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2018 月 3 月 15 日

新製品情報

株式会社オーエスは、ますます需要の広がる監視カメラの取り付けに関し、
ご家庭から文教施設・事務所・店舗・マンションなどあらゆる場所に適合する
小型監視カメラ天吊りハンガーHCC シリーズを新発売します。
株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、スクリーンやプロジェクターなどの映像機器の他、AV 関係の各種
サポート機器を取り揃えておりますが、その一つとして監視カメラの設置案件にも対応しております。その経験の中で、
監視カメラの軽量化・wi-fi 化などの進化、不審者情報への関心度の高まり・自己防衛など、監視カメラの多様なニーズを
感じております。
今回発売する小型監視カメラハンガーHCC シリーズは、取付け場所の多様化により、純正品では取付けが困難な個所にも
設置できるよう開発されたもので、搭載質量 3kg までのボックス型・ドーム型のほとんどの監視カメラに対応する天井取
付金具です。
ボックス型カメラに対しては、HCC-M のフックタイプ、ドーム型カメラにはユニバーサルタイプ HCC-U の 2 種の金具で
対応いたします。取付方法は天井直付けパイプによる天井取付（※1）
、スラブ吊下げパイプによる設置の 2 タイプから選
べ、特にスラブ取付タイプは選択するパイプ長次第（※2）で、高天井から吊下げる時に、お好みの高さに設置しやすくな
ります。
落下防止策として、パイプ取付けボルトに R ピン装着と落下防止ワイヤーによる 2 重の安全策を取っています。
ご近所様との繋がりの希薄になる昨今、監視カメラのニーズは高まることが予測されます。様々な状況に取り付け可能な
オーエスの小型監視カメラハンガーがお役にたちます。
※1

天井強度の確認が必要です。

※2

規格品では対応できない場合にはご相談ください。特注にて対応いたします。また長尺のパイプには弊社触止め金具

（FK-01/02）をお使いいただくと安全です。
■製品名： 小型監視カメラ天吊ハンガー
■基本型式： HCC-（M:フック型タイプ、U：ユニバーサルタイプ）
■価格： オープン （税別市場想定価格：20,000 円～4100 円）

小型監視カメラハンガー
ユニバーサルタイプ
スラブ取付け
HCC-003U1K-G11
※天井化粧板は
外した状態です。

■受注開始日： 2018 年 3 月 22 日（木）
■製品ホームページ：

https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hcc.html
小型監視カメラハンガー
フックタイプ
天井直付け
HCC-003M1W-B11
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【小型監視カメラハンガーHCC の主な特長】
■搭載質量 3kg までの監視カメラに対応する専用ハンガー。
■専用スラブ取付パイプでスラブ直接設置も可能。
（ご発注時選択）
■スラブ取付け仕様（4 製品）は、監視カメラの高さを 25mm 単位で 8 段階の高さ調整が可能。
■パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選択可能。
■天井直付け仕様品は、小型の LAN や AV ケーブルなどのパイプ内通線が可能。
※ケーブルが小径でも、端子部の形状により通線できない場合もあります。
■脱落防止ワイヤーと R ピンによる、2 重の落下防止策で安全。
■取付後 360°の回転角度調整可能。
■フックタイプ HCC-M とユニバーサルタイプ HCC-U、白と黒の本体色から、監視カメラの仕様や
設置環境にあわせて選択可能。
■高天井の場合には、特注にてパイプ長をお選びいただくことも可能です。
■RoHS 対応。
【小型監視カメラハンガーHCC のバリエーション】
天井直付け（フックタイプ）

HCC-M

天井直付け（ユニバーサルタイプ）

HCC-U

スラブ取付け（フックタイプ）

スラブ取付け（ユニバーサルタイプ）

HCC-M

HCC-U
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【小型監視カメラハンガーHCC の主な仕様】 下記パイプ種類参照
最大搭載

本体質量

市場想
定価格

(kg)

（税抜）

取付

パイプ長

取付け

高さ調整

本体色黒型式

金具

(mm)

タイプ

範囲(mm)

（ ）内は白型式

230（固定）

HCC-003M1K(W)-A11

4942465019912

約 1.4

330（固定）

HCC-003M1K(W)-B11

4942465019929

約 1.5

430（固定）

HCC-003M1K(W)-C11

4942465019936

約 1.7

494～669※

HCC-003M1K(W)-D11

4942465019943

約 3.0

153
フックタイプ

253
353

天井
直付け

400

JAN コード（黒）
※白は別途

質量
(kg)

25,000
円前後

600

スラブ

694～869※

HCC-003M1K(W)-E11

4942465019950

約 3.3

41,000

800

取付け

894～1069※

HCC-003M1K(W)-F11

4942465019967

約 3.6

円前後

1094～1269※

HCC-003M1K(W)-G11

4942465019974

182（固定）

HCC-003U1K(W)-A11

4942465020055

282（固定）

HCC-003U1K(W)-B11

4942465020062

約 1.2

382（固定）

HCC-003U1K(W)-C11

4942465020079

約 1.4

446～621※

HCC-003U1K(W)-D11

4942465020086

約 2.7

1000
153
ユニバーサルタイプ

253
353

天井
直付け

400

3

約 3.9
約 1.1
20,000
円前後

600

スラブ

646～821※

HCC-003U1K(W)-E11

4942465020093

約 3.0

37,000

800

取付け

846～1021※

HCC-003U1K(W)-F11

4942465020109

約 3.3

円前後

1046～1221※

HCC-003U1K(W)-G11

4942465020116

約 3.6

1000

※スラブ取付け板と組み合わせ使用時の高さ。

【小型監視カメラハンガーHCC のパイプ種類】 上記仕様参照

取付金具寸法図
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≪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
TEL.0120-380-495

FAX.0120-380-496

東京都足立区綾瀬 3-25-18
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

≪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 マーケティング課 藤枝
TEL.03-3629-5356

昭

FAX.03-3629-5187

東京都足立区綾瀬 3-25-18

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

https://jp.os-worldwide.com

本

社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本

部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

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

https://jp.os-worldwide.com/osm/

株式会社オーエスプラス e

本社：東京都足立区

https://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/

株式会社次世代商品開発研究所

本社：兵庫県宍粟市

https://jp.os-worldwide.com/njmc/

株式会社オーエスビー沖縄

本社：沖縄県中頭郡

https://jp.os-worldwide.com/osbee/

OSI CO., LTD.

：香港

https://hk.os-worldwide.com

奥愛斯商貿(北京)有限公司

：中華人民共和国

http://www.os-worldwide.com.cn

≪日本総販売代理店≫
Optoma(台湾)

／

世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー

Vogel’s（オランダ）

／

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（イタリア）

／

THX、ISF 公認のサウンドスクリーン

AV Stumpfl（オーストリア）

／

画像処理技術で世界的に定評あるメーカー
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