
 　　　　　

SEP-080VM SEP-100VM SEP-120VM

80 100 120

1626×1219 2032×1524 2438×1829

381 526 221

10.8 12.9 14.7

1966×1820×122 2372×2270×122 2778×2270×122

AL-220EX AL-260EX AL-300EX

2200×200×200 2600×200×200 3000×200×200

SEP-080HM SEP-100HM SEP-120HM

80 100 120

1771×996 2214×1245 2657×1494

1054 805 556

11.8 13.7 15.6

2111×2270×122 2554×2270×122 2997×2270×122

AL-240EX AL-280EX AL-320EX

2400×200×200 2800×200×200 3200×200×200

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

　※　寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

電動スクリーン　Pセレクション

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 NTSCタイプ(4：3)

生地 WG103

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

定格電圧 AC100V　50Hz　/　60Hz

定格電流 0.96A

昇降速度(mm/sec) 50Hz：66 ・ 60Hz:79

主材質
アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他

樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

操作スイッチ　 選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

回路ボックス 選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

ブラケット スライディングブラケット

標準付属品
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

適用アルミボックス

適用ボックス内寸法(mm)

オプション
サイドブラケット(S-M2)

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

備考 RoHS対応品

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 HDタイプ(16：9)

生地 WG103/WF801

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

定格電圧 AC100V　50Hz　/　60Hz

定格電流 0.96A

昇降速度(mm/sec) 50Hz：66 ・ 60Hz:79

主材質
アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他

樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

操作スイッチ　 選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

回路ボックス 選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

ブラケット スライディングブラケット

標準付属品
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

適用アルミボックス

適用ボックス内寸法(mm)

オプション
サイドブラケット(S-M2)

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

備考 RoHS対応品

製品仕様表



 　　　　　

SEP-080WM SEP-100WM SEP-120WM

82 102 123

1771×1107 2214×1384 2657×1661

493 666 389

11.4 13.7 15.6

2111×1820×122 2554×2270×122 2997×2270×122

AL-240EX AL-280EX AL-320EX

2400×200×200 2800×200×200 3200×200×200

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

　※　寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

電動スクリーン　Pセレクション

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比 WXGAタイプ(16：10)

生地 WG103/WF801

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

定格電圧 AC100V　50Hz　/　60Hz

定格電流 0.96A

昇降速度(mm/sec) 50Hz：66 ・ 60Hz:79

主材質
アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他

樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

操作スイッチ　 選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

回路ボックス 選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

ブラケット スライディングブラケット

標準付属品
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

適用アルミボックス

適用ボックス内寸法(mm)

オプション
サイドブラケット(S-M2)

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

備考 RoHS対応品

製品仕様表



 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

SEP-150VM

150

NTSCタイプ(4：3)

WG103

※イメージ内に継ぎ目が入ります。

3048×2286

500

21.2

3395×3016×134

AC100V　50Hz　/　60Hz

0.97A

50Hz：83 ・ 60Hz:100

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

スライディングブラケット

十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

AL-360EX

3600×200×200

サイドブラケット(S-M2)
赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

RoHS対応品

SEP-150HM

150

HDタイプ(16：9)

WG103

3321×1868

500

22.0

3668×2598×134

AC100V　50Hz　/　60Hz

0.97A

50Hz：83 ・ 60Hz:100

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

スライディングブラケット

十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

AL-400EX

4000×200×200

サイドブラケット(S-M2)
赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

RoHS対応品

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

　※　寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

適用アルミボックス

適用ボックス内寸法(mm)

標準付属品

オプション

備考

主材質

操作スイッチ　

回路ボックス

ブラケット

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

定格電圧

定格電流

昇降速度(mm/sec)

生地

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

備考

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

標準付属品

適用ボックス内寸法(mm)

オプション

適用アルミボックス

主材質

操作スイッチ　

回路ボックス

ブラケット

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

定格電圧

定格電流

昇降速度(mm/sec)

生地

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

電動電動電動電動スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン　　　　PPPPセレクションセレクションセレクションセレクション

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

製品仕様表



 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

SEP-150WM

154

WXGAタイプ(16：10)

WG103

※イメージ内に継ぎ目が入ります。

3321×2076

500

22.3

3668×2806×134

AC100V　50Hz　/　60Hz

0.97A

50Hz：83 ・ 60Hz:100

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

スライディングブラケット

十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)　×6
十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)　×4

AL-400EX

4000×200×200

サイドブラケット(S-M2)
赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

RoHS対応品

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

　※　寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

適用ボックス内寸法(mm)

適用アルミボックス

オプション

備考

操作スイッチ　

回路ボックス

ブラケット

標準付属品

定格電圧

定格電流

昇降速度(mm/sec)

主材質

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

上黒(mm)

質量(kg)

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

生地

電動電動電動電動スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン　　　　PPPPセレクションセレクションセレクションセレクション 製品仕様表



 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

SEP-170VM SEP-200VM

170 200

3454×2591 4064×3048

37.1 43.9

3801×3339×155 4471×3826×155

AL-400EX AL-480EX

4000×200×200 4800×200×200

SEP-170HM SEP-200HM

170 200

3764×2117 4428×2491

39.2 46.2

4111×2865×155 4835×3269×155

AL-440EX AL-510EX

4400×200×200 5100×200×200

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

生地

500

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

適用ボックス内寸法(mm)

適用ボックス内寸法(mm)

定格電圧

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

備考

主材質

標準付属品

電動電動電動電動スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン　　　　PPPPセレクションセレクションセレクションセレクション

WG103/WG207
生地

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

操作スイッチ　

なし

サイドブラケット

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

主材質

昇降速度(mm/sec)

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

質量(kg)

ブラケット

定格電流

回路ボックス

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

上黒(mm)

オプション

操作スイッチ　

回路ボックス

オプション

標準付属品

適用アルミボックス

ブラケット

適用アルミボックス

備考

定格電圧

定格電流

昇降速度(mm/sec)

型(ｲﾝﾁ)

商品型式

質量(kg)

上黒(mm)

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

AC100V　50Hz　/　60Hz

※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。

NTSCタイプ(4：3)

RoHS対応品

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

50Hz：67 ・ 60Hz:80

1.13A

HDタイプ(16：9)

なし

サイドブラケット

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

50Hz：67 ・ 60Hz:80

1.13A

AC100V　50Hz　/　60Hz

WG103/WG207

500

※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。

RoHS対応品

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

製品仕様表



 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　

SEP-170WM SEP-200WM

174 205

3764×2353 4428×2768

39.5 46.7

4111×3101×155 4835×3546×155

AL-440EX AL-510EX

4400×200×200 5100×200×200

　※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

上黒(mm)

適用ボックス内寸法(mm)

ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm）

質量(kg)

定格電圧

ｱｽﾍﾟｸﾄ比

商品型式

型(ｲﾝﾁ)

生地

外形寸法(mm)
全幅×全高×奥行き

昇降速度(mm/sec)

アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他
樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)

50Hz：67 ・ 60Hz:80

定格電流 1.13A

標準付属品

回路ボックス

ブラケット

主材質

操作スイッチ　

適用アルミボックス

備考

オプション

AC100V　50Hz　/　60Hz

RoHS対応品

赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)

なし

サイドブラケット

選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ

選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ

WG103/WG207

500

電動電動電動電動スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン　　　　PPPPセレクションセレクションセレクションセレクション

※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。

WXGAタイプ(16：10)

製品仕様表


