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2018 月 3 月 28 日

新製品情報

株式会社オーエスは、小型スピーカー用の天吊りハンガーを新発売いたします。
各種アタッチメントを装備し、スピーカーの種類・設置条件に柔軟に対応します。
株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、質量 10kg までの小型スピーカーを天井から吊下
げる専用ハンガーHSC を 4 月 2 日より受注開始いたします。特に駅構内や工場・荷受け所など、高天井
からの吊下げには、7 種類のパイプからお選びいただける HSC のラインナップがお役にたちます。
「HSC シリーズ」は、小型・高性能なスピーカーのために開発いたしました。従来のスピーカーハンガ
ーは種類が少なく、標準品を使用し音声カバーエリアが満足できない状態で、小型スピーカーを取り付
けているケースもあります。
多くの小型スピーカーに対応させるため、HSC は取付金具 2 種と、取付金具を留めるベース金具の 3 点
の組み合わせによる方式を採用いたしました。
「HSC シリーズ」は、ブラックとホワイトの 2 色の本体色から色を選択でき、さまざまなロケーション
の天井高や天井面に適した設置ができるよう、パイプの長さや天井取付け方法の異なる 14 種類の豊富な
ラインナップを用意しました。パイプ長は 153mm から 1000mm まで 7 通りの長さから選定でき、天
井の取付け仕様も、直付けタイプとスラブ取付けタイプを用意しています。
それぞれの商品は複数部品を組合せた個別の発注をすることなく、型式ひとつのオーダーで完結できま
す。
2020 年の東京オリンピック開催に向け、大小を問わず、催し物が増える傾向にあります。また建築物件
の天井も高くなる傾向があります。地域インフォメーション・指示統制用としてもスピーカーが必要に
なります。オーエスが 40 年以上にわたり培ってきたハンガー技術を生かしたスピーカーハンガーです。
■製品名：スピーカー天吊ハンガー
■基本型式： HSC
■価格： オープン （税別市場想定価格：天井直付けタイプ 35,000 円
スラブ取付タイプ 50,000 円）
■受注開始日： 2018 年 4 月 2 日（月）
■製品ホームページ：
https://jp.os-worldwide.com/products/hanger/hsc.html

天井直付けタイプ
HSC-010F1K-B11
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【小型スピーカーハンガーHSC の主な特長】
■搭載質量 10kg までのスピーカー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、スピーカーの高さを 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。
■天井直付け仕様は、音声ケーブルのパイプ内通線が可能。
■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。
■3 種類のアタッチメントで各種スピーカーに対応。
■白と黒の本体色を用意、スピーカー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。
■RoHS 対応。

【3 種のアタッチメント】
取付ベース

スピーカー取付金具 A

スピーカー取付金具 B
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【HSC の主な仕様】

共通仕様

型式

主材質

SPHC、STKM、SS400、PP 樹脂

塗装

アクリル樹脂塗装

最大搭載質量

10kg

回転角度調整

360°

傾斜角度調整

40°

本体質量
(kg)

天井取付

パイプ

パイプ長さ

長さ

(mm)

(mm)

高さ調整

付属品

(mm)

HSC-010F1K(W)-A11

約 2.1

153

―

314（固定）

HSC-010F1K(W)-B11

約 2.2

253

―

414（固定）

スピーカー取付金具 A：1、スピー
カー取付金具 B：1、天井取付パイ
プ：1、製品組立用ねじセット：1
式、天井化粧アダプター：1、脱落

HSC-010F1K(W)-C11

約 2.4

353

―

HSC-010F1K(W)-D11

約 3.7

―

400

HSC-010F1K(W)-E11

約 4.0

―

600

HSC-010F1K(W)-F11

約 4.3

―

800

HSC-010F1K(W)-G11

約 4.6

―

1000

514（固定）
779～954
(25mm 単位）
979～1154
(25mm 単位）
1179～1354

防止ワイヤー：1、組立設置説明書：
1
スピーカー取付金具 A：1、
スピーカー取付金具 B：1、
スラブ取付板：1、
パイプ:1
製品組立用ねじセット：1 式、

(25mm 単位）

天井化粧アダプター：1

1579～1554

脱落防止ワイヤー：1、

(25mm 単位）

組立設置説明書：1

本体色黒の型式です。カッコ内は本体色白の型式です。

【パイプ長さ】
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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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