/ -5°/ 0°

キャスター φ50mm×4　後輪ストッパー付き

Black White

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62
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15kgまでの小型・中型ディスプレイに対応

DS-S15
デジタルサイネージスタンド

SPEC

搭載ディスプレイの目安

15kg 32〜 42 inch まで

1. MINIMUM TYPE 2. ECONOMY TYPE 3. FULL SPEC TYPE 4. CATALOG TYPE

価格 40,000 円 50,000 円 60,000 円 70,000 円

型式
黒：DS-S15B1　 
白：DS-S15W1

黒：DS-S15B2　 
白：DS-S15W2

黒：DS-S15B3　 
白：DS-S15W3

黒：DS-S15B4　 
白：DS-S15W4

質量 23kg 30kg 34kg 31kg

外形寸法 W600×H1327×D600mm W600×H1327×D600mm W600×H1327×D600mm W600×H1327×D600mm

取付けピッチ VESA W100〜300mm 
          H100〜300mm

VESA W100〜300mm 
          H100〜300mm

VESA W100〜300mm 
          H100〜300mm

VESA W100〜300mm 
          H100〜300mm

縦横設置可能 縦横設置可能 縦横設置可能 横設置専用

STB収納部 W250×H180×D75mm W250×H180×D75mm W250×H180×D75mm W250×H180×D75mm

収納部 - - W380×H125×D292mm -

カタログ収納部 - - - A4タテ 1列3段　 
A4三つ折り 2列3段

36

DS-S Made in
JAPAN

組立
完成品

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 4. カタログタイプ



45kgまでの大型ディスプレイに対応

DS-S45
デジタルサイネージスタンド

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

価格 55,000 円 65,000 円 75,000 円

型式
黒：DS-S45B1　 
白：DS-S45W1

黒：DS-S45B2　 
白：DS-S45W2

黒：DS-S45B3　 
白：DS-S45W3

質量 30kg 39kg 43kg

外形寸法 W700×H1302×D700mm W700×H1302×D700mm W700×H1302×D700mm

取付けピッチ VESA W100〜600mm 
          H100〜400mm

VESA W100〜600mm 
          H100〜400mm

VESA W100〜600mm 
          H100〜400mm

縦横設置可能 縦横設置可能 縦横設置可能

STB収納部 W420×H180×D75mm W420×H180×D75mm W420×H180×D75mm

収納部 - - W380×H125×D292mm

カタログ収納部 - - -

SPEC

39

搭載ディスプレイの目安

45kg 58〜65 inch まで

38

30kgまでの中型ディスプレイに対応

DS-S30
デジタルサイネージスタンド

1. MINIMUM TYPE 2. ECONOMY TYPE 3. FULL SPEC TYPE 4. CATALOG TYPE

価格 45,000 円 55,000 円 65,000 円 75,000 円

型式
黒：DS-S30B1　 
白：DS-S30W1

黒：DS-S30B2　 
白：DS-S30W2

黒：DS-S30B3　 
白：DS-S30W3

黒：DS-S30B4　 
白：DS-S30W4

質量 27kg 35kg 39kg 36kg

外形寸法 W650×H1302×D650mm W650×H1302×D650mm W650×H1302×D650mm W650×H1302×D650mm

取付けピッチ VESA W100〜500mm 
          H100〜400mm

VESA W100〜500mm 
          H100〜400mm

VESA W100〜500mm 
          H100〜400mm

VESA W100〜500mm 
          H100〜400mm

縦横設置可能 縦横設置可能 縦横設置可能 横設置専用

STB収納部 W340×H180×D75mm W340×H180×D75mm W340×H180×D75mm W340×H180×D75mm

収納部 - - W380×H125×D292mm -

カタログ収納部 - - - A4タテ 1列3段　 
A4三つ折り 3列3段

SPEC

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4. カタログタイプ

搭載ディスプレイの目安

30kg 43〜55 inch まで

Made in
JAPAN

組立
完成品

お客様
組立

Made in
JAPAN
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SPEC

タッチディスプレイ専用の移動式スタンド 
インバウンドに対応した多言語コンテンツや施設案内などの 
タッチインフォメーションに最適

DST-55
iTouch スタンド

正面正面 側面側面 背面背面

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

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°

収納部 W390×H125×D410mm　10kgまで

キャスター φ50mm×4　ストッパーなし

アジャスター 標準装備

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 
アジャスターを装備しています。

揺れにくい構造搭載ディスプレイの目安

40kg 32〜55 inchまで 縦横設置可能
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SPEC

80,000 円

価格

型式 DS-S60B

外形寸法 W700×H1361×D700mm　

質量 40kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜600×H100〜600mm

画面中心位置 1100〜1300mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 なし

収納部 W576×H88×D259mm　10kgまで

キャスター Φ50mm　全輪ストッパー付き

80インチまでの大型ディスプレイに対応

DS-S60B
大型デジタルサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

60kg 65〜80 inchまで 縦横設置可能

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

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°

収納部 W390×H125×D410mm　10kgまで

キャスター φ50mm×4　ストッパーなし

アジャスター 標準装備

ケーブルをパイプの中へ通すことができます。
バラつく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。

ケーブル通し穴 搭載ディスプレイの目安

40kg 32〜55 inchまで 縦横設置可能

ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。 
カギ付きでいたずらや盗難防止に効果があります。
また、ボックスの蓋には放熱孔を設けています。

STB収納スペース

収納ボックス内部イメージ

カギ付き

Made in
JAPAN

組立
完成品

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62
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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 
持ち上げるだけで、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

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

レバー解除

固定用マグネット

開閉ストッパーロック時

SPEC

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

機器固定金具 W500×H1040×D540m　
有効寸法 DSE-32　W340×H230×D50mm

DSE-50　W440×H230×D50mm
耐荷重 5kg

DSE

DSE-32 DSE-50

30,000 円

価格

32,000 円

価格

外形寸法 使用時：W400×H940×D491mm　

保管時：W400×H982×D136mm

質量 6.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜200×H100〜200mm

画面中心位置 800mm

画面角度 18°

キャスター φ40mm×2　ストッパーなし

外形寸法 使用時：W500×H1040×D540mm　

保管時：W500×H1088×D136mm

質量 7.6kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W200〜400×H200〜400mm

画面中心位置 850mm

画面角度 18°

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

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

搭載ディスプレイの目安

10kg 32inch 縦横設置可能

搭載ディスプレイの目安

20kg 40〜50 inchまで 縦横設置可能

43

Made in
JAPAN

組立
完成品
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ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

SPEC

壁際に貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドでありながら、
キャスター付きで移動が可能

DS-WS45
移動式壁寄せデジタルサイネージスタンド

75,000 円

価格

型式 DS-WS45　

外形寸法 W700×H1420×D500mm（拡張時：D660mm）

質量 30kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W200〜500×H200〜400mm

画面中心位置 1200〜1400mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 なし

収納部1 W200×H200×D65mm　5kgまで

収納部2 W300×H170×D60mm　2kgまで

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

補助キャスター φ40mm×2　ストッパーなし

搭載ディスプレイの目安

45kg 43〜65 inchまで 縦横設置可能

拡張脚

正面 背面 側面

176mm

お客様
組立

Made in
JAPAN

拡張脚には補助キャスターが付いているので、安定した移動が可能です。
拡張脚はベース内部に収納できるので、スタンドを壁にピッタリ寄せて 
設置することができます。

拡張脚

フレーム下部とマウントプレート背面の2箇所にSTB収納スペースが 
あります。

STB収納スペース

収納部 1：フレーム下部 収納部 2：マウントプレート背面

SPEC

究極の少スペースデジタルサイネージ 
壁際に貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンド

DS-W45
壁寄せデジタルサイネージスタンド

55,000 円

価格

型式 黒：DS-W45B　白：DS-W45W　

外形寸法 W600×H1350×D420mm　

質量 24kg

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

取付けピッチ VESA W200〜500×H200〜400mm

画面中心位置 1150〜1350mm　100mmピッチ3段階

チルト調整 なし

収納部 W200×H200×D65mm　5kgまで

搭載ディスプレイの目安

45kg 43〜65 inchまで 縦横設置可能

正面 側面

116mm

お客様
組立

Made in
JAPAN

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

4-φ12.5mm
アンカー固定穴
 （M10対応）

500mm

32
0m
m

アンカー穴位置

new new
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ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

足元すっきりな自立型ディスプレイスタンド 
65インチまでの大型ディスプレイに対応

DS-F45
フラットベーススタンド

65,000 円

価格

正面 側面 背面

SPEC

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

ディスプレイ背面側にSTBやリモコンなどの 
小型の機器を収納することができるスペース 
があります。

STB 収納スペース型式 DS-F45　

外形寸法 W700×H1415×D620mm　

質量 27kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜500×H100〜400mm

画面中心位置 1150〜1450mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/ 5°

収納部 W270×H210×D50mm　5kgまで　

搭載ディスプレイの目安

45kg 43〜65 inchまで 縦横設置可能 スタンド単体で自立することができます。アンカー穴が付いているので、 
床面に完全固定することも可能です。
キャスターのないフラットなベースなので、人が多く集まる場所への設置 
に最適です。

自立型スタンド

お客様
組立

Made in
JAPAN

画面センター目安1900mmで壁際に設置可能 
コンパクトでフラットなベース

DS-HW20
省スペースハイポジションスタンド

型式 黒：DS-HW20B　白：DS-HW20W　

外形寸法 W550×H1906×D410mm

ベース寸法 W550×D410mm　2分割　16kg

質量 40kg

材質 / カラー スチール / ブラック、ホワイト

総耐荷重 20kg　（搭載ディスプレイ＋収納部）

取付けピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

画面中心位置 1600〜1900mm　100mmピッチ4段階

チルト調整 0°/ 5°/ 10°

収納部 ディスプレイ背面 W300×H205×D50mm

下部フレーム　　 W290×H320×D70mm

正面 側面

SPEC

150mm

ディスプレイ背面と下部フレームに、機器収納スペースを2箇所ご用意 
しています。

機器収納スペース

画
面

セ
ン

タ
ー

目
安

 最
上

段
19

0
0

m
m

85,000円
価格

搭載ディスプレイの目安搭載ディスプレイの目安

20kg 32〜55 inchまで

ディスプレイ背面壁側とベースにアンカー固定穴をご用意。

ディスプレイの揺れ軽減＆安定性向上のために、壁当て用アジャスター  
 （壁設置面フェルト素材）の併用が可能。 
  ※ベースアンカー穴利用時のみ

ベース床設置面は設置安定性と床面傷防止を考慮し、φ40mmの 
  ゴム板を8コ装備。

安全面の配慮

94mm 25mm

16-φ6 ×12mm 長丸
アンカー固定穴

10
0m
m

ディスプレイ背面壁側アンカー穴位置

500mm

4-φ13mm
アンカー固定穴
 （M10対応）

26
0m
m

ベースアンカー穴位置

本製品は、通常使用時に転倒しにくいように転倒角度15°以上で設計された製品です。ただし、 
自立型の製品のため、地震などの揺れで転倒する可能性がありますので、専門業者様による 
適切なアンカー固定を必ず行ってください。

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

new
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65インチまでの大型ディスプレイを前後両面に搭載可能

DSX-R4765
両面サイネージスタンド

型式 DSX-R4765

外形寸法 W700×H1360×D750mm　

質量 39kg

材質 / カラー スチール / ブラック

耐荷重 最大70kg　（片面35kg×2）

取付けピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

画面中心高さ 900〜1300mm　100mmピッチ5段階

チルト調整 なし

収納部 W480×H91×D457mm　10kgまで

キャスター φ50mm×4　全輪ストッパー付き

ベース部分に再生機器やケーブルを収納できるスペースがあります。
カギ付きなので、イタズラや盗難防止に効果があります。
また、ボックスの蓋には放熱孔を設けています。

機器収納ボックス

縦長コンテンツ用の省スペースなディスプレイ 
縦配置に加え、横長コンテンツ用にディスプレイ 
を横向きでも配置することができます。

ディスプレイ縦横配置

正面 側面

72,000 円

価格

カギ付き 収納ボックス内部イメージ

35kg×2 47〜65 inch まで 縦横設置可能

搭載ディスプレイの目安

48

SPEC

お客様
組立

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62

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

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

取付けピッチ VESA W200〜400×H200〜400mm

画面中心高さ 1250mm

チルト調整 なし

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

設置場所の電源コンセントの位置に応じて、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

搭載ディスプレイの目安

30kg 50, 55 inch 縦設置専用

お客様
組立

Made in
JAPAN
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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

DSW-S55

51

55,000 円

価格

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

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 なし

設置条件 アンカー固定：M10対応　（据え置き・自立不可）

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

ウィンドウサイネージスタンド

搭載ディスプレイの目安

30kg 40〜55 inchまで 縦横設置可能

正面 側面 背面

お客様
組立

Made in
JAPAN

OPTIONS
STB収納ボックス
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
DS-BX01・10,000円
サイズ W340×H300×D80mm　3.9kg　
収納部 W331×H259×D76mm　5kgまで

カギ付き

アンカー固定をすることで、窓にスタンドを違和感なく寄せて設置する
ことが可能になります。

窓際での使用に特化

SPEC

450mm

4-φ12.5mm
アンカーボルト固定穴
 （M10対応）

20
0m
m

アンカー穴位置

ディスプレイ設置前に、専門業者様によるアンカー固定を行う必要が 
あります。また、デコボコしているアンカー固定部分は、ベースカバーで
覆い隠すことができます。

アンカー固定専用

ベースカバーを外したイメージ ベースカバーを取付けたイメージ
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TV Wall Mounts

エスディエスの壁掛け金具はアイデアがいっぱい。
壁への負担を軽減する超軽量のアルミ製や、屋外設置に対応したステンレス製等、素材自体から、 
壁掛け金具の『あるべき姿』を追及しました。
その他にも、ＡＶ機器やＳＴＢを収納するスペースを設けてみたり、安価にご購入いただけるように 
５個入りパッケージにしてみたりと、オンリーワンのサービスが満載。
是非、他社製品と比較された上で、ご購入下さい。

壁掛け金具

53
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STBの置き場を確保
壁掛け金具に収納ユニットが付いているので、STB等の通信機器や 
周辺機器の置き場に困ることがありません。 
また、薄型設計で壁に寄せてディスプレイを設置できるので、壁との 
一体感を損ないません。 
収納ユニットは機器の電源の入り切りがしやすいように、スライド機構
になっています。
※収納ユニットの左右入れ替え可能

収納ユニット

壁掛け金具

SPEC

30,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

30kg 32〜55 inchまで

WM-T30-440P

外形寸法 W412×H420×D80mm　

質量 6.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

取付けネジ M4〜M6

チルト調整 0° / 5° 　　　

STB収納部 W260×H208×D50mm　5kgまで

ディスプレイを縦設置にしても金具がはみ出ない

壁掛けプラス 縦設置対応タイプ

35,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

45kg 43〜60 inchまで

WM-T45-440P

外形寸法 W750×H440×D90mm　

質量 7.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

取付けネジ M6〜M8

チルト調整 0° / 3° / 6° / 9° / 12°　　　　

STB収納部 W212×H248×D50mm　5kgまで

ストローク 229mm

45kgまでのディスプレイに対応

壁掛けプラス スタンダード

35,000 円

価格

搭載ディスプレイの目安

80kg 65〜85 inchまで

WM-S80-860P

外形寸法 W1160×H640×D70mm　

質量 9.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付けピッチ VESA W200〜800×H200〜600mm

取付けネジ M6〜M8

チルト調整 なし

STB収納部 W240×H240×D50mm　5kgまで

ストローク 229mm

80kgまでの大型ディスプレイに対応

壁掛けプラス ラージ

OP-WS10・8,000円
テーブルサイズ W580×D350mm　10kgまで　

OP-WS20・20,000円
天井部サイズ W620×D290mm　5kgまで　
キーボード部 W580×D250mm　5kgまで

壁面に直接取り付けることができるワイドサイズの棚板です。 
DVDなどの周辺機器を搭載するのに便利です。

壁掛け棚板

OPTIONS

壁掛けキーボード収納台
壁に直接取り付けるスラ イド式棚板 です。 
キーボードとマウスを収納でき、操作も可能です。

壁掛けプラス Made in
JAPAN

縦横設置可能

ディスプレイ取付金具にロック機構があります。マウントプレートに引っ
掛けるだけでディスプレイがロックされ、上下に動かなくなります。ワン
タッチで大きなディスプレイの着脱が可能です。

ディスプレイ ワンタッチ着脱

new new



WFシリーズの壁掛け金具は全て5個入りのセット販売品です。
※壁掛けプラスとステンレス壁掛け金具は単品売りになります。

1セット ＝ 5個入り

商品形態

壁掛け金具 
5個

1セット

56

WF

57

簡単に設置ができ、角度の微調整が可能

外形寸法 W260×H250×D35mm

質量 2.0kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付ピッチ VESA：W100〜200×H100〜200 mm

チルト調整 0° / 4°　

価格 35,000円　（1個あたり7，000円）

商品形態 5個入り

WF01-200
SPEC

簡易モデル

30 30mm

φ9mm

57 5743 43

21
.5
m
m

10
0m
m

10
0m
m

25
m
m

170mm

17
0m
m

40
m
m

アンカー位置

搭載ディスプレイの目安

25kg 〜 43 inchまで

Made in
JAPAN
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WF
目線の高さにディスプレイを設置する際に最適

角度固定モデル

外形寸法 W460×H275×D50mm

質量 3.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付ピッチ VESA：W100〜400×H100〜400 mm

チルト調整 なし

価格 55,000円　（1個あたり11，000円）

商品形態 5個入り

WF02-400

外形寸法 W360×H275×D50mm

質量 2.9kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付ピッチ VESA：W100〜300×H100〜300 mm

チルト調整 なし

価格 45,000円　（1個あたり9，000円）

商品形態 5個入り

WF02-300
SPEC

φ9mm

57 57mm98 98
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57 57mm57 48 48 5743 43
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アンカー位置 アンカー位置

搭載ディスプレイの目安

25kg 〜 43 inchまで

搭載ディスプレイの目安

30kg 〜55 inchまで

SPEC

上下両方向のチルト調整が可能なので、高い位置にも低い位置にも取付可能

角度調整モデル
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外形寸法 W460×H275×D80mm

質量 5.0kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付ピッチ VESA：W100〜400×H100〜400 mm

チルト調整 12°〜 -5°

価格 70,000円　（1個あたり14，000円）

商品形態 5個入り

WF03-400

外形寸法 W360×H275×D80mm

質量 4.5kg

材質 / カラー スチール / ブラック

取付ピッチ VESA：W100〜300×H100〜300 mm

チルト調整 12°〜 -5°

価格 55,000円　（1個あたり11，000円）

商品形態 5個入り

WF03-300

φ9mm

57 57mm98 98
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アンカー位置 アンカー位置

搭載ディスプレイの目安

25kg 〜 43 inchまで

搭載ディスプレイの目安

30kg 〜55 inchまで

Made in
JAPAN

ディスプレイの回転ユニットを共通オプションとしてご用意しています。 P.62 ディスプレイの回転ユニットと取付金具を共通オプションとしてご用意しています。 P.62



ステンレス壁掛け金具
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目線の高さにディスプレイを設置する際に最適

ステンレス製角度固定モデル

SPEC

φ9mm

57 57mm98 98
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アンカー位置 アンカー位置

外形寸法 W480×H275×D50mm

質量 3.0kg

材質 SUS　HL仕上げ

取付ピッチ VESA：W100〜400×H100〜400 mm

チルト調整 なし

価格 75,000円

商品形態 1個

外形寸法 W380×H275×D50mm

質量 2.5kg

材質 SUS　HL仕上げ

取付ピッチ VESA：W100〜300×H100〜300 mm

チルト調整 なし

価格 70,000円

商品形態 1個

搭載ディスプレイの目安

60kg 〜 43 inchまで

搭載ディスプレイの目安

60kg 〜55 inchまで

SPEC

下方向のチルト調整が可能なので、高い位置にも取付可能

ステンレス製角度調整モデル
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φ9mm

57 57mm98 98
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アンカー位置 アンカー位置

外形寸法 W480×H275×D80mm

質量 4.4kg

材質 SUS　HL仕上げ

取付ピッチ VESA：W100〜400×H100〜400 mm

チルト調整 0°/6°/12°

価格 85,000円

商品形態 1個

外形寸法 W380×H275×D80mm

質量 3.8kg

材質 SUS　HL仕上げ

取付ピッチ VESA：W100〜300×H100〜300 mm

チルト調整 0°/6°/12°

価格 80,000円

商品形態 1個

搭載ディスプレイの目安

60kg 〜 43 inchまで

搭載ディスプレイの目安

60kg 〜55 inchまで

SWF-S60-400SWF-S60-300 SWF-T60-400SWF-T60-300

Made in
JAPAN



サイズ W40×H620×D82mm　1.3kg×2

取付ピッチ VESA H100〜600mm

価格 7,000円

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

ディスプレイ取付金具4

OP-DB681

OPTIONS
対象型式をご確認ください。

サイズ W425×H420×D78mm　5kg

ディスプレイサイズ スタンド本体に準拠（40〜55インチ）

耐荷重 30kg

30kg未満の機種はその機種の耐荷重を参照

取付ピッチ VESA W100〜400×H100〜400mm

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（反時計回り）

価格 40,000円

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　40〜55インチ用1

OP-TU11

サイズ W650×H420×D78mm　6kg

ディスプレイサイズ スタンド本体に準拠（55〜75インチ）

耐荷重 45kg

取付ピッチ VESA W100〜400×H300〜600mm

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（反時計回り）

価格 45,000円

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　55〜75インチ用2

OP-TU21
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搭載可能スタンド 1 OP-TU11 2 OP-TU21 3 OP-DB481 4 OP-DB681 5 OP-DB441 6 OP-DB641 ページ

MT-S50 30kgまで 44kgまで ○ ○ × × 7

MT-S100 30kgまで 45kgまで ○ ○ × × 7

MI-4870 × × ○ ○ × × 10

XT-4055 30kgまで 44kgまで ○ ○ × × 11

MH-6070 × × × × ○ ○ 15

MH-2655 30kgまで 44kgまで ○ ○ × × 17

HM-4055 25kgまで 24kgまで ○ ○ × × 19

HS-4055 25kgまで 24kgまで ○ ○ × × 19

MT-D30 25kgまで × ○ ○ × × 21

MT-M230 × × ○ ○ × × 22

LPS-K55 × × ○ ○ × × 23

MT-W80 30kgまで 45kgまで ○ ○ × × 26

MW-3755 30kgまで 29kgまで ○ ○ × × 27

BT-75 × × × × ○ ○ 28

BT-55 × × × × ○ ○ 28

ML-3255 × × ○ ○ × × 30

OS-4055 × × ○ ○ × × 31

DS-S15B /  DS-S15W 10kgまで × × × × × 37

DS-S30B /  DS-S30W 25kgまで 24kgまで × × ○ ○ 38

DS-S45B /  DS-S45W 30kgまで 39kgまで ○ ○ × × 39

DS-S60B 30kgまで 45kgまで × × ○ ○ 40

DS-W45B / DS-W45W 30kgまで 39kgまで × × ○ ○ 44

DS-WS45 30kgまで 39kgまで × × ○ ○ 45

DS-HW20B / DS-HW20W 15kgまで × × × ○ ○ 46

DS-F45 30kgまで 39kgまで × × ○ ○ 47

DSX-R4765 30kgまで 29kgまで ○ ○ × × 49

WF02-300 20kgまで × × × × × 58

WF02-400 25kgまで 24kgまで × × ○ ○ 58
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外形寸法 W40×H620×D47mm　1kg×2

取付ピッチ VESA H100〜600mm

価格 7,000円

VESA H600mmまでに対応したディスプレイ取付金具

ディスプレイ取付金具（薄型）6

OP-DB641

サイズ W40×H420×D82mm　1kg×2

取付ピッチ VESA H100〜400mm

価格 6,000円

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

ディスプレイ取付金具3

OP-DB481

外形寸法 W40×H420×D47mm　0.7kg×2

取付ピッチ VESA H100〜400mm

価格 6,000円

VESA H400mmまでに対応したディスプレイ取付金具

ディスプレイ取付金具（薄型）5

OP-DB441

Made in
JAPAN

・ 記載されている質量は搭載できるディスプレイの最大質量です。
・VESAがセンターに配置されていないディスプレイは搭載不可の機種もあります。
・ 40インチ以下のディスプレイの場合、取付金具がはみ出す場合があります。
・スタンドに付属しているディスプレイ標準取付金具と排他取付になります。

上記についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせください。

注意事項 縦横回転ユニット（ 1 OP-U11、2 OP-TU21）について

共通オプション 対応一覧
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Information

・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（梱包材を含む梱包荷姿重量が約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ので、お手伝いいただくことがあります。 
・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。

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）

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

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

5 4 3 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
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Amazonにて、SDS商品をご購入いただけます。 
https://www.amazon.co.jp/sds_monitower

SDS ダイレクトショップアマゾン店

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
取扱説明書のPDFファイルを 
ダウンロードできます。

取扱説明書のダウンロード

組立説明書のPDFファイルを 
ダウンロードできます。

組立説明書のダウンロード
商品画像をダウンロードできます。

画像データの入手

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

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。 
https://sds-members.jp/

SDS Members

交換用のキャスターをご用意しています。

保守部品

交換用キャスター　ストッパーあり

FMP-CA-MT01

5,000 円

価格

ストッパーあり×2コ、ストッパーなし×2コ

交換用キャスターセット

FMP-CA-MT-S

20,000 円

価格

1コ 1コ

交換用キャスター　ストッパーなし

FMP-CA-MT02

5,000 円

価格

最新情報はインターネットが便利

搭載可能スタンド ページ

MT-S50 7

MT-S100 7

MI-4870 10

MH-6070 15

MH-2655 17

HM-4055 19

HS-4055 19

www.world-sds.co.jp/furniture

検索モニタワー

購入方法
SDS アマゾン店で 
購入できます。

SDS アマゾン店

SDS ファニチャー

出荷形態をご確認ください。

出荷形態について

・重量物のため配送時の荷卸しには十分注意して下さい。  
  別途費用にて、配送プランを承ります。

このマークが付いた製品は組立完成品でお届けいたします。

・お客様での組立作業が必要です。
・組立に必要なネジや工具はすべて添付しています。

このマークが付いた製品はノックダウン方式でお届けとなります。

ノックダウン方式お客様
組立

Made in
JAPAN完成品出荷Made in

JAPAN
組立
完成品

2019年7月22日より、RoHS指令の対象物質が6物質から10物質へ適応が拡大されました。

RoHS指令対応表記について

10物質に対応Made in
JAPAN

組立
完成品

製造国について
本カタログの製品はすべて「製造国：日本（MADA IN JAPAN）」です。Made in

JAPAN
組立
完成品


