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報道各位                               2012 年 2 月 2 日 

 

 

ホームシアター用掛図スクリーン 

オーエスプラス e から新登場!! 
 

株式会社オーエスプラス e（本社：東京、代表：奥村正之）は、ホームシアターへのエントリーモデ

ル、手巻き式のプロジェクタースクリーン「SMH」を本日より新発売いたします。従来の弊社掛図タ

イプ“MT”の後継機として、ラインナップを新たにした製品です。 

プロジェクターの価格が下がり、大画面のホームシアターが手頃なものとなってきたと同時に、お手

軽ホームシアター用スクリーンの需要が増えてきました。また工事の出来ないマンションや賃貸住宅

等でも、同様にホームシアターを導入したいという声を聞きます。 

そこでオーエスプラス e では、旧製品を見直し新たな掛図ラインナップとして SMH を新発売いたし

ます。SMH には黒マスク付きの HD（16:9）タイプ“HM”と、マスク無し HD ベースの“HN”の 2

タイプがあります。SMH は壁面のフック等に引っ掛けて巻き下ろすだけで準備ができ、片付ける時

も手で巻き上げるだけの簡単収納で、工事も不要です。また、最も重い機種でも約 3.6kg の質量で、

どこにでも持ち運びが簡単です。サイズは 60 型から 120 型までの 2 タイプ 6 機種です。 

幕面はホワイト（WG）を採用。視聴するポジションを選ばず、どこでも均質な映像を確保する拡散

型の光学特性を持つ、使いやすいスクリーン生地です。 

 

商品名：オーエススクリーン 掛図スクリーン SMH シリーズ 

希望小売価格：13,650 円（SMH-060HN）〜57,750 円（SMH-120HM）税込価格 

発売日： 2012 年 2 月 2 日(木) 

新製品ニュース 

写真上：SMH-100HM 黒マスク付きタイプ 

写真右：SMH-100HN 黒マスク無しタイプ 
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≪SMH の主な特長≫ 

・ 上パイプと下パイプだけの簡単構造で軽量なため、設置・収納が簡単で持ち運びも楽。 

・ 映画コンテンツで最も多い HD(16:9)アスペクト比を採用。 

・ 映像を締める黒マスク付きと、汎用性の高い全白（マスク無し）の 2 タイプ。 

・ 全方向から均一な映像が視聴可能な拡散型ホワイト生地（WG）を採用。 

・ 持ち運びに便利で、埃から幕面を守る収納ケースを用意。（別売） 

※スクリーンを取り付ける壁フックは付属していません。 

≪黒マスク付き SMH-HM の主な仕様≫ 

黒マスクが映像を引き締めます。 

 

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 

操

作 
型式 

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ

W×H(mm) 

全長 

mm 

全高 

mm 

マスク

幅 mm

製品質量 

kg 

価格 

（税込）円

SMH-080HM 1771×996 1971 1186 50 2.3 30,450

SMH-100HM 2214×1245 2414 1435 50 3.0 42,000

HD 

(16:9) 手
巻 

SMH-120HM 2657×1494 2857 1684 50 3.9 57,750

 

≪全白・黒マスク無し SMH-HN の主な仕様≫ 

HM のマスクを無くし全面を白い生地にした、各種アスペクトに柔軟に対応する、汎用性の高いスクリ

ーンです。 

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 
操

作 
型式 

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞ

W×H(mm) 

全長 

mm 

全高 

mm 
マスク

製品質量 

kg 

価格 

（税込）円

SMH-060HN 1428×847 1528 937 1.6 13,650

SMH-080HN 1871×1096 1971 1186 2.3 15,750

HD 

(16:9) 手
巻 

SMH-100HN 2314×1345 2414 1435 

無し 

3.0 22,050

 

 

 

≪オプション SMH 専用収納バッグ S-S≫ 

 

・ スクリーンを埃や傷から守ります。 

・ 持ち運びが楽になります。 

 

型式 サイズ W×D(mm) 適用機種 製品質量 kg 材質 
価格 

（税込）円

S-S18 1800×130 060HN 0.07 2,310

S-S23 2300×130 080HM(HN) 0.09 2,625

S-S27 2700×130 100HM(HN) 0.10 2,940

S-S31 3100×130 120HM 0.12 

ナ
イ
ロ
ン 

3,150
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≪本件に関するお問い合わせ≫ 

株式会社オーエスプラス e 本社：〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18 

コンタクトセンター 

電話：フリーダイヤル  0120-380-495  ＦＡＸ：フリーダイヤル 0120-380-496 

E-mail info@os-worldwide.com 

 

≪本ニュースに関するお問合せ先・ニュース発信者≫ 

株式会社オーエス  本部：〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18 

マーケティンググループ 藤枝 昭   

TEL.03-3629-5356 FAX.03-5697-0990 E-mail a.fujieda@os-worldwide.com 

 

 

株式会社オーエスプラス e 会社概要 

名称：株式会社オーエスプラス e  

本社：東京都足立区綾瀬 3-25-18 

創業：2000 年 10 月 

資本金：1000 万円 

代表者：代表取締役 奥村正之 

事業内容： 

2000 年 10 月 12 日創業以来、日本市場に「家庭で映画を」と言う、ホームシアター文化を提案･構築。

社名変更を機に、ホームシアターに留まらず、更に映像文化に関する幅広い取り組みを推進し、業績

拡大を目指す。オーエスグループの中でも、最もエンドユーザーに近い企業として、グループ全体の

スローガンである「キモチをカタチに」の実現を目指す。 

≪㈱オーエスプラス e 関連企業≫ 

株式会社オーエスエム 本社：兵庫県宍粟市    http://jp.os-worldwide.com/osm/ 

株式会社オーエス沖縄黒板 本社：沖縄県中頭郡  http://jp.os-worldwide.com/osb/ 

OSI CO., LTD.（Hong Kong）           http://hk.os-worldwide.com/ 

喜摩租賃(北京)有限公司：中華人民共和国      http://www.cima-net.cn/OS/os_index.html 

 

≪日本総販売代理店≫ 

OPTOMA 社(台湾)／ 世界初のポケットプロジェクターを発表した DLP プロジェクターメーカー 

Vogel’s 社（イタリア）／フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー 

SCREEN RESEARCH 社（イタリア）／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーンメーカー 

AV Stumpfl（オーストラリア）／画像処理技術で世界的に定評あるメーカー 

EASTONE 社(日本)／国産唯一の THX 認定スクリーン、eco スクリーンを開発する国内メーカー 

 


