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　製品画像

品　番 NDSE-S-ESL11-NA NDSE-S-ESL11-DB NDSE-S-ESL21-NA NDSE-S-ESL21-DB

対応ディスプレイ 42～43V型 55V型

耐荷重  30kg  35kg

外形寸法 595（幅）×1191（高）×893（奥）mm 800（幅）×1580（高）×750（奥）mm

画面有効寸法 525×930mm 675×1205mm

ディスプレイ厚み 31～94mm 31～94mm

重量 23kg 43kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

　製品画像

品　番 NDSE-S-HNG11-WW NDSE-S-HNG11-NA NDSE-S-HNG11-DB

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重  30kg

外形寸法 580（幅）×1468（高）×665（奥）mm＋キャスター高

重量 33kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応、日本製オーク柄化粧シート採用

カラー ホワイトウッド ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-AC-STB11
STBボックス

（P60）

NDSE-AC-WTT11
ウォータータンク

（P60）

NDSE-CS-BAL11
キャスター

（P60）

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

　製品画像

品　番 NDSE-S-SUS11-JC NDSE-S-SUS21-JC11

対応ディスプレイ 32～43V型 32～55型

耐荷重 20kg 30㎏

外形寸法 800（幅）×1487（高）×730（奥）mm 919（幅）×1787（高）×778（奥）mm

重量 17kg 20kg

素材 国産杉（三河杉）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

　製品画像

品　番 NDSE-S-CVL21-WW NDSE-S-CVL21-DB

対応ディスプレイ 42V型～43V型

耐荷重  30kg

外形寸法 600（幅）×525（高）×1454（奥）mm

ディスプレイ厚み 35～95mm

重量 43kg

カラー ホワイトウッド ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-AC-HLD11
STB・電源タップホルダー

（P60）

製品画像

品　番 NDSE-S-CMB11-DB

対応ディスプレイ 43～75V型

耐荷重 60kg

外形寸法 880（幅）×1521（高）×910（奥）mm

重量 52kg

素材
Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、

RoHs対応

カラー ダークブラウン装飾スリット付き

希望小売価格 オープン価格

ディスプレイスタンド
小型から大型まで、様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像

品　番 NDSE-S-HIT21

対応ディスプレイ 70V～100V

耐荷重 110Kg

外形寸法 1561（幅）×1633～1818（高）×942（奥）mm

重量 26.5kg

素材
【メインボディフレーム】スチール製

【装飾パーツ】化粧繊維板（木製）

カラー ナチュラル木目

希望小売価格 オープン価格

※キャスターは別売です。
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　製品画像

品　番 NDSE-S-ESL11-NA NDSE-S-ESL11-DB NDSE-S-ESL21-NA NDSE-S-ESL21-DB

対応ディスプレイ 42～43V型 55V型

耐荷重  30kg  35kg

外形寸法 595（幅）×1191（高）×893（奥）mm 800（幅）×1580（高）×750（奥）mm

画面有効寸法 525×930mm 675×1205mm

ディスプレイ厚み 31～94mm 31～94mm

重量 23kg 43kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

　製品画像

品　番 NDSE-S-HNG11-WW NDSE-S-HNG11-NA NDSE-S-HNG11-DB

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重  30kg

外形寸法 580（幅）×1468（高）×665（奥）mm＋キャスター高

重量 33kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応、日本製オーク柄化粧シート採用

カラー ホワイトウッド ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-AC-STB11
STBボックス

（P60）

NDSE-AC-WTT11
ウォータータンク

（P60）

NDSE-CS-BAL11
キャスター

（P60）

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

　製品画像

品　番 NDSE-S-SUS11-JC NDSE-S-SUS21-JC11

対応ディスプレイ 32～43V型 32～55型

耐荷重 20kg 30㎏

外形寸法 800（幅）×1487（高）×730（奥）mm 919（幅）×1787（高）×778（奥）mm

重量 17kg 20kg

素材 国産杉（三河杉）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

　製品画像

品　番 NDSE-S-CVL21-WW NDSE-S-CVL21-DB

対応ディスプレイ 42V型～43V型

耐荷重  30kg

外形寸法 600（幅）×525（高）×1454（奥）mm

ディスプレイ厚み 35～95mm

重量 43kg

カラー ホワイトウッド ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-AC-HLD11
STB・電源タップホルダー

（P60）

製品画像

品　番 NDSE-S-CMB11-DB

対応ディスプレイ 43～75V型

耐荷重 60kg

外形寸法 880（幅）×1521（高）×910（奥）mm

重量 52kg

素材
Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、

RoHs対応

カラー ダークブラウン装飾スリット付き

希望小売価格 オープン価格

ディスプレイスタンド
小型から大型まで、様々なディスプレイに対応するディスプレイスタンド。キャスター付きで移動も簡単に。

製品画像

品　番 NDSE-S-HIT21

対応ディスプレイ 70V～100V

耐荷重 110Kg

外形寸法 1561（幅）×1633～1818（高）×942（奥）mm

重量 26.5kg

素材
【メインボディフレーム】スチール製

【装飾パーツ】化粧繊維板（木製）

カラー ナチュラル木目

希望小売価格 オープン価格

※キャスターは別売です。
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製品画像

品　番 NDSE-KBE11-WH NDSE-KBE11-NA NDSE-KBE11-DB

対応ディスプレイ 32～65V型

耐荷重  35kg

外形寸法 930（幅）×2326～2546（高）×195（奥）mm

オプション伸長 オプションにて高さ変更可能:2547～2627mm、 2628～2848mm、 2849～2929mm、 2930～3150mm

重量 54kg　※オプション伸長なしの場合

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ホワイトハイグロス ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像

品　番 NDSE-S-WTP-OW

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重 40kg

外形寸法 665（幅）×1624（高）×650（奥）mm

重量 28kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル（オーク突板）

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-CS-BAL11
キャスター

（P60）

※キャスターは別売です。

製品画像

品　番 NDSE-S-TRI11-NA NDSE-S-TRI11-DB NDSE-S-TRI12-NA12 NDSE-S-TRI12-DB12

対応ディスプレイ 32～50V型 32～55型 （横設置）、32～43型 （縦設置）

耐荷重  30kg

外形寸法 642（幅）×1094（高）×612（奥）mm 642（幅）×905（高）×612（奥）mm

重量 30kg 28kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

　製品画像

品　番 NDSE-S-TGS11-JC

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重  30kg

外形寸法 575（幅）×1383（高）×725（奥）mm

重量 22kg

素材 国産杉（三河杉）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像

品　番 NDSE-S320 NDSE-S330

対応ディスプレイ ～32V型くらいまで ～43V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：15kg以下

総積載耐荷重：50kg以下
取付ディスプレイ：20kg以下

総積載耐荷重：60kg以下

角度調節
上下調節：400mmピッチ 6段階

角度調節：後方90度
上下調節：400mmピッチ 6段階

角度調節：後方90度

外形寸法 500（幅）×920（高）×450（奥）mm 600（幅）×920（高）×450（奥）mm

重量 約14kg 約15kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-E31
スペアー棚板

（P61）

NDSE-E33
STBホルダー

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S5135B NDSE-S5337B NDSE-S5355B

対応ディスプレイ ～55V型まで  ～70V型まで ～55V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：40kg以下

総積載耐荷重：80kg以下
取付ディスプレイ：65kg以下
総積載耐荷重：100kg以下

取付ディスプレイ：40kg以下
総積載耐荷重：80kg以下

角度調節 上下調節：ハンドルにて任意調節、角度調節：前方4度・10度・16度、後方6度・12度

外形寸法 760（幅）×1345～1695（高）×785（奥）mm 900（幅）×1345～1695（高）×835（奥）mm 760（幅）×1695～2145（高）×785（奥）mm

重量 約25.5kg 約27kg 約30kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
NDSE-EB531
NDSE-S5337B/NDSE-S5355B用 棚板

（P63）※NDSE-S5135Bには対応しておりません。

NDSE-EB502
カメラスタンド

（P63）

NDSE-EB507
ディスプレイ背面受け金具

（P63）

NDSE-EB511
NDSE-5135B用 棚板

（P63）※NDSE-S5337B、NDSE-S5355B、には対応しておりません。

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-KBE11-WH NDSE-KBE11-NA NDSE-KBE11-DB

対応ディスプレイ 32～65V型

耐荷重  35kg

外形寸法 930（幅）×2326～2546（高）×195（奥）mm

オプション伸長 オプションにて高さ変更可能:2547～2627mm、 2628～2848mm、 2849～2929mm、 2930～3150mm

重量 54kg　※オプション伸長なしの場合

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ホワイトハイグロス ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像

品　番 NDSE-S-WTP-OW

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重 40kg

外形寸法 665（幅）×1624（高）×650（奥）mm

重量 28kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル（オーク突板）

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-CS-BAL11
キャスター

（P60）

※キャスターは別売です。

製品画像

品　番 NDSE-S-TRI11-NA NDSE-S-TRI11-DB NDSE-S-TRI12-NA12 NDSE-S-TRI12-DB12

対応ディスプレイ 32～50V型 32～55型 （横設置）、32～43型 （縦設置）

耐荷重  30kg

外形寸法 642（幅）×1094（高）×612（奥）mm 642（幅）×905（高）×612（奥）mm

重量 30kg 28kg

素材 Fフォースター（低ホルムアルデビド）適合材、RoHs対応

カラー ナチュラル ダークブラウン ナチュラル ダークブラウン

希望小売価格 オープン価格

　製品画像

品　番 NDSE-S-TGS11-JC

対応ディスプレイ 32～50V型

耐荷重  30kg

外形寸法 575（幅）×1383（高）×725（奥）mm

重量 22kg

素材 国産杉（三河杉）

カラー 国産杉木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-MH-STD11
マウント金具

（P60）

※VESA穴位置が中心にないディスプレイを設置される場合はNDSE-MH-STD11をご利用ください。

製品画像

品　番 NDSE-S320 NDSE-S330

対応ディスプレイ ～32V型くらいまで ～43V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：15kg以下

総積載耐荷重：50kg以下
取付ディスプレイ：20kg以下

総積載耐荷重：60kg以下

角度調節
上下調節：400mmピッチ 6段階

角度調節：後方90度
上下調節：400mmピッチ 6段階

角度調節：後方90度

外形寸法 500（幅）×920（高）×450（奥）mm 600（幅）×920（高）×450（奥）mm

重量 約14kg 約15kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-E31
スペアー棚板

（P61）

NDSE-E33
STBホルダー

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S5135B NDSE-S5337B NDSE-S5355B

対応ディスプレイ ～55V型まで  ～70V型まで ～55V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：40kg以下

総積載耐荷重：80kg以下
取付ディスプレイ：65kg以下
総積載耐荷重：100kg以下

取付ディスプレイ：40kg以下
総積載耐荷重：80kg以下

角度調節 上下調節：ハンドルにて任意調節、角度調節：前方4度・10度・16度、後方6度・12度

外形寸法 760（幅）×1345～1695（高）×785（奥）mm 900（幅）×1345～1695（高）×835（奥）mm 760（幅）×1695～2145（高）×785（奥）mm

重量 約25.5kg 約27kg 約30kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　
NDSE-EB531
NDSE-S5337B/NDSE-S5355B用 棚板

（P63）※NDSE-S5135Bには対応しておりません。

NDSE-EB502
カメラスタンド

（P63）

NDSE-EB507
ディスプレイ背面受け金具

（P63）

NDSE-EB511
NDSE-5135B用 棚板

（P63）※NDSE-S5337B、NDSE-S5355B、には対応しておりません。

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-S-520B NDSE-S-530B NDSE-S-540B

対応ディスプレイ ～43V型対応  ～50V型対応 ～60V型対応

耐荷重
40kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
50kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
60kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：30kg以下）

外形寸法 620 （幅）×1134（高）×475（奥）mm 655（幅）×1299（高）×545（奥）mm 730（幅）×1494（高）×645（奥）mm

重量 約8.5kg 約10kg 約12.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S550B

対応ディスプレイ ～55V型まで

耐荷重
取付ディスプレイ：40kg以下

総積載耐荷重：70kg以下

外形寸法 550（幅）×765（高）×330（奥）mm

重量 約8kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-E52
棚板

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S-556B NDSE-S-556W

対応ディスプレイ  ～65V型まで ～65V型まで

耐荷重
60Kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：50Kg以下）
60Kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：50Kg以下）

外形寸法 650（幅）×1635（高）×678（奥）mm 650（幅）×1635（高）×678（奥）mm

重量 約17kg 約17kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-EB5501S
棚板（P61）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント（P60）

NDSE-EW5501S
棚板（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S570 NDSE-S590

対応ディスプレイ  32V型～50V型まで 50V型～65V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：20kg以下

底板上：30kg以下
総積載耐荷重：100kg以下

取付ディスプレイ：40kg以下
底板上：30kg以下

総積載耐荷重：100kg以下

外形寸法 700（幅）×1104（高）×430（奥）mm 900（幅）×1104（高）×480（奥）mm

重量 約12kg 約15kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-E54
転倒防止金具

（P61）

NDSE-E50
収納ボックス

（P61）

NDSE-E51
棚板

（P61）

NDSE-E52
棚板

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S-561B

対応ディスプレイ  ～60V型

耐荷重
40kg

 （※取付モニター / ディスプレイ：40kg以下）

外形寸法 670（幅）×860（高）×172（奥）mm

重量 約8kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S625S NDSE-S625B NDSE-S627S NDSE-S627B

対応ディスプレイ ～55V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下、総積載耐荷重：100kg以下 取付ディスプレイ：65kg以下、総積載耐荷重：120kg以下

角度調節 上下調節：80mmピッチ 4段階、角度調節：前方12度、後方12度（任意調節可能）

外形寸法 740（幅）×1595（高）×760（奥）mm 740（幅）×1595（高）×800（奥）mm

重量 約23.5kg 約26.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-ES6207 
背面受け金具

（P61）

NDSE-ES6201S
棚板

（P61）

NDSE-ES6202
カメラスタンド

（P61）

NDSE-EB6202
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EB6207 
背面受け金具

（P62）

NDSE-ES6208 
ベースカバー

（P61）

NDSE-EB6208 
ベースカバー

（P62）

NDSE-EB6201S
棚板

（P62）

NDSE-ES6201L
棚板ワイドタイプ

（P61）

NDSE-EB6201L
棚板ワイドタイプ

（P62）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-S-520B NDSE-S-530B NDSE-S-540B

対応ディスプレイ ～43V型対応  ～50V型対応 ～60V型対応

耐荷重
40kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
50kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
60kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：30kg以下）

外形寸法 620 （幅）×1134（高）×475（奥）mm 655（幅）×1299（高）×545（奥）mm 730（幅）×1494（高）×645（奥）mm

重量 約8.5kg 約10kg 約12.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S550B

対応ディスプレイ ～55V型まで

耐荷重
取付ディスプレイ：40kg以下

総積載耐荷重：70kg以下

外形寸法 550（幅）×765（高）×330（奥）mm

重量 約8kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-E52
棚板

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S-556B NDSE-S-556W

対応ディスプレイ  ～65V型まで ～65V型まで

耐荷重
60Kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：50Kg以下）
60Kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：50Kg以下）

外形寸法 650（幅）×1635（高）×678（奥）mm 650（幅）×1635（高）×678（奥）mm

重量 約17kg 約17kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-EB5501S
棚板（P61）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント（P60）

NDSE-EW5501S
棚板（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S570 NDSE-S590

対応ディスプレイ  32V型～50V型まで 50V型～65V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：20kg以下

底板上：30kg以下
総積載耐荷重：100kg以下

取付ディスプレイ：40kg以下
底板上：30kg以下

総積載耐荷重：100kg以下

外形寸法 700（幅）×1104（高）×430（奥）mm 900（幅）×1104（高）×480（奥）mm

重量 約12kg 約15kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-E54
転倒防止金具

（P61）

NDSE-E50
収納ボックス

（P61）

NDSE-E51
棚板

（P61）

NDSE-E52
棚板

（P61）

製品画像

品　番 NDSE-S-561B

対応ディスプレイ  ～60V型

耐荷重
40kg

 （※取付モニター / ディスプレイ：40kg以下）

外形寸法 670（幅）×860（高）×172（奥）mm

重量 約8kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S625S NDSE-S625B NDSE-S627S NDSE-S627B

対応ディスプレイ ～55V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下、総積載耐荷重：100kg以下 取付ディスプレイ：65kg以下、総積載耐荷重：120kg以下

角度調節 上下調節：80mmピッチ 4段階、角度調節：前方12度、後方12度（任意調節可能）

外形寸法 740（幅）×1595（高）×760（奥）mm 740（幅）×1595（高）×800（奥）mm

重量 約23.5kg 約26.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-ES6207 
背面受け金具

（P61）

NDSE-ES6201S
棚板

（P61）

NDSE-ES6202
カメラスタンド

（P61）

NDSE-EB6202
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EB6207 
背面受け金具

（P62）

NDSE-ES6208 
ベースカバー

（P61）

NDSE-EB6208 
ベースカバー

（P62）

NDSE-EB6201S
棚板

（P62）

NDSE-ES6201L
棚板ワイドタイプ

（P61）

NDSE-EB6201L
棚板ワイドタイプ

（P62）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-S773 NDSE-S775

対応ディスプレイ ～40V型くらいまで ～50V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：20kg以下、棚板部：10kg以下、総積載耐荷重：50kg以下

角度調節 上下調節：50mmピッチ（支柱の上から下まで）、角度調節：前方6度、後方6度

外形寸法 715（幅）×1454.5（高）×605（奥）mm 795（幅）×1454.5（高）×672.3（奥）mm

有効内寸（機器収納部） 445（幅）×75（高）×300（奥）mm

重量 約24kg 約25.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）※NDSE-S773には対応しておりません。

NDSE-E7704
補助アーム

（P62）

NDSE-E7701
スペアー棚板【シングルタイプ】

（P62）

NDSE-E7702
カメラスタンド

（P62）

NDSE-E7703
CPUホルダー

（P62）

製品画像

品　番 NDSE-S855B NDSE-S857B

対応ディスプレイ ～60V型対応 ～80V型対応

耐荷重 80kg （※取付モニター / ディスプレイ：40kg以下） 110kg （※取付モニター / ディスプレイ：65kg以下）

角度調節 前方11度、後方3度　※任意調節可能

外形寸法 800（幅）×1629（高）×700（奥）mm 850（幅）×1629（高）×750（奥）mm

重量 約42.5kg 約46.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）

NDSE-EB8501S
棚板

（P63）

NDSE-EB8502

カメラスタンド
（P63）

NDSE-EB8503

CPUホルダー
（P63）

製品画像

品　番 NDSE-S656B NDSE-S656W

対応ディスプレイ ～65V型対応

耐荷重 100kg （※取付モニター/ディスプレイ：50kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 5段階　　角度調節：前方6度・3度 （任意調節可能）

外形寸法 700（幅）×1496（高）×703（奥）mm

重量 約20.5kg

カラー ダークブラウン木目 ライトブラウン木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

製品画像

品　番 NDSE-S915 NDSE-S917

対応ディスプレイ ～55V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：80kg以下、機器収納部：10kg以下

総積載耐荷重：110kg以下

角度調節
上下調節：80mmピッチ 3段階

角度調節：前方5度・12度、後方7度・14度

外形寸法 780（幅）×1679（高）×660～835（奥）mm 880（幅）×1679（高）×720～895（奥）mm

有効内寸（機器収納部） 590（幅）×110（高）×490（奥）mm 690（幅）×110（高）×550（奥）mm

重量 約44kg 約47.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）

NDSE-E9101
棚板シングル

（P63）

NDSE-E9102
カメラスタンド

（P63）

NDSE-E9121
棚板ダブル

（P63）

製品画像

品　番 NDSE-S34 NDSE-S36

対応ディスプレイ ～45V型 ～55V型

耐荷重
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
40kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：25kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8（幅）×1218 （高）×550（奥）mm 510.8（幅）×1260 （高）×550（奥）mm

重量 約7.5kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

NDSE-EB6501
棚板

（P62）

NDSE-EB6502
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EW6502
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EB6508 
ベースカバー

（P62）

NDSE-EW6508
ベースカバー

（P62）

NDSE-EW6501
棚板

（P62）

NDSE-EB6521
棚板（ダブルタイプ）

（P62）

NDSE-EW6521
棚板（ダブルタイプ）

（P62）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-S773 NDSE-S775

対応ディスプレイ ～40V型くらいまで ～50V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：20kg以下、棚板部：10kg以下、総積載耐荷重：50kg以下

角度調節 上下調節：50mmピッチ（支柱の上から下まで）、角度調節：前方6度、後方6度

外形寸法 715（幅）×1454.5（高）×605（奥）mm 795（幅）×1454.5（高）×672.3（奥）mm

有効内寸（機器収納部） 445（幅）×75（高）×300（奥）mm

重量 約24kg 約25.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）※NDSE-S773には対応しておりません。

NDSE-E7704
補助アーム

（P62）

NDSE-E7701
スペアー棚板【シングルタイプ】

（P62）

NDSE-E7702
カメラスタンド

（P62）

NDSE-E7703
CPUホルダー

（P62）

製品画像

品　番 NDSE-S855B NDSE-S857B

対応ディスプレイ ～60V型対応 ～80V型対応

耐荷重 80kg （※取付モニター / ディスプレイ：40kg以下） 110kg （※取付モニター / ディスプレイ：65kg以下）

角度調節 前方11度、後方3度　※任意調節可能

外形寸法 800（幅）×1629（高）×700（奥）mm 850（幅）×1629（高）×750（奥）mm

重量 約42.5kg 約46.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）

NDSE-EB8501S
棚板

（P63）

NDSE-EB8502

カメラスタンド
（P63）

NDSE-EB8503

CPUホルダー
（P63）

製品画像

品　番 NDSE-S656B NDSE-S656W

対応ディスプレイ ～65V型対応

耐荷重 100kg （※取付モニター/ディスプレイ：50kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 5段階　　角度調節：前方6度・3度 （任意調節可能）

外形寸法 700（幅）×1496（高）×703（奥）mm

重量 約20.5kg

カラー ダークブラウン木目 ライトブラウン木目

希望小売価格 オープン価格

関連製品

製品画像

品　番 NDSE-S915 NDSE-S917

対応ディスプレイ ～55V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重
取付ディスプレイ：80kg以下、機器収納部：10kg以下

総積載耐荷重：110kg以下

角度調節
上下調節：80mmピッチ 3段階

角度調節：前方5度・12度、後方7度・14度

外形寸法 780（幅）×1679（高）×660～835（奥）mm 880（幅）×1679（高）×720～895（奥）mm

有効内寸（機器収納部） 590（幅）×110（高）×490（奥）mm 690（幅）×110（高）×550（奥）mm

重量 約44kg 約47.5kg

希望小売価格 オープン価格

関連製品
NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）

NDSE-E9101
棚板シングル

（P63）

NDSE-E9102
カメラスタンド

（P63）

NDSE-E9121
棚板ダブル

（P63）

製品画像

品　番 NDSE-S34 NDSE-S36

対応ディスプレイ ～45V型 ～55V型

耐荷重
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
40kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：25kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8（幅）×1218 （高）×550（奥）mm 510.8（幅）×1260 （高）×550（奥）mm

重量 約7.5kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

NDSE-EB6501
棚板

（P62）

NDSE-EB6502
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EW6502
カメラスタンド

（P62）

NDSE-EB6508 
ベースカバー

（P62）

NDSE-EW6508
ベースカバー

（P62）

NDSE-EW6501
棚板

（P62）

NDSE-EB6521
棚板（ダブルタイプ）

（P62）

NDSE-EW6521
棚板（ダブルタイプ）

（P62）

NDSE-EA700B
ブラケットアタッチメント

（P60）
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製品画像

品　番 NDSE-S82 NDSE-S84 NDSE-S86 NDSE-S88

対応ディスプレイ ～65V型対応 ～45V型対応 ～55V型対応 ～65V型対応

耐荷重
60kg

 （※取付ディスプレイ：50kg以下）
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
40kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：30kg以下）
60kg 

（※取付ディスプレイ：50kg以下）

機器収納部
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×100（高）×395（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：390（幅）×100（高）×435（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×100（高）×455（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：540（幅）×100（高）×495（奥）mm

外形寸法 500（幅）×941.5（高）×490（奥）mm 450（幅）×1204.5（高）×530（奥）mm 500（幅）×1300（高）×550（奥）mm 600（幅）×1300（高）×590（奥）mm

重量 約10.5kg 約12.5kg 約13.5kg 約15.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S44 NDSE-S46

対応ディスプレイ ～45V型 ～55V型

耐荷重
30kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
40kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：25kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8（幅）×1059（高）×400（奥）mm 510.8（幅）×1101（高）×400（奥）mm

重量 約7kg 約7.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S74 NDSE-S76 NDSE-S78

対応ディスプレイ ～45V型対応 ～55V型対応 ～65V型対応

耐荷重
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
40kg 

（※取付ディスプレイ：30kg以下）
60kg 

（※取付ディスプレイ：50kg以下）

機器収納部
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×55 （高）×440（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：540（幅）×55（高）×500（奥）mm

外形寸法 451.6（幅）×1260（高）×530（奥）mm 501.6（幅）×1360（高）×530（奥）mm 601.6（幅）×1360（高）×590（奥）mm

重量 約13kg 約13.5kg 約15.5kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDSE-S82 NDSE-S84 NDSE-S86 NDSE-S88

対応ディスプレイ ～65V型対応 ～45V型対応 ～55V型対応 ～65V型対応

耐荷重
60kg

 （※取付ディスプレイ：50kg以下）
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
40kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：30kg以下）
60kg 

（※取付ディスプレイ：50kg以下）

機器収納部
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×100（高）×395（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：390（幅）×100（高）×435（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×100（高）×455（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：540（幅）×100（高）×495（奥）mm

外形寸法 500（幅）×941.5（高）×490（奥）mm 450（幅）×1204.5（高）×530（奥）mm 500（幅）×1300（高）×550（奥）mm 600（幅）×1300（高）×590（奥）mm

重量 約10.5kg 約12.5kg 約13.5kg 約15.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S44 NDSE-S46

対応ディスプレイ ～45V型 ～55V型

耐荷重
30kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：15kg以下）
40kg

 （※取付モニター/ディスプレイ：25kg以下）

角度調節 上下調節：50mmピッチ 3段階

外形寸法 460.8（幅）×1059（高）×400（奥）mm 510.8（幅）×1101（高）×400（奥）mm

重量 約7kg 約7.5kg

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-S74 NDSE-S76 NDSE-S78

対応ディスプレイ ～45V型対応 ～55V型対応 ～65V型対応

耐荷重
30kg 

（※取付モニター/ディスプレイ：20kg以下）
40kg 

（※取付ディスプレイ：30kg以下）
60kg 

（※取付ディスプレイ：50kg以下）

機器収納部
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：440（幅）×55 （高）×440（奥）mm
耐荷重：10kg以下、

有効内寸目安：540（幅）×55（高）×500（奥）mm

外形寸法 451.6（幅）×1260（高）×530（奥）mm 501.6（幅）×1360（高）×530（奥）mm 601.6（幅）×1360（高）×590（奥）mm

重量 約13kg 約13.5kg 約15.5kg

希望小売価格 オープン価格
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製品画像

品　番 NDSE-AC-STB11 NDSE-AC-WTT11

外形寸法 425（幅）×395（奥）×175（高）mm 160（幅）×500（奥）×170（高）mm

重量 6kg 約0.43kg（満水時 12㎏）

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB

製品画像

品　番 NDSE-AC-HLD11 NDSE-MH-STD11

外形寸法 187（幅）×142（奥）×90（高）mm 450（幅）×36（奥）×430（高）mm

重量 0.35kg 2kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-CVL21-DB、NDSE-S-CVL21-WW
NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、
NDSE-S-TGS11-JC、NDSE-S-SUS11-JC、NDSE-S-SUS21-JC11、

NDSE-KBE11-WH、NDSE-KBE11-NA、NDSE-KBE11-DB

製品画像

品　番 NDSE-CS-BAL11

設置時高さ 67mm

重量 約0.9㎏

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、NDSE-S-WTP-OW

ディスプレイスタンドオプション

STBボックス

STB・電源タップホルダー

ウォータータンク

マウント金具

製品画像

品　番 NDSE-EA700B

耐荷重 110kg以下

外形寸法 25（幅）×720（奥）×15（高）mm

重量 約1.0kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品
NDSE-S556B、NDSE-S556W、NDSE-S625S、NDSE-S625B、NDSE-S627S、NDSE-S627B、NDSE-S656B、NDSE-S656W、

NDSE-S773、NDSE-S775、NDSE-S855B、NDSE-S857B、NDSE-S915、NDSE-S917、
NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

ブラケットアタッチメント

製品画像

品　番 NDSE-E31 NDSE-E33

耐荷重 約10kg 約5kg

外形寸法 450（幅）×250（奥）mm 200（幅）×160（高）×62.4（奥）mm

有効内寸 ー 60（奥）mm

重量 約3kg 約5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S320、NDSE-S330

STBホルダースペアー棚板

ディスプレイスタンドオプション

キャスター

製品画像

品　番 NDSE-EB5501S NDSE-EW5501S

耐荷重 約10kg 約10kg

外形寸法 578（幅）×51（高）×322（奥）mm 578（幅）×51（高）×322（奥）mm

重量 約3kg 約3kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S556B、NDSE-S556W

棚板 棚板

製品画像

品　番 NDSE-E50 NDSE-E51 NDSE-E52 NDSE-E54

耐荷重
天板上：10kg以下
底板上：10kg以下

総体荷重：15kg以下
棚板上：10kg以下 天板上：5kg以下 ー

外形寸法 550（幅）×145（高）×275（奥）mm 550（幅）×275（奥）mm 450（幅）×618（高）×220（奥）mm 69.5（幅）×31.5（高）×170.2（奥）mm

有効内寸
ボックス内：540（幅）×90（高）×245（奥）mm

天板：550（幅）×253（奥）mm
550（幅）×253（奥）mm 450（幅）×220（奥）mm ー

重量 約9kg 約3kg 約0.4kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S570、NDSE-S590
NDSE-S550B、NDSE-S570、

NDSE-S590
NDSE-S570、NDSE-S590

収納ボックス 棚板 棚板 転倒防止金具

製品画像

品　番 NDSE-ES6201S NDSE-ES6201L NDSE-ES6202 NDSE-ES6207 NDSE-ES6208

耐荷重 約10kg 約5kg ー 約30kg

外形寸法
440（幅）×60（高）

×320（奥）mm
680（幅）×60（高）

×320（奥）mm
300（幅）×235（奥）mm

53（幅）×25（高）
×246（奥）mm

736（幅）×463（奥）mm

重量 約3.5kg 約5.0kg 約3.5kg 約1kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625S、NDSE-S627S

棚板 棚板 ワイドタイプ カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー
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製品画像

品　番 NDSE-AC-STB11 NDSE-AC-WTT11

外形寸法 425（幅）×395（奥）×175（高）mm 160（幅）×500（奥）×170（高）mm

重量 6kg 約0.43kg（満水時 12㎏）

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB

製品画像

品　番 NDSE-AC-HLD11 NDSE-MH-STD11

外形寸法 187（幅）×142（奥）×90（高）mm 450（幅）×36（奥）×430（高）mm

重量 0.35kg 2kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-CVL21-DB、NDSE-S-CVL21-WW
NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、
NDSE-S-TGS11-JC、NDSE-S-SUS11-JC、NDSE-S-SUS21-JC11、

NDSE-KBE11-WH、NDSE-KBE11-NA、NDSE-KBE11-DB

製品画像

品　番 NDSE-CS-BAL11

設置時高さ 67mm

重量 約0.9㎏

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S-HNG11-WW、NDSE-S-HNG11-NA、NDSE-S-HNG11-DB、NDSE-S-WTP-OW

ディスプレイスタンドオプション

STBボックス

STB・電源タップホルダー

ウォータータンク

マウント金具

製品画像

品　番 NDSE-EA700B

耐荷重 110kg以下

外形寸法 25（幅）×720（奥）×15（高）mm

重量 約1.0kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品
NDSE-S556B、NDSE-S556W、NDSE-S625S、NDSE-S625B、NDSE-S627S、NDSE-S627B、NDSE-S656B、NDSE-S656W、

NDSE-S773、NDSE-S775、NDSE-S855B、NDSE-S857B、NDSE-S915、NDSE-S917、
NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

ブラケットアタッチメント

製品画像

品　番 NDSE-E31 NDSE-E33

耐荷重 約10kg 約5kg

外形寸法 450（幅）×250（奥）mm 200（幅）×160（高）×62.4（奥）mm

有効内寸 ー 60（奥）mm

重量 約3kg 約5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S320、NDSE-S330

STBホルダースペアー棚板

ディスプレイスタンドオプション

キャスター

製品画像

品　番 NDSE-EB5501S NDSE-EW5501S

耐荷重 約10kg 約10kg

外形寸法 578（幅）×51（高）×322（奥）mm 578（幅）×51（高）×322（奥）mm

重量 約3kg 約3kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S556B、NDSE-S556W

棚板 棚板

製品画像

品　番 NDSE-E50 NDSE-E51 NDSE-E52 NDSE-E54

耐荷重
天板上：10kg以下
底板上：10kg以下

総体荷重：15kg以下
棚板上：10kg以下 天板上：5kg以下 ー

外形寸法 550（幅）×145（高）×275（奥）mm 550（幅）×275（奥）mm 450（幅）×618（高）×220（奥）mm 69.5（幅）×31.5（高）×170.2（奥）mm

有効内寸
ボックス内：540（幅）×90（高）×245（奥）mm

天板：550（幅）×253（奥）mm
550（幅）×253（奥）mm 450（幅）×220（奥）mm ー

重量 約9kg 約3kg 約0.4kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S570、NDSE-S590
NDSE-S550B、NDSE-S570、

NDSE-S590
NDSE-S570、NDSE-S590

収納ボックス 棚板 棚板 転倒防止金具

製品画像

品　番 NDSE-ES6201S NDSE-ES6201L NDSE-ES6202 NDSE-ES6207 NDSE-ES6208

耐荷重 約10kg 約5kg ー 約30kg

外形寸法
440（幅）×60（高）

×320（奥）mm
680（幅）×60（高）

×320（奥）mm
300（幅）×235（奥）mm

53（幅）×25（高）
×246（奥）mm

736（幅）×463（奥）mm

重量 約3.5kg 約5.0kg 約3.5kg 約1kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625S、NDSE-S627S

棚板 棚板 ワイドタイプ カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー
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ディスプレイスタンドオプション

製品画像

品　番 NDSE-E7701 NDSE-E7702 NDSE-E7703 NDSE-E7704

耐荷重 約10kg 約5kg 10kg以下 ー

外形寸法
450（幅）×122.5（高）

×300（奥）mm
340（幅）×300（奥）mm

410.2（幅）×300（高）
×100（奥）mm

25（幅）×122（高）
×14.15（奥）mm

有効内寸 ー 390（幅）×90（奥）mm ー

重量 約3kg 約2.5kg 約3.5kg 約1kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S773、NDSE-S775

補助アームCPUホルダースペアー棚板【シングルタイプ】 カメラスタンド

ディスプレイスタンドオプション

製品画像

品　番 NDSE-EB6201S NDSE-EB6201L NDSE-EB6202 NDSE-EB6207 NDSE-EB6208

耐荷重 約10kg 約5kg ー 約30kg

外形寸法
440（幅）×60（高）

×320（奥）mm
680（幅）×60（高）

×320（奥）mm
300（幅）×235（奥）mm

53（幅）×25（高）
×246（奥）mm

736（幅）×463（奥）mm

重量 約3.5kg 約5.0kg 約3.5kg 約1kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625B、NDSE-S627B

棚板 棚板 ワイドタイプ カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE-E9101 NDSE-E9102 NDSE-E9121

耐荷重 約10kg
上設置：約5kg
下設置：約3kg

約15kg

角度調節 ー 上下前後調節：任意調節可能 ー

外形寸法 455（幅）×350（奥）mm 340（幅）×300（奥）mm
455（幅）×126（奥）

×350（高）mm

有効内寸 ー
450（幅）×103（奥）

×350（高）mm

重量 約3kg 約3.5kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S915、NDSE-S917

棚板シングル 棚板ダブルカメラスタンド

製品画像

品　番 NDSE-EB6501 NDSE-EB6521 NDSE-EB6502 NDSE-EB6508

耐荷重 約10kg 約15kg 約7kg 約30kg

外形寸法 460（幅）×320（奥）mm
460（幅）×115（高）

×320（奥）mm
250（幅）×200（奥）mm

696（幅）×52.5（高）
×449.5（奥）mm

重量 約2.5kg 約6kg 約3kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656B

　

ベースカバーカメラスタンド棚板（ダブルタイプ）

製品画像

品　番 NDSE-EW6501 NDSE-EW6521 NDSE-EW6502 NDSE-EW6508

耐荷重 約10kg 約15kg 約7kg 約30kg

外形寸法 460（幅）×320（奥）mm
460（幅）×115（高）

×320（奥）mm
250（幅）×200（奥）mm

696（幅）×52.5（高）
×449.5（奥）mm

重量 約2.5kg 約6kg 約3kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656W

棚板

製品画像

品　番 NDSE-EB8501S NDSE-EB8502 NDSE-EB8503

耐荷重 約10kg 約7kg 約10kg

外形寸法 450（幅）×300（奥）mm 240（幅）×255（奥）mm
450（幅）×250（高）

×120（奥）mm

重量 約3kg 約2.5kg 約3kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S855B、NDSE-S857B

CPUホルダー棚板 カメラスタンド

棚板 棚板（ダブルタイプ） ベースカバーカメラスタンド

製品画像

品　番 NDSE-EB502 NDSE-EB507

耐荷重 5kg ー

外形寸法
340（幅）×472/772（高）

×300（奥）mm
233（幅）×25（高）×51（奥）mm

重量 約4kg 約1kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

カメラスタンド ディスプレイ背面受け金具

製品画像

品　番 NDSE-EB511 NDSE-EB531

耐荷重 10kg

外形寸法 699（幅）×25（高）×400（奥）mm 839（幅）×25（高）×400（奥）mm

重量 約4kg 約4.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

NDSE-S5135B用 棚板 NDSE-S5337B/S5355B用 棚板
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ディスプレイスタンドオプション

製品画像

品　番 NDSE-E7701 NDSE-E7702 NDSE-E7703 NDSE-E7704

耐荷重 約10kg 約5kg 10kg以下 ー

外形寸法
450（幅）×122.5（高）

×300（奥）mm
340（幅）×300（奥）mm

410.2（幅）×300（高）
×100（奥）mm

25（幅）×122（高）
×14.15（奥）mm

有効内寸 ー 390（幅）×90（奥）mm ー

重量 約3kg 約2.5kg 約3.5kg 約1kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S773、NDSE-S775

補助アームCPUホルダースペアー棚板【シングルタイプ】 カメラスタンド

ディスプレイスタンドオプション

製品画像

品　番 NDSE-EB6201S NDSE-EB6201L NDSE-EB6202 NDSE-EB6207 NDSE-EB6208

耐荷重 約10kg 約5kg ー 約30kg

外形寸法
440（幅）×60（高）

×320（奥）mm
680（幅）×60（高）

×320（奥）mm
300（幅）×235（奥）mm

53（幅）×25（高）
×246（奥）mm

736（幅）×463（奥）mm

重量 約3.5kg 約5.0kg 約3.5kg 約1kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S625B、NDSE-S627B

棚板 棚板 ワイドタイプ カメラスタンド 背面受け金具 ベースカバー

製品画像

品　番 NDSE-E9101 NDSE-E9102 NDSE-E9121

耐荷重 約10kg
上設置：約5kg
下設置：約3kg

約15kg

角度調節 ー 上下前後調節：任意調節可能 ー

外形寸法 455（幅）×350（奥）mm 340（幅）×300（奥）mm
455（幅）×126（奥）

×350（高）mm

有効内寸 ー
450（幅）×103（奥）

×350（高）mm

重量 約3kg 約3.5kg 約6.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S915、NDSE-S917

棚板シングル 棚板ダブルカメラスタンド

製品画像

品　番 NDSE-EB6501 NDSE-EB6521 NDSE-EB6502 NDSE-EB6508

耐荷重 約10kg 約15kg 約7kg 約30kg

外形寸法 460（幅）×320（奥）mm
460（幅）×115（高）

×320（奥）mm
250（幅）×200（奥）mm

696（幅）×52.5（高）
×449.5（奥）mm

重量 約2.5kg 約6kg 約3kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656B

　

ベースカバーカメラスタンド棚板（ダブルタイプ）

製品画像

品　番 NDSE-EW6501 NDSE-EW6521 NDSE-EW6502 NDSE-EW6508

耐荷重 約10kg 約15kg 約7kg 約30kg

外形寸法 460（幅）×320（奥）mm
460（幅）×115（高）

×320（奥）mm
250（幅）×200（奥）mm

696（幅）×52.5（高）
×449.5（奥）mm

重量 約2.5kg 約6kg 約3kg 約8kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S656W

棚板

製品画像

品　番 NDSE-EB8501S NDSE-EB8502 NDSE-EB8503

耐荷重 約10kg 約7kg 約10kg

外形寸法 450（幅）×300（奥）mm 240（幅）×255（奥）mm
450（幅）×250（高）

×120（奥）mm

重量 約3kg 約2.5kg 約3kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S855B、NDSE-S857B

CPUホルダー棚板 カメラスタンド

棚板 棚板（ダブルタイプ） ベースカバーカメラスタンド

製品画像

品　番 NDSE-EB502 NDSE-EB507

耐荷重 5kg ー

外形寸法
340（幅）×472/772（高）

×300（奥）mm
233（幅）×25（高）×51（奥）mm

重量 約4kg 約1kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B、NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

カメラスタンド ディスプレイ背面受け金具

製品画像

品　番 NDSE-EB511 NDSE-EB531

耐荷重 10kg

外形寸法 699（幅）×25（高）×400（奥）mm 839（幅）×25（高）×400（奥）mm

重量 約4kg 約4.5kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-S5135B NDSE-S5337B、NDSE-S5355B

NDSE-S5135B用 棚板 NDSE-S5337B/S5355B用 棚板
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製品画像

品　番 NDSE-W131 NDSE-W431 NDSE-W631

対応ディスプレイ
VESA規格（75×75、100×100）に準拠したディスプ

レイ
～43V型くらいまで対応

取付ピッチ（100×100mm、200×200/100mm）

～65V型くらいまで対応
取付ピッチ（200×200/100mm、300×300/

200/100mm、400×400/300/200/100mm）

耐荷重 取付ディスプレイ：20kg以下 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：60kg以下

角度調節 前方4度、後方8度 前方4度 ー

重量 約0.5kg 約1.5kg 約4.7kg

外形寸法 120（幅）×120（高）×38（奥）mm 250（幅）×250（高）×38（奥）mm 450（幅）×450（高）×38（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

関連製品 NDSE-EA700B

製品画像

品　番 NDSE-W453B NDSE-W653B NDSE-W853B

対応ディスプレイ ～43V型くらいまで ～55V型くらいまで ～100V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：50kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

角度調節 前方12度、後方5度

重量 約2.5kg 約5.5kg 約7.5kg

外形寸法 350（幅）×202（高）×92（奥）mm 500（幅）×292（高）×92（奥）mm 750（幅）×292（高）×92（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

関連製品 NDSE-EA700B

製品画像

品　番 NDSE-WSH-441 NDSE-WSH-741

対応ディスプレイ ～43V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：65kg以下

重量 約1.0kg 約1.5kg

外形寸法 350（幅）×118（高）×14（奥）mm 500（幅）×118（高）×14（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-EA700B

耐荷重 110kg以下

重量 約1.0kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-W131、NDSE-W431、NDSE-W631、NDSE-W453B、NDSE-W653B、NDSE-W853B

ブラケットアタッチメント

壁掛金具オプション壁掛金具
取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛を容易に実現。様々なシーンで空間の有効利用を可能に。
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製品画像

品　番 NDSE-W131 NDSE-W431 NDSE-W631

対応ディスプレイ
VESA規格（75×75、100×100）に準拠したディスプ

レイ
～43V型くらいまで対応

取付ピッチ（100×100mm、200×200/100mm）

～65V型くらいまで対応
取付ピッチ（200×200/100mm、300×300/

200/100mm、400×400/300/200/100mm）

耐荷重 取付ディスプレイ：20kg以下 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：60kg以下

角度調節 前方4度、後方8度 前方4度 ー

重量 約0.5kg 約1.5kg 約4.7kg

外形寸法 120（幅）×120（高）×38（奥）mm 250（幅）×250（高）×38（奥）mm 450（幅）×450（高）×38（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

関連製品 NDSE-EA700B

製品画像

品　番 NDSE-W453B NDSE-W653B NDSE-W853B

対応ディスプレイ ～43V型くらいまで ～55V型くらいまで ～100V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：50kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

角度調節 前方12度、後方5度

重量 約2.5kg 約5.5kg 約7.5kg

外形寸法 350（幅）×202（高）×92（奥）mm 500（幅）×292（高）×92（奥）mm 750（幅）×292（高）×92（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

関連製品 NDSE-EA700B

製品画像

品　番 NDSE-WSH-441 NDSE-WSH-741

対応ディスプレイ ～43V型くらいまで ～70V型くらいまで

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：65kg以下

重量 約1.0kg 約1.5kg

外形寸法 350（幅）×118（高）×14（奥）mm 500（幅）×118（高）×14（奥）mm

希望小売価格 オープン価格

製品画像

品　番 NDSE-EA700B

耐荷重 110kg以下

重量 約1.0kg

希望小売価格 オープン価格

対応製品 NDSE-W131、NDSE-W431、NDSE-W631、NDSE-W453B、NDSE-W653B、NDSE-W853B

ブラケットアタッチメント

壁掛金具オプション壁掛金具
取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛を容易に実現。様々なシーンで空間の有効利用を可能に。
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吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-C2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～2550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C1B NDSE-C9B

外形寸法 240（幅）×300（高）×240（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約3.0kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

シングルタイプ 1 2 3
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

傾斜タイプ

ツインタイプ 1 2 3 4
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
﹂ 

を
選
択

﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
ツ
イ
ン
金
具
﹂ 

を
選
択

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-C2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～2550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C5B NDSE-C9B

外形寸法 320（幅）×300（高）×320（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約5.5kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ツ
イ
ン
金
具

製品画像

品　番 NDSE-EB4T NDSE-EB6T NDSE-EB8T

重量 約5.0kg 約6.0kg 約7.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：55kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

強化タイプ 傾斜タイプ

天吊金具
ディスプレイを天井に吊下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。
天吊金具は「スラブ取付金具」「吊り下げパイプ」「ディスプレイ取付金具」で構成されています。
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り
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イ
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品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-C2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～2550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C1B NDSE-C9B

外形寸法 240（幅）×300（高）×240（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約3.0kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

シングルタイプ 1 2 3
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
吊
り
下
げ
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イ
プ
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を
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択

﹁
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

傾斜タイプ

ツインタイプ 1 2 3 4
﹁
ス
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ブ
取
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金
具
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を
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択

﹁
吊
り
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げ
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イ
プ
﹂ 

を
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択
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イ
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具
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を
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択

﹁
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ン
金
具
﹂ 

を
選
択

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-C2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～2550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C5B NDSE-C9B

外形寸法 320（幅）×300（高）×320（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約5.5kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

ツ
イ
ン
金
具

製品画像

品　番 NDSE-EB4T NDSE-EB6T NDSE-EB8T

重量 約5.0kg 約6.0kg 約7.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：40kg以下 取付ディスプレイ：55kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

強化タイプ 傾斜タイプ

天吊金具
ディスプレイを天井に吊下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。
天吊金具は「スラブ取付金具」「吊り下げパイプ」「ディスプレイ取付金具」で構成されています。
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傾斜タイプス
ラ
ブ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C5B NDSE-C9B

外形寸法 320（幅）×300（高）×320（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約5.5kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

マルチタイプ 1 2 3
﹁
ス
ラ
ブ
取
付
金
具
﹂ 

を
選
択

﹁
吊
り
下
げ
パ
イ
プ
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択

﹁
デ
ィ
ス
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イ
取
付
金
具
﹂ 
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﹁
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チ
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具
﹂ 

を
選
択

4
﹁
マ
ル
チ
金
具
﹂ 

を
選
択

吊
り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

マ
ル
チ
金
具

製品画像

品　番 NDSE-EB110M NDSE-EB180M

重量 約7.5kg 約11.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：55kg以下 取付ディスプレイ：55kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

強化タイプ

製品画像

品　番 NDSE-E304 NDSE-EA700B NDSE-EB303 NDSE-EB315

耐荷重 ー 110kg以下 約10kg 30kg

外形寸法 ー 25（幅）×720（高）×15（奥）mm 450（幅）×350（高）×135（奥）mm 148.5（高）×60（外径）mm

有効内寸 ー 446（幅）×350（高）×121（奥）mm ー

重量 ー 約1.0kg 約5.0kg 約1.0kg

ワイヤー長さ 4000mm ー

備考

下記製品を使用する場合、安全のため
必ず取り付けてください。

NDSE-C83B、NDSE-C1700B、
NDSE-C2000B、NDSE-C2300B、

NDSE-EB8T、NDSE-EB110M、
NDSE-EB180M

ディスプレイ取付穴、タテピッチを
420～700mmまで変換可能

ー ※右90°、左90°回転が可能

希望小売価格 オープン価格

対応製品

NDSE-C500B、NDSE-C800B、
NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、
NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、

NDSE-C2300B

NDSE-C43B、NDSE-C63B、
NDSE-C83B

NDSE-C500B、NDSE-C800B、
NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、
NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、

NDSE-C2300B、NDSE-C43B、
NDSE-C63B、NDSE-C83B

NDSE-C43B、NDSE-C63B

振れ止め金具 ブラケットアタッチメント CPUホルダー 回転金具

天吊金具オプション

68



傾斜タイプス
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ブ
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製品画像

品　番 NDSE-C5B NDSE-C9B

外形寸法 320（幅）×300（高）×320（奥）mm 320（幅）×205（高）×320（奥）mm

重量 約5.5kg 約6.5kg

備考 ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。

希望小売価格 オープン価格

マルチタイプ 1 2 3
﹁
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具
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﹁
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択
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り
下
げ
パ
イ
プ

品　番 NDSE-C500B NDSE-C800B NDSE-C1100B NDSE-C1400B NDSE-C1700B NDSE-C2000B NDSE-2300B

重量 約1.5kg 約2.5kg 約3.0kg 約4.0kg 約5.0kg 約5.5kg 約6.5kg

設定寸法 500～750mm 800～1050mm 1100～1350mm 1400～1650mm 1700～1950mm 2000～2250mm 2300～550mm

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

マ
ル
チ
金
具

製品画像

品　番 NDSE-EB110M NDSE-EB180M

重量 約7.5kg 約11.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：55kg以下 取付ディスプレイ：55kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
取
付
金
具

製品画像

品　番 NDSE-C43B NDSE-C63B NDSE-C83B

重量 約10.0kg 約11.0kg 約12.5kg

耐荷重 取付ディスプレイ：60kg以下 取付ディスプレイ：80kg以下 取付ディスプレイ：110kg以下

ディスプレイ角度調節 前方0度/10度/20度

備考 ー ※別途振れ止め金具NDSE-E304（P61）が必要

希望小売価格 オープン価格

強化タイプ

製品画像

品　番 NDSE-E304 NDSE-EA700B NDSE-EB303 NDSE-EB315

耐荷重 ー 110kg以下 約10kg 30kg

外形寸法 ー 25（幅）×720（高）×15（奥）mm 450（幅）×350（高）×135（奥）mm 148.5（高）×60（外径）mm

有効内寸 ー 446（幅）×350（高）×121（奥）mm ー

重量 ー 約1.0kg 約5.0kg 約1.0kg

ワイヤー長さ 4000mm ー

備考

下記製品を使用する場合、安全のため
必ず取り付けてください。

NDSE-C83B、NDSE-C1700B、
NDSE-C2000B、NDSE-C2300B、

NDSE-EB8T、NDSE-EB110M、
NDSE-EB180M

ディスプレイ取付穴、タテピッチを
420～700mmまで変換可能

ー ※右90°、左90°回転が可能

希望小売価格 オープン価格

対応製品

NDSE-C500B、NDSE-C800B、
NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、
NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、

NDSE-C2300B

NDSE-C43B、NDSE-C63B、
NDSE-C83B

NDSE-C500B、NDSE-C800B、
NDSE-C1100B、NDSE-C1400B、
NDSE-C1700B、NDSE-C2000B、

NDSE-C2300B、NDSE-C43B、
NDSE-C63B、NDSE-C83B

NDSE-C43B、NDSE-C63B

振れ止め金具 ブラケットアタッチメント CPUホルダー 回転金具

天吊金具オプション
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