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新製品ニュース

薄型ディスプレイハンガー
天井からモニターを 2 面吊り下げるタイプ 2 機種を
株式会社オーエスから新発売！
株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）はサイネージ用として、薄型ディスプレイを天井から
一本のパイプで取り付けを可能にした、
薄型ディスプレイハンガーの 2 機種を同時に新発売いたします。
新発売の 2 機種は、表裏の背中合わせに 2 枚のディスプレイモニターを V 字に取り付ける DH-470 と、
横に 2 連の取り付けをする DH-480 の 2 タイプです。
大型商業施設をはじめ病院・公共施設・交通施設など、人の集まる施設のインフォメーションは年々情報
量が多くなっています。特に壁面のない空間での告知（サイネージ）に関しては、天井からの吊り下げ設
置の需要が増しています。オーエスの薄型ディスプレイハンガーは、CRT テレビ時代からの多くの実績
を持つ、安心のブランドです。２面のディスプレイモニターを一本のパイプで支えるハンガーにも、人の
往来する場所へ取り付けるバランスや安全性に十分に配慮した設計のハンガーです。
DH-470 は最大搭載質量片面 40kg×2 台、計 80 ㎏、40～65 型（画面横向き設置の場合）のディスプレ
イモニターの場合、店舗の天井などに設置し、手前から奥まで多くの人に情報をお知らせします。DH480 は同じく片面 14 ㎏×２台、計 28kg のディスプレイモニター設置の場合には、例えば左画面に全体
図表示、右画面に拡大図表示するなど、関連する 2 種の情報を掲出することで、より多くの情報訴求が
期待できます。
商品名

： 薄型ディスプレイ天吊りハンガー

型式

： DH-470、DH-480

希望小売価格： オープン
市場想定価格： DH-470 115,000 円前後（消費税別）
DH-480

85,000 円前後（消費税別）

受注開始日 ： 2019 年 11 月 12 日（火）
出荷可能日 ： 2019 年 12 月 16 日（月）
製品ホームページ :

https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/dh470.html
https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/dh480.html
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≪薄型ディスプレイ天吊りハンガーDH-470/480 の主な特長≫
■一本のパイプ（別売）で 2 枚のディスプレイモニターを設置可能。
■背中合わせの V 字 2 面設置（DH-470）
、2 連横並びの 2 面設置（DH-480）を選択可能。
■設置後にハンガー本体を 360°回転可能。
■本体が 2 ユニット構成のため、本体設置工事と、ディスプレイモニター取り付けの作業を各々個別に
行うことが可能。
■本体設置後のユニットに、ディスプレイ取り付け側ユニットを引掛ける簡単取り付け。
■本体内にダブルコンセント付属。
■豊富なパイプセット（別売）で、天井高に応じた設置が容易。
■振れ止め強化キット（別売）を使用し、安全面も強化。
■パイプ内にケーブル類を収納し、外観に配慮。
■従来品 DH-460（ディスプレイ１枚用）とパイプセットが供用のため、交換設置が容易。
≪2 面付薄型ディスプレイハンガーのバリエーション≫ ※パイプセットは別売です。
■DH-470 横型設置

■DH-480 2 連設置

■DH-470 縦型設置

■DH-470 本体

■DH-480 本体

≪薄型ディスプレイ天吊りハンガーDH-470/480 外形寸法図≫
■DH-470

■DH-480

≪薄型ディスプレイ天吊りハンガーDH-470/480 の主な仕様≫
製品名

薄型ディスプレイハンガー

型式

DH-470

DH-480

JAN コード

4942465023278

4942465023285

本体色

日塗工 N-30 相当ブラック

主材質

SPHC､SPCC、STKM、SS400(ねじ類)

ディスプレイ設置形態
対応ディスプレイサイズ
最大搭載質料(kg)
傾斜角度

付属品

37～50型（横設置）
28（14×2台）

3段階（０°、10°、20°）
※2

ディスプレイ取付仕様
製品質量(kg)

横 2 面並び

80（40×2台）

※1

本体による高さ調整

※1

両面（背中合わせ）
縦設置・横設置
40～50型（縦設置）
40～65型（横設置）

取付金具側にてセンターより
プラスマイナス100（100ピッチ）
ユニバーサル金具

W=200～400、H=200～400

約 15.0

約 13.4

・ディスプレイ取付用ねじセット×1 式
十字穴付き六角アプセットボルト
スプリングワッシャー付きナット
補助板、平座金、スペーサー
・ダブルコンセント 15A・125V×1
・天井化粧アダプターセット×1
・六角レンチ(M6 用)×1
・六角レンチ(M8 用)×1

オプション

アジャストパイプ、パイプセット、振れ止め強化キット

環境対応

RoHS 指令対応品

DH-470 の縦設置の場合は取り付ける機種により 20°傾斜ができない場合があります。

※2 天井面からの高さ調整は、別売ハンガー用パイプセットにより行います。

≪本製品に関するお問合せ先≫
株式会社オーエス

コンタクトセンター

東京都足立区綾瀬 3 丁目 25 番 18 号
TEL.0120-380-495

FAX.0120-380-496

E-mail info@os-worldwide.com

※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211

FAX.03-3629-5214

≪広報お問合せ先・ニュース発信者≫
株式会社オーエス

事業推進部

広報戦略課

藤枝 昭

東京都足立区綾瀬 3 丁目 25 番 18 号
TEL.03-3629-5356

FAX.03-5697-0990

E-mail：a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要
名称：株式会社オーエス
本社：大阪府大阪市西成区南津守 6 丁目 5 番 53 号 https://jp.os-worldwide.com
創業：1953 年 4 月
資本金：4608 万円
代表者：代表取締役 奥村正之
事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェ
クター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウ
ォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発･設計・施工からトータルコ
ントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。
営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、横浜、中部、北陸、近畿、広島、福岡
北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社
沖縄地区販売代理店 ：株式会社オーエスビー沖縄

≪関連企業≫

株式会社オーエスエム
本社：兵庫県宍粟市
株式会社オーエスプラス e
本社：東京都足立区
株式会社次世代商品開発研究所 本社：兵庫県宍粟市
株式会社オーエスビー沖縄
本社：沖縄県中頭郡
OSI CO., LTD.
：香港
奥愛斯商貿(北京)有限公司
：中華人民共和国

≪日本総販売代理店≫

Optoma(台湾)
Vogel’s（オランダ）
SCREEN RESEARCH（イタリア）

https://jp.os-worldwide.com/osm/
https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
https://jp.os-worldwide.com/njmc/
https://jp.os-worldwide.com/osbee/
https://hk.os-worldwide.com
http://www.os-worldwide.com.cn

／ 世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー
／ 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
／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーン

