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新製品情報

株式会社オーエスは、小型軽量化するプロジェクター市場に対応し、
事務所・店舗・アミューズメント施設など多用途にお使いいただける
小型プロジェクター天吊りハンガーHPC シリーズを新発売します。
各社プロジェクターの新製品は小型軽量化が急速に進んでいます。またレーザーなど光源のバリエーションも増し、それ
に伴うプロジェクターの使用シーンの多様化が見られます。株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、その
小型化するプロジェクターに対応した、搭載質量 10kg の天吊りハンガーHPC シリーズを開発し販売を開始いたします。
HPC シリーズは、パイプ径を弊社従来比約 34％のサイズダウンを実現し、見た目の重苦しさを軽減するとともに、約 25%
の本体の軽量化により、天井直付け（※1）も可能にしています。HPC シリーズは、汎用性の高いユニバーサルタイプ（型
式 U）
、及び特定のプロジェクター用に専用加工のできる取付ベースタイプ（型式 W）の 2 種のアタッチメントをご用意
し、用途に応じた利便性を追求した製品です。
ユニバーサルタイプ（HPC-U）は、０～148ｍm の 4 本のアジャストアームを持つ、非常に汎用性の高い取付金具です。
取付ベースタイプ（HPC-W）は、プロジェクターのレンズセンターを、パイプセンターの真下に位置決めのできる専用タ
イプ（※2）で、プロジェクターのセッティングが楽に行えます。またレーザー・LED 光源プロジェクターが可能にした、
レンズ真下向けや真横向けのポートレート投写用の取り付けも可能にしたタイプです。
本体色は白と黒をご用意し、プロジェクターの色や取付け場所のイメージに合わせて、カラーをお選びいただけます。
また、落下防止のための安全対策として、脱落防止ワイヤーの標準付属をするとともに、吊り金具とパイプを接続する固
定ボルトに、R ピンの取り付けによる緩み落下防止策を講じています。
※1

天井強度の確認が必要です。またスラブ取付タイプもラインナップしています。

※2

ご注文時にご指定のプロジェクターに合わせ、工場で取付穴加工し出荷するセミオーダー仕様です。

2020 年の東京オリンピック開催に向け、プロジェクターを
利用した小規模店舗でのデジタルサイネージ導入や、手軽な
パブリックビューイングなどの普及もますます活発化する中、
お役立ていただけるアイテムとしてご提案いたします。

小型プロジェクターハンガー
取付ベースタイプ
天井直付け
HPC-010W1K-B11

■製品名： 小型プロジェクター天吊ハンガー
■基本型式： HPC-（U：ユニバーサルタイプ、W：取付ベースタイプ）
■価格： オープン （税別市場想定価格：36,000 円～52,000 円）
■受注開始日： 2018 年 3 月８日（木）
■製品ホームページ：

https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hpc-u.html
https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hpc-w.html

小型プロジェクターハンガー
ユニバーサルタイプ
天井直付け
HPC-010U1W-B11
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【小型プロジェクターハンガーHPC の主な特長】
■最大搭載質量 10kg までのプロジェクターに対応する、小型プロジェクター専用ハンガー。
■ユニバーサルタイプ（型式 HPC-U）
、取付ベースタイプ（型式 HPC-W）の 2 種の取付金具から選択。
■取付ベースタイプは、ご使用のプロジェクター仕様に合わせ、取付穴加工をして出荷いたしますので、
レンズ芯とパイプ芯のセンター合わせが簡単。
■取付ベースタイプはポートレート（タテ型投写）と真下投写にも対応可能（セミオーダー）
。
※プロジェクターの投写可能な角度は製品によって異なります。必ずご確認ください。
■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、プロジェクターの高さを 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、HDMI などの小径のケーブルであれば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。
■白と黒の本体色からプロジェクターや設置環境によって選択可能。
■RoHS 対応。
【小型プロジェクターハンガーHPC のバリエーション】
取付金具（ユニバーサルタイプ）

スラブ取付パイプ（取付ベースタイプ）
HPC-010W1W-D11（パイプ長 400mm）

取付金具（取付ベースタイプ）

天井取付パイプ（取付ベースタイプ）
HPC-010W1K-D11（パイプ長 400mm）
プロジェクター下向き投写（取付はイメージです）
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【小型プロジェクターハンガーHPC 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

274（固定）

HPC-010U1K(W)-A11

4942465019639

約 1.7

374（固定）

HPC-010U1K(W)-B11

4942465019646

約 1.9

474（固定）

HPC-010U1K(W)-C11

4942465019653

約 2.0

538～713※

HPC-010U1K(W)-D11

4942465019660

約 3.3

153
ユニバーサルタイプ

253
353

天井
直付け

400

JAN コード（黒）
※白は別途

質量
(kg)

36,000
円前後

600

スラブ

738～913※

HPC-010U1K(W)-E11

4942465019677

約 3.6

48,000

800

取付け

938～1113※

HPC-010U1K(W)-F11

4942465019684

約 3.9

円前後

1138～1313※

HPC-010U1K(W)-G11

4942465019691

282（固定）

HPC-010W1K(W)-A11

4942465019776

382（固定）

HPC-010W1K(W)-B11

4942465019783

約 3.2

482（固定）

HPC-010W1K(W)-C11

4942465019790

約 3.3

547～722※

HPC-010W1K(W)-D11

4942465019806

約 4.7

1000
153
取付ベースタイプ

253
353

天井
直付け

400

10

約 4.2
約 3.0
38,000
円前後

600

スラブ

747～922※

HPC-010W1K(W)-E11

4942465019813

約 4.9

52,000

800

取付け

947～1122※

HPC-010W1K(W)-F11

4942465019820

約 5.2

円前後

1147～1322※

HPC-010W1K(W)-G11

4942465019837

約 5.5

1000

※スラブ取付け板と組み合わせ使用時の高さ。

【小型プロジェクターハンガーHPC のパイプ種類】 上記仕様参照
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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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