＜システム構成例＞

●ケーブルマネジメント機能付き。
●ネジ付属 ※


※但し装着するディスプレイによっては、
別途ご⽤意いただく
場合がございます。

Bolt Down



●幅広いレイアウトのご要望にお応えできます。

●ディスプレイの設置は縦横可能。

●微調整式フラットアームは、
無段階のノブで8カ所の調整が⾃在。
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Mobile

Freestanding

SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

⾃⽴式マルチディスプレイスタンド

製品仕様
対応モニターサイズ ※

32” - 70”
46” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり )

※BT8390-VESA400MAF微調整VESAアーム使⽤の場合

耐荷重
対応VESA
カラーオプション (⽀柱）

800 mmまで
ブラック/シルバー

BT8370 シリーズ

レベラー脚付きマルチディスプレイスタンド

70
177

cm

PER SCREEN

COLUMNS

【55インチモニター2ｘ2⾯の場合のパーツ構成】
2x2⾯マルチの場合

■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■ジョイントプレート（BT8380-JPK)ｘ4
■フロアベース（BT8380-BASE）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAF）ｘ4
詳細はP.25〜P.36を参照ください

70
177

cm

キャスター脚付きマルチディスプレイスタンド
PER SCREEN

COLUMNS

SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

BT8371 シリーズ


BT8371-2x2




【55インチモニター2ｘ2⾯の場合のパーツ構成】



2x2⾯マルチの場合

■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■ジョイントプレート（BT8380-JPK)ｘ4
■フロアベース（BT8380-BASE）ｘ2
■キャスター（BT8380-CASTORS）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAF）ｘ4
詳細はP.25〜P.36を参照ください

BT8372 シリーズ
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70
177

cm

固定ベース脚付きマルチディスプレイスタンド
PER SCREEN

COLUMNS




【55インチモニター2ｘ2⾯の場合のパーツ構成】
【55インチモニター2ｘ
2x2⾯マルチの場合

■⽀柱（BT8380-180
■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■ジョイントプレート（BT8380-JPK)ｘ4
■アンカー固定ベース（BT8380-FFB）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAF）ｘ4
詳細はP.25〜P.36を参照ください

a va va w
aw
a radr ds s2 20 01177wwi ni nnneer r - - MMaannuuf faaccttuurreerr ooff tthhee YYeeaarr

SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

⾃⽴式カーブ設置マルチディスプレイスタンド ※受注発注品
＜システム構成例＞
カーブ設置用パーツ
BT8390-AAC

●幅広いレイアウトのご要望にお応えできます。


●カーブ設置⽤パーツには⾓度あわせのガイド表⽰つき。

●同じく⽔平バー設置のためのガイド表⽰つき。

●微調整式フラットアームは、
無段階のノブで8カ所の調整が⾃在。

●ケーブルマネジメント機能付き。
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●ネジ付属 ※

※但し装着するディスプレイによっては、
別途ご⽤意いただく
場合がございます。

製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重

39” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり )
800 mmまで

対応VESA
カラーオプション (⽀柱）

ブラック/シルバー

BT8373 シリーズ

レベラー脚付きカーブ設置マルチディスプレイスタン
ディスプレイスタンド

PER SCREEN

4x2⾯マルチの場合

システム構成は案件毎に異なります。
詳細につきましてはお問い合わせください。

キャスター脚付きカーブ設置マルチディスプレイスタンド

PER SCREEN

SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

BT8374シリーズ







4x2⾯マルチの場合

システム構成は案件毎に異なります。
詳細につきましてはお問い合わせください。

12

BT8375 シリーズ

固定ベース脚付きカーブ設置マルチディスプレイスタン
ブ設置マルチディスプレイスタンド

PER SCREEN

4x2⾯マルチの場合

システム構成は案件毎に異なります。
詳細につきましてはお問い合わせください。

a va va w
aw
a radr ds s2 20 01177wwi ni nnneer r - - MMaannuuf faaccttuurreerr ooff tthhee YYeeaarr

SYSTEM X MENU BOARD MOUNTS
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メニューボードマウント
＜システム構成例＞

●幅広いレイアウトのご要望にお応えできます。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●ポップアウト式アームはインストールやメンテナンスの作業効率を格段に向上させます。
●ポップアウト式アームにはディスプレイの偶発的な⾶び出しを防⽌するネジが付属しています。
●チルト式アームは、
5°刻みで20°まで⾓度調節が可能。
●⽔平バーの⻑さは複数選べます。
●アームに搭載された調整ネジで、
ディスプレイを美しく均⼀にマウント可能。

BT8330シリーズ
壁付⽤メニューボード

PER SCREEN

【55インチモニター横4⾯の場合のパーツ構成】
■⽔平バー（BT8390-150）ｘ3
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ2
■⽔平バー壁⾯取付⾦具（BT8390-WFK2)ｘ6
■VESAアーム（BT8390-VESA400T）ｘ4
詳細はP.25〜P.36を参照ください

製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
チルト⾓度 （チルトアームのみ）
壁からの奥⾏ （固定アーム使⽤時）
壁からの奥⾏ （チルトアーム使⽤時）

32” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり ）
600 x 400 mm
- 20 °
57.4 mm
71 .4 mm

壁からの奥⾏ （微調整アーム使⽤時） 99 mm ( +/- 10 mm 微調整）

画像は設置イメージです

ポップアウト式メニューボード

PER SCREEN

【55インチモニター横3⾯の場合のパーツ構成】
⾯の場合
合のパーツ構成】
】
■⽔平バー（BT8390-175）ｘ2
175）ｘ2
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ1
（BT83
390-EXT）ｘ1
■⽔平バー壁⾯取付⾦具（BT8390-WFK2)ｘ4
具（BT
T8390-WFK2
2)ｘ4
4
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAP）ｘ3
90-VE
ESA400MAP）ｘ3

SYSTEM X MENU BOARD MOUNTS

BT8331シリーズ

詳細はP.25〜P.36を参照ください
さい

製品仕様

39” - 70”

対応モニターサイズ

50 kg ( 1 画⾯あたり ）

耐荷重

400 x 400 mm

対応VESA
壁からの奥⾏ （ポップイン時）

126 mm（±7 ｍｍ微調整可能）

壁からの奥⾏ （ポップアウト時）

306 mm（±7 ｍｍ微調整可能）

画像は設置イ
画像は
設置イメージ
メージです
です
画像は設置イメージです

BT8332シリーズ
天吊式メニューボード

PER SCREEN

両⾯設置も可能

【55インチモニター横4⾯の場合のパーツ構成】
パーツ構成】
■化粧リング（BT7055）ｘ3
ｘ3
■天吊りマウント（BT7822）ｘ3
0）ｘ3
■天吊りポール（BT7850-150）ｘ3
）ｘ6
■マウント取付⾦具（BT7841）ｘ6
（BT8390-CF
CFK
K）ｘ3
■⽀柱⽤マウントブラケット（BT8390-CFK）ｘ3
ｘ3
■⽔平バー（BT8390-150）ｘ3
90-EXT
T）ｘ
） 2
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ2
SA400T）ｘ4
■VESAアーム（BT8390-VESA400T）ｘ4

POLES

詳細はP.25〜P.36を参照ください

製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
チルト⾓度 （チルトアームのみ）
ポール⻑

32” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり ）
800 x 800 mm
20 °
0.5m - 2m ( 延⻑可能 ）
画像は設置イメージです
画像は
は設置イ
設置イメージ
ージです
す
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SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

15

壁⾯・天吊マルチディスプレイマウント
FIXED, TILT or POP-OUT
＜システム構成例＞

●幅広いレイアウトのご要望にお応えできます。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●固定・ティルト・微調整式・ポップアウト式の4種類を取り揃えています。
微調整式フラットアームは、
無段階のノブで8カ所の調整が⾃在。
ポップアウト式はインストールやメンテナンスの作業効率を格段に向上させます。
●ディスプレイの偶発的な⾶び出しを防⽌するネジが付属。
●⽔平バーの⻑さ及び段数は複数選べます。
●天吊タイプはポールの⻑さを複数選べます。
●モザイクレイアウトなど独創的な配置も可能です。

BT8340シリーズ

70
177

cm

マルチディスプレイマウント

PER SCREEN

画像は設置イメージです



製品仕様


対応モニターサイズ
32” - 70”

※BT8390-VESA400MAF微調整VESAアーム使⽤の場合

46” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり ）
耐荷重

対応VESA
800 x 800 mm

47 mm
壁からの奥⾏ （固定アーム使⽤時）


71 .4 mm
壁からの奥⾏ （チルトアーム使⽤時）
壁からの奥⾏ （微調整アーム使⽤時） 99 mm ( +/- 1 0 mm 微調整）

【55インチモニター 3x3 ⾯の場合のパーツ構成】
■⽔平バー（BT8390-175）ｘ6
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ3
■⽔平バー壁⾯取付⾦具（BT8390-WFK2)ｘ12
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAF）ｘ9
詳細はP.25〜P.36を参照ください

70
177

cm

ポップアウト式マルチディスプレイマウント
PER SCREEN

SYSTEM X VIDEOWALL MOUNTS

BT8341シリーズ






画像は設置イメージです



製品仕様

対応モニターサイズ
耐荷重

対応VESA

壁からの奥⾏
（ポップイン時）

壁からの奥⾏ （ポップアウト時）

【55インチモニター 3x3 ⾯の場合のパーツ構成】

40” - 70”
50 kg ( 1 画⾯あたり ）

■⽔平バー（BT8390-175）ｘ6
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ3
■⽔平バー壁⾯取付⾦具（BT8390-WFK2)ｘ12
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAP）ｘ9

400 x 400 mm
126 mm
306 mm

詳細はP.25〜P.36を参照ください

BT8342シリーズ
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70
177

cm

天吊式マルチディスプレイマウント
PER SCREEN

POLES

【55インチモニター 3x3 ⾯の場合のパーツ構成】


■化粧リング（BT7055）ｘ3
■天吊りマウント（BT7822）ｘ3
■天吊りポール（BT7850-200）ｘ3
■天吊りポール（BT7850-100）ｘ3
■ポール連結⾦具（BT7824）ｘ3
■マウント取付⾦具（BT7841）ｘ18
■⽀柱⽤マウントブラケット（BT8390-CFK）ｘ9
■⽔平バー（BT8390-175）ｘ6
■⽔平バー延⻑キット（BT8390-EXT）ｘ3
■VESAアーム（BT8390-VESA400MAF）ｘ9

画像は設置イメージです


製品仕様


32” - 70”
対応モニターサイズ

※BT8390-VESA400MAF微調整VESAアーム使⽤の場合
46”
- 70”

50 kg ( 1 画⾯あたり ）
耐荷重


対応VESA
ポール⻑

400 x 400 mm
0.5 m - 2 m ( 延⻑可能 ）



詳細はP.25〜P.36を参照ください

av awards 2017 winner - Manufacturer of the Year

videowalls
menu board
mou
LED& VIDEOWALL
MOUNTS

ＬＥＤパネルスタンド

※受注発注品

＜システム構成例＞
●ご要望通りのシステムを提供できます。
●様々なLEDパネル及びパネル構成に適した
ユニバーサルデザイン。
●ケーブルマネジメント機能付き。
●システムの拡張が思いのまま。
●パーツを組上げるだけで簡単設置。

LEDの画素ピッチがあがり映像品質が向上するに従って、現在
大規模ディスプレイはLEDパネルの使用が増えてきています。
LEDマウントもB-TECHの核であるSystemXテクノロジーを活かし、
一般的なLEDパネルを搭載できるデザインを取り揃えました。
これにより 自立式 ・ 移動式など幅広いニーズにおこたえでき
ます。
あらかじめ用意されたパーツを選び、 組み合わせるだけ。
コス
トの削減が期待できる上、 現場でかかる設置時間も大幅に短
縮できます。
※LEDパネルの機種によっては適合できない場合があります。
※システム構成お⾒積りにはLEDパネルのメーカー、
機種、
台数、
⼨法図など詳細の情報が必要となります。

36
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詳細につきましてはお問い合わせください。

BT9370シリーズ

COLUMNS

レベラー脚付きLEDパネルスタンド

TM

製品仕様
カラーオプション (⽀柱)
屋内専⽤

ブラック

/ シルバー

キャスター脚付きLEDパネルスタンド

COLUMNS

LED VIDEOWALL MOUNTS

BT9371シリーズ






TM






製品仕様
カラーオプション (⽀柱)
屋内専⽤




ブラック

/ シルバー
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BT9372シリーズ

固定ベース付きLEDパネルスタンド

COLUMNS











TM

製品仕様
カラーオプション (⽀柱)
屋内専⽤

ブラック

/ シルバー



av awards 2017 winner - Manufacturer of the Year

FLOOR STANDS, TROLLEYS
& VIDEO
CONFEREN
FOOR
STANDS

超⼤型シングルディスプレイスタンド

●⼤型ディスプレイをしっかり⽀えます。
●ケーブルマネジメント機能付き。
●ネジ付属 ※
※但し装着するディスプレイによっては、
別途ご⽤意いただく場合がございます。
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製品仕様
対応モニターサイズ

65” - 120”
200 kg

耐荷重

1200 mmまで

対応VESA
カラーオプション (⽀柱）

ブラック/シルバー

BT8370-XLS シリーズ

レベラー脚付きシングルディスプレイスタンド

120”
248cm

200KG

COLUMNS

【98インチモニターの場合のパーツ構成】
■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■⽔平バー取付⾦具（BT8390-WFK3)ｘ2
■フロアベース（BT8380-BASE）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA800F）ｘ1 ※
詳細はP.25〜P.36を参照ください。
※ディスプレイによっては特殊なVESAアームが必要な場合があります。

av awards 2017 winner - Manufacturer of the Year

120”
248cm

キャスター脚付きシングルディスプレイスタンド
200KG

FOOR STANDS

BT8371-XLS シリーズ

COLUMNS







BT8371-2x2

【98インチモニターの場合のパーツ構成】
■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■⽔平バー取付⾦具（BT8390-WFK3)ｘ2
■フロアベース（BT8380-BASE）ｘ2
■キャスター（BT8380-CASTORS）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA800F）ｘ1 ※
詳細はP.25〜P.36を参照ください。
※ディスプレイによっては特殊なVESAアームが必要な場合があります。

BT8372-XLS シリーズ
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120”
248cm

固定ベース脚付きシングルディスプレイスタンド
200KG

COLUMNS




【98インチモニターの場合のパーツ構成】
■⽀柱（BT8380-180）ｘ2
■⽔平バー（BT8390-200）ｘ2
■⽔平バー取付⾦具（BT8390-WFK3)ｘ2
■アンカー固定ベース（BT8380-FFB）ｘ2
■VESAアーム（BT8390-VESA800F）ｘ1 ※
詳細はP.25〜P.36を参照ください。
※ディスプレイによっては特殊なVESAアームが必要な場合があります。

av awards 2017 winner - Manufacturer of the Year

FLOOR STANDS, TROLLEYS
& VIDEO
FOORCONFEREN
STANDS
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フロアスタンド

BTF840シリーズ
ディスプレイスタンド

COLUMN / RAIL

i

●ディスプレイを縦または横⽅向に取り付け可能なユニバーサル
スプレイを縦ま
縦または
たは横⽅
横⽅向に
向に取り
取 付け可能なユニバ
ニ ーサル
デザイン。
●スチール製ベースは頑丈で安定性に富み、ボルト固定は必要あ
りません。
●移動を防⽌するために床へのボルト固定も可能です。

●ディスプレイの⾼さは無段階調整ネジで⾃由⾃在。
●ケーブルマネジメント機能でディスプレイまわりはスッキリ。
●フックオン⽅式でディスプレイが簡単に設置できます。

製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重

39”- 65”
70 kg

対応VESA

430 x 400 mmまでのユニバーサル

対応VESA (拡張アダプター使⽤時）600 x 400 mmまでのユニバーサル
カラーオプション (⽀柱）

ブラック / シルバー

BTF844/845シリーズ
横⼆⾯ディスプレイスタンド

BTF845

BTF844

PER SCREEN

COLUMNS

●ディスプレイを横⽅向に⼆⾯取り付け可能なデザイン。


●ディスプレイの上下に固定できるVC棚が付属しています。


●スチール製ベースは頑丈で安定性に富み、ボルト固定は



必要ありません。




●移動を防⽌するために床へのボルト固定も可能です。

●ディスプレイの⾼さは無段階調整ネジで⾃由⾃在。
●ケーブルマネジメント機能でディスプレイまわりはスッキリ。

●フックオン⽅式でディスプレイが簡単に設置できます。



製品仕様

BTF844

対応モニターサイズ
最⼤ディスプレイ幅

39”- 46”
1068 mm

カラーオプション (⽀柱）

47”- 55”
1318 mm

30 kg

25 kg

400 x 400 mmまで

600 x 400 mmまで

耐荷重 (ディスプレイあたり）
対応VESA

BTF845

ブラック / シルバー

av awards 2017 winner - Manufacturer of the Year

FLOOR STANDS

BTF843シリーズ

※受注発注品

縦型ディスプレイスタンド

COLUMNS

●ディスプレイを縦また縦⽅向に取り付け可能なユニバーサル
デザイン。
●スチール製ベースは頑丈で安定性に富み、ボルト固定は必要

ありません。

●移動を防⽌するために床へのボルト固定も可能です。

●ディスプレイの⾼さは無段階調整ネジで⾃由⾃在。

●ケーブルマネジメント機能でディスプレイまわりはスッキリ。
●フックオン⽅式でディスプレイが簡単に設置できます。


製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA

60”- 85”
70 kg
800 x 600 mmまでのユニバーサル

カラーオプション (⽀柱）

ブラック / シルバー

BTF841 / 842シリーズ
縦⼆⾯ディスプレイスタンド

LANDSCAPE

PORTRAIT

PER SCREEN

COLUMN / RAILS

 ●ディスプレイを縦⽅向に⼆⾯取り付け可能なデザイン。
 ●ディスプレイの上下に固定できるVC棚が付属しています。

●スチール製ベースは頑丈で安定性に富み、ボルト固定は
必要ありません。
●移動を防⽌するために床へのボルト固定も可能です。
●ディスプレイの⾼さは無段階調整ネジで⾃由⾃在。
●ケーブルマネジメント機能でディスプレイまわりはスッキリ。
●フックオン⽅式でディスプレイが簡単に設置できます。

製品仕様

BTF841

BTF842

32”- 65”

耐荷重 (ディスプレイあたり）
対応VESA

47”- 65”
35 kg
430 x 400 mmまで

対応VESA (拡張アダプター使⽤時)
カラーオプション (⽀柱）

600 x 400 mmまで
ブラック / シルバー

対応モニターサイズ
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オプションパーツ

BT7866

※近⽇発売
※受注発注品

1kg

⾓度調整付きカメラシェルフ

適合機種

BT8390 水平バー＆ BT7841 , BT7052 カラー
BT8390-SA アクセサリーマウントアーム
製品仕様

●フラットスクリーンの上部にカメラを装着できます。
●SystemXに組み合わせての設置も可能です。
●設置後 0°、25°の⾓度調整が可能です。
●WEBカメラを固定できます。
●ケーブルマネジメントあり。
●簡単設置。

耐荷重
調整可能⾓度
装着可能なモニターの厚み
装着台座サイズ

BT7863

122ｘ106 mm

アクセサリーマウントアーム

適合機種

適合機種

BT8390 水平バー＆ BT7841 , BT7052 カラー
BT8390-SA アクセサリーマウントアーム

BT8390 水平バー＆
BT7863 / BT7032 / BT7033 オプション棚

●SystemXに組み合わせて設置できます。
●100ｘ100 ｍｍ間隔のネジ⽳でWEBカメラを固定できます。
●簡単設置。
製品仕様
シェルフサイズ

-25°
115 mmまで

BT8390-SA

⼩型AVアクセサリーシェルフ
（235ｘ120ｍｍ）

耐荷重

1 kg

●BT8390 ( ⽔平バー ) に直接取り付けてオプション棚を設置します。
●2本仕様でより⼤きな棚も設置可能です。
●⾼さは微調節可能。
製品仕様

4 kg

耐荷重
（ 1 本使⽤ )

4 kg

235ｘ120 mm

耐荷重
（ 2本使⽤ )

15 kg

拡張幅

458 - 854 mm

1 Pole

⼤型AVアクセサリーシェルフ
（500ｘ380ｍｍ）

2 Poles

適合機種

BT8390 水平バー＆ BT7841 , BT7052 カラー
BT8390-SA アクセサリーマウントアーム

製品仕様
耐荷重 ( 1 箇所固定 ）

●SystemXに組み合わせて設置できます。
●100ｘ100ｍｍ 間隔のネジ⽳でWEBカメラを固定できます。
●簡単設置。

BT7033

AVアクセサリーシェルフ
（300ｘ300ｍｍ）

7.5 kg
15 kg

耐荷重 ( 2 箇所固定 ）
サイズ

※受注発注品
1 Pole

BT7865

５００x380 mm

※受注発注品

PCキーボードシェルフ

2 Poles

適合機種

適合機種

BT8390 水平バー＆ BT7841 , BT7052 カラー
BT8390-SA アクセサリーマウントアーム

BT8390 水平バー＆ BT7841 , BT7052 カラー
BT8390-SA アクセサリーマウントアーム

●SystemXに組み合わせて設置できます。
●100ｘ100 ｍｍ間隔のネジ⽳でWEBカメラを固定できます。
●簡単設置。
製品仕様

●SystemXに組み合わせて設置できます。
●キーボードシェルフは10°傾斜つき。
●簡単設置。
製品仕様

耐荷重 ( 1 箇所固定 ）

15 kg

耐荷重

耐荷重 ( 2 箇所固定 ）

25 kg

サイズ ( キーボードテーブル部分 )

465x175 mm

サイズ( マウステーブル部分 )

230x255 mm

サイズ

3００x300 mm

UNIFiIED COMMUNICATIONS & VIDEO CONFERENCING

BT7032

4 kg

※印のパーツは受注発注品
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SYSTEM X COMPONENTS

SYSTEM X
PROFESSIONAL COMPONENTS
SYSTEM X 部材⼀覧
B-TECHのSYSTEM X ( システムエックス ) はAVインストール
のプロフェッショナルのために設計されたシステムです。
その最⼤の特徴はモジュール式組⽴部品によりあらゆる設置の
ニーズに対応できる⾼い汎⽤性にあります。
多彩な部材を組み合わせて⾃由なデザイン空間を実現します。
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SYSTEM X COMPONENTS

BT8390
⽔平バー

●壁付け、
メニューボード、
マルチディスプレイ設置に最適です。
●各種のVESAアームや追加オプションが取付可能。
●⻑さは6種類をご⽤意。
必要であればカットも可能です。( 有償
償)
●⽔平バー延⻑キット
（BT8390-EXT）
で延⻑ができます。
●⽔平バー上はアームをスライドできるため、
お好きな場所で
ディスプレイを取り付け可能。
●プラスチック製のエンドキャップでスマートな仕上がりにできます。

BT8390-CMC

ケーブルマネジメントクリップ

キリと整理できます
●ケーブルをスッキリ
と整理できます。
●ネジ １ 個だけで⽔平バーに取り付け。
●ケーブルの取り外しも簡単に⾏えます。

製品仕様
⻑さ

0.3m, 0.5ｍ, 0.7ｍ, 1.5ｍ, 1.75ｍ, 2ｍ

BT8390-AAC

BT8390-EXT

※受注発注品

※受注発注品

⽔平バー⾓度調整アダプター

⽔平バー延⻑キット

１セット６本⼊り

●⽔平バー BT8390 と組み合わせて延⻑するためのキットです。
●スプリング付ベアリングによりバーの組み合わせがスムース。
●レールに継ぎ⽬がないためスムーズに設置位置を移動できます。
。
●バーの内側に特殊ネジで接合するため、
確実に接合可能。
製品仕様
必要数

●水平バー BT8390同士
BT8390同士を組み合わせる際、
同士を組
を組み合
み合わ
わせる際、角度を付けたい時
角度を付けたい時に。
●最大角度 + / - 45。
製品仕様

6本＝1セット （⽔平バー1本あたり）

調整⾓度

+/- 45°
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SYSTEM X COMPONENTS

BT8380
⽀柱

オプションパーツで延長可能
（最大4.2ｍまで）

27


●
⾃⽴式マルチディスプレイスタンド⽤の⽀柱です。
●レベラー、
キャスター、
ボルト固定と様々なベースとの
組み合わせ可能です。
●⽀柱延⻑キット
（BT8380-EXTV）
で延⻑ができます。
（最⼤4.2ｍまで）
●ケーブルマネジメント機能付き。
●オプションパーツ
（棚など）
を直接とりつけることも可能です。

製品仕様
⻑さ
取付可能ベース
カラーオプション

0.6 ｍ , 1.8 ｍ
BT8380-BASE/SHB/FFB/FSB
ブラック / シルバー

BT8380-EXTV
⽀柱延⻑キット

１セット4本⼊り




●⽀柱
BT8380 と組み合わせて延⻑するためのキットです。

●スプリ
ング付ベアリングによりバーの組み合わせがスムース。

●レールに継ぎ⽬がないためスムーズに設置位置を移動できます。
●バーの内側に特殊ネジで接合するため、
確実に接合可能。
●BT8380-060にはあらかじめ１セット付属しています。

BT8380-WTB
壁固定補助金具
●⽀柱
BT8380 を壁に固定するための補助パーツです。

●ショ
 ートフロアベース使⽤時や⽀柱延⻑時の振れ防⽌
⽤として使えます。
●最⼤707ｍｍまで離れた壁につけられます。

製品仕様
使⽤可能距離

214 - 707 mm

製品仕様
必要数

4本＝1セット （⽀柱1本あたり）

SYSTEM
TEM X COMPONENTS

BT8390-VESA200F
中 ・ ⼩型VESAア
⼩型VESAアーム
アーム

●メニューボ
●メニューボー
ーボー
ードやマルチスクリ
ドやマルチスクリ
リー
ーン設置などに最適なアームです。
ン設置な
ン設
置などに
どに最適
どに
最適
最適なア
適なア
なアー
ームです
ームで
です
です。
●多くのディスプレイに適合したユニバーサルデザイン。
●多くのディス
スプレイ
レ に適
適合し
合したユ
た ニバ
ニ ーサルデザイン。
●ディスプレイの縦横設置可能。
●ディスプレイの
イの縦横
縦横設置
設置可能
可 。
●⽔平バーをスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
ド可能
可能でデ
でディス
ィスプレ
プレイの設置位置
位置が⾃
が⾃由⾃
由⾃在。
在。
⾼さ調整可能。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ調整
調整可能
可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
壁からの奥⾏

47”まで
70 ｋｇ
200x200 mmまでのユニバーサル
48 ｍｍ

BT8390-VESA200T
中 ・ ⼩型チルト式VESAアーム
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BT8390-VESA400F
中 ・ ⼤型VESAアーム

70
177

cm



●メニューボードやマルチスクリーン設置などに最適なアームです。

●多くのディスプレイに適合したユニバーサルデザイン。

●ディスプレイの縦横設置可能。

●⾓度調整はネジで簡単。

●⽔平バーをスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ微調整可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
チルト⾓度

●メニューボードやマルチスクリーン設置などに最適なアームです。
●多くのディスプレイに適合したユニバーサルデザイン。
●ディスプレイの縦横設置可能。
●⽔平バーをスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ調整可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様

47”まで
70 ｋｇ
200x200 mmまでのユニバーサル
+20° (5°刻み)

対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
壁からの奥⾏

42” - 70”
70 ｋｇ
400x400 mmまでのユニバーサル
48 ｍｍ

SYSTEM X COMPONENTS

BT8390-VESA400T

70
178
cm

中 ・ ⼤型チルト式VESAアーム

●メニューボードやマルチスクリーン設置などに最適なアームです。

●多くのディスプレイに適合したユニバーサルデザイン。

●ディスプレイの縦横設置可能。

●⾓度調整はネジで簡単。

●⽔平バーをスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ調整可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
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対応VESA
チルト⾓度

42” - 70”
70 ｋｇ
400x400 mmまでのユニバーサル
+20° ( 5° 刻み)

BT8390-VESA400MAF BT8390-VESA400MAP
中 ・ ⼤型微調整VESAアーム

70
177

cm

●メニューボードやマルチスクリーン設置などに最適なアームです。
●多くのディスプレイに適合したユニバーサルデザイン。
●ディスプレイはかけるだけ、
縦設置・横設置可能。
●⽔平バーをスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
●⾼さ・奥⾏はネジで無段階微調整が可能。
特別な⼯具は必要ありません。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA
壁からの奥⾏
奥⾏調整幅

中 ・ ⼤型ポップアウト式VESAアーム

400x400 mmまでのユニバーサル
114 ｍｍ
⁺/-10 mm微調整

cm

●メニューボードやマルチスクリーン設置などに最適なアームです。

●⼿で押すだけでポップアップするシステムは作業効率を向上させます。

●掘り込み壁への設置にも最適。

●ディスプレイの縦横設置可能。

●⾼さ・奥⾏はネジで無段階微調整が可能。

特別な⼯具は必要ありません。
●ロック機構で不要なポップアップを防⽌します。
●ディスプレイはかけるだけの簡単設置、
脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様

42” - 70”
50 ｋｇ

70
177

対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA

39” - 70”
50 ｋｇ
400x400 mmまでのユニバーサル

壁からの奥⾏
（ポップイン時）

106 mm

壁からの奥⾏
（ポップアウト時）

274 mm

奥⾏調整幅

⁺/-10 mm微調整

※受注発注品

⼤型ディスプレイ⽤VESAアーム

●ディスプレイはかけるだけ、
縦設置・横設置可能。
●水平バー上をスライド可能でディスプレイの設置位置が自由自在。
●ディスプレイはかけるだけ、
高さ調整可能。
●ディスプレイの脱落防止ネジ採用。
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SYSTEM X COMPONENTS

BT8390-VESA600F

製品仕様
対応モニターサイズ ( 横型設置時 )
対応モニターサイズ ( 縦型設置時 )

50”以上
42”以上

耐荷重
対応VESA

400 x 400 mmまでのユニバーサル
70 ｋｇ

対応VESA

600x600 mmまでのユニバーサル
48 ｍｍ

壁からの奥⾏

BT8390-VESA800F
超⼤型ディスプレイ⽤VESAアーム

●⼤型ディスプレイの荷重に耐えるヘヴィ
・デューティ仕様。
●ディスプレイはかけるだけ、
縦設置・横設置可能。
●荷重に合わせて⼆本の⽔平バーでも設置ができる安⼼設計。
●⽔平バー上をスライド可能でディスプレイの設置位置が⾃由⾃在。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ調整可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
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製品仕様
対応モニターサイズ ( 横型設置時 )
対応モニターサイズ ( 縦型設置時 )

72” 以上
42” 以上

耐荷重
対応VESA
( ⽔平バー1本の時 )

400 x 400 mmまでのユニバーサル
70 ｋｇ

耐荷重 ( ⽔平バー2本の時 )
対応VESA

200 ｋｇ
800x800 mmまでのユニバーサル
64 ｍｍ

壁からの奥⾏

BT8390-VESA1200F
超⼤型ディスプレイ⽤VESAアーム


●⼤型ディスプレイの荷重に耐えるヘヴィ
・デューティ仕様。


●⼆本の⽔平バーに渡って設置をする安⼼設計。
●ディスプレイはかけるだけ、
⾼さ調整可能。
●ディスプレイの脱落防⽌ネジ採⽤。
製品仕様
対応モニターサイズ ( 横型設置時 )

90” 以上

対応モニターサイズ ( 縦型設置時 )

55” 以上

耐荷重
対応VESA
対応VESA
壁からの奥⾏

200 ｋｇ
1200x1200 mmまでのユニバーサル
64 ｍｍ

※受注発注品

SYSTEM X COMPONENTS

BT8390-WFK1

BT8390-WFK2

⽔平バー壁⾯取付⾦具

⽔平バー壁⾯取付⾦具

適合機種

適合機種

BT8390 水平バー

BT8390 水平バー他

●BT8390 ( ⽔平バー )を壁⾯に取り付けるための⾦具です。
●壁からわずか5ｍｍの厚みで取付可能。
●⽫ネジ採⽤でフラットなプレートの状態が保たれます。
製品仕様
適合アーム

●BT8390 ( ⽔平バー )を壁⾯に取り付けるための⾦具です。
●ビデオウォール⽤⽀柱にも使⽤可能。
●チルト式VESAアームを使う場合、
⾓度調整の幅が広がります。
●⽫ネジ採⽤でフラットなプレートの状態が保たれます。
製品仕様

BT8390-VESA200F / 200T / 400F / 400T
35 ｍｍ

壁からの奥⾏ ( ⽔平バー含む )
⼊数

１個

適合アーム

すべての System Xアーム
49 ｍｍ

壁からの奥⾏ ( ⽔平バー含む )
⼊数

１個
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BT8390-WFK3

⽔平バー （ ２本 ) 壁⾯/⽀柱取付⾦具

適合機種

BT8390 水平バーx2

BT8390-WFK4

※受注発注品

⽔平バー壁⾯取付⾦具

適合機種

他

BT8390 水平バー他

●２本のBT8390 ( ⽔平バー )を壁⾯及び⽀柱に取り付けるため
の⾦具です。
●⽔平バー同⼠の間隔を測る⼿間が省け、
短時間での設置が可能。
●BT8380（⽀柱 ）
にも使⽤できます。
製品仕様
適合アーム
壁からの奥⾏ ( ⽔平バー含む )
⽔平バー間の距離
⼊数

●BT8390 ( ⽔平バー )を壁⾯に取り付けるための⾦具です。
●対⾯する壁の間に設置する際の使⽤に最適。
●ビデオウォール設置の際には⽀柱を追加し補強することを
お勧めします。
製品仕様

BT8390-VESA800F ＆ 1200F
49 ｍｍ
480 ｍｍ
１個

適合アーム

すべての System Xアーム

耐荷重 ( ⽔平バー2m以内 )

200 kg

耐荷重 ( ⽔平バー2m -4.5m以内 )

150 kg
4個

⼊数

BT8390-CFK

ジョイントプレート

SYSTEM X COMPONENTS

BT8380-JPK

⽀柱⽤マウントブラケット

T

適合機種

適合機種

BT8390 水平バー＆
BT8380 支柱

BT7051 / BT7052 / BT7841Φ50ｍｍ支柱用取付金具&
BT8390 水平バー

●BT8390 ( ⽔平バー )をBT8380 ( ⽀柱 )と接続する⾦具です。
●⽔平バーの⾼さや機器を思い通りの場所に配置できます。
製品仕様

●BT8390 ( ⽔平バー )をマウント取付⾦具を使⽤してΦ50ｍｍ
⽀柱に取り付けるための⾦具です。
●天吊タイプのメニューボードやマルチディスプレイマウントに最適
●ヘヴィ
・デューティなスチール製。
●⽫ネジ採⽤でフラットなプレートの状態が保たれます。
製品仕様

⼊数

１個

⼊数

１個
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BT8390-ADP

※受注発注品

TVマウントアダプタープレート

BT7565

VESA800ｘ400拡張アダプター

適合機種

適合機種

B-TECHマウント各種 &
BT8390 水平バー

B-TECHマウント各種

●VESA400をVESA800に拡張できます。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●厚さ6ｍｍの薄型で設置の邪魔になりません。
●BT8390 ( ⽔平バー ) にB-TECHのTVマウントやデスクマウントを 製品仕様
とりつけるための⾦具です。
対応VESA
●機器を思い通りの場所に配置できます。
耐荷重

製品仕様
⼊数

１個

800ｘ400 ｍｍまで
取付マウントに準ずる

厚さ

6 ｍｍ

⼊数

1set＝2本⼊り

BT8380-BASE

BT8380-SHB

SYSTEM X COMPONENTS

レベラー脚付きフロアーベース

レベラー脚付きショートフロアーベース

適合機種

適合機種

BT8380 支柱

BT8380 支柱

●⾼さ微調整が可能。
●ブレーキ付きキャスターBT8380-CASTORS (→P.34)の取付が
可能です。
●フロアーベース固定キットBT8380-FBFK（→P.34）
で床に固定す
ればさらに安全です。
●⽀柱1本につき１ユニット使⽤します。
製品仕様

●レベラー脚付きフロアーベースBT8380-BASE
（→左項参照）
よりも
短いフロアーベースです。
●⽀柱1本につき１ユニット使⽤します。
製品仕様

⻑さ

950 mm
86 ｍｍ
107 - 125 mm

幅
⾼さ ( 微調整機能つき )

⻑さ
幅
⾼さ ( 微調整機能つき )

600 mm
86 ｍｍ
87 - 105 mm

※⽀柱⻑ 1 . 8 M以上の場合は壁固定補助⾦具 (BT8380-WTB) を
ご使⽤ください。
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BT8380-FFB

BT8380-FSB

アンカー固定ベース

フリースタンドベース

適合機種

適合機種

BT8390 水平バー &
BT8380 支柱

BT8380 支柱
●ショーウインドウや壁⾯近くのディスプレイなど限られたスペース
での使⽤に最適です。
●200ｋｇの荷重に耐える耐久性。
●コントロールルームなどの⼤規模マルチディスプレイの設置にも
最適です。

製品仕様

製品仕様
耐荷重
サイズ ( W x H x D )

●ボルト固定せずに安定した⾃⽴が可能なスチール製フロアベース。
●予期せぬ転倒防⽌にボルト固定も可能です。
●⾼さ調整が可能。

200 kg ( ⽀柱1本あたり )
240 x 6 x 240 mm

※⽀柱 1 . 2 M以上の場所に100ｋｇ以上の機器を設置しないでください。

耐荷重
サイズ ( W x H x D )

70 kg
890 x 40 x 604 mm

BT8380-FBFK

ブレーキ付キャスター

SYSTEM X COMPONENTS

BT8380-CASTORS

フロアーベース固定キット

適合機種

適合機種

BT8380-BASE フロアベース

BT8380-BASE

●レベラー脚付きフロアーベースBT8380-BASE(→P.33)に直接
取り付け、
可動式にできます。
●なめらかなキャスターは床に傷をつけることなく移動が可能。
●オン/オフのブレーキペダル付き。
製品仕様

●フリースタンドシステムに過度な⼒が加わった際
転倒を防ぐためのオプション固定⾦具です。
●レベラー脚に被せてフラットな場所にアンカー固定します。
●4ｍｍ厚スチール製で⼤規模設置でも安⼼。
●固定式のSYSTEM X で使⽤可能です。
製品仕様

⾞輪直径

100 mm

厚み

4 ｍｍ

幅
⾼さ ( ベース含む)

40 ｍｍ
193 mm

幅
⾼さ

168 ｍｍ
114 mm

2

⼊数

2

⼊数
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SYSTEM X COMPONENTS

BT7850

BT7824

Φ50ｍｍ⽀柱

Φ50ｍｍ⽀柱⽤連結⾦具

●1.6ｍｍ厚スチールで堅牢な⽀柱です。
●⻑さは4種類をご⽤意。
必要であればカットも可能です。( 有償 )
●中空でケーブルマネジメントが容易です。
製品仕様
⻑さ

●２本のΦ50ｍｍ⽀柱を連結できます。
●同梱の無頭ネジで⽀柱⾓度の微調整が可能です。
●中空でケーブルマネジメントが容易です。
製品仕様

500, 1000, 1500, 2000 mmの４種類

厚さ

4 mm

直径

Ø60 mm
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BT7822

BT7851

●Φ50ｍm⽀柱を天井及び床に取り付けできます。
●同梱の無頭ネジで⽀柱⾓度の微調整が可能です。
●中空でケーブルマネジメントが容易です。
●化粧カバー付きで⾒た⽬にこだわる設置にも対応できます。

●600ｍｍ-1000ｍｍの⻑さ調節可能な天吊り⾦具です。
●中空でケーブルマネジメントが容易です。
●BT7850とBT7824を使って延⻑も可能です。

Φ50ｍｍ⽀柱⽤天吊り⾦具

製品仕様
耐荷重
⻑さ
プレート部直径

伸縮ポール付き天吊り⾦具

150 kg
141 mm
Ø150 mm (化粧カバー除く)

製品仕様
耐荷重
⻑さ
プレート部直径

100 kg
600 - 1000 mm (２５ ｍｍピッチ 16段階)
Ø150 mm (化粧カバー除く)

SYSTEM X COMPONENTS

BT7055

化粧リング

●Φ50ｍｍ⽀柱向けの化粧リングです。
●⽀柱1本につき１ユニット使⽤します。
製品仕様

取付可能⽀柱径

Φ50mm

Ø50 mm

外径

Ø100 mm
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BT7841

Φ50ｍｍ⽀柱⽤パーツ取付⾦具

このアイコンのついた部材に
取付可能です

●Φ50ｍm⽀柱向けのパーツ取付⽤⾦具です。
●左右２つに割れるので設置済みのシステムへの取付も容易です。
●前後に取り付けネジがあり１本の⽀柱で背中合わせのパーツ設置が
可能です。
製品仕様

取付可能⽀柱径

⼊数

Ø50 mm
1

高さ ( 微調整機能つき )

87 - 105mm

※支柱長 1 . 8 M以上の場合はBT8380-WTBをご使用く
ださい。

DIGITAL SIGNAGE

SPECIALIST
MOUNTING SOLUTIONS
FOR DIGITAL SIGNAGE
サイネージ向けウォールマウント
商業施設や店舗においては、 マルチディスプレイだけで
はなく ⼩さなディスプレイや⼤画⾯モニターなど、
幅広い
サイネージのニーズがあります。
B-TECHでは、 ディスプレイのサイズや設置⽅向、 設置
する場所といったお客様の多様化するご要望にあわせて、
豊富なラインナップを取り揃えています。
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DIGITAL SIGNAGE

BT8310

壁⾯⽤
ポップアウト式マウント

ビデオウォールを素早く簡単にインストールする
ためにデザインされたポップアウト式モデル。
ディスプレイの縦使用・横使用両方に対応し、
自由
度の高いビデオウォールの構成が可能です。


ポップアウト機構で背面へのアクセスが簡単。

メンテナンス等の作業効率が格段に向上します。


また、
無段階の微調整機能を持ち、ディスプレイの


面合わせ調整が簡単にできます。
●複数設置でビデオウォールを⾃由に拡⼤できます。

●ディスプレイの設置は縦横可能。

●ポップアウ
ト機構により簡単に背⾯の作業を⾏えます。
●⼯具なしで⾯合わせの調整ができます。

●壁⾯及びポールに設置できます。
●ケーブルマネジメントホールを使⽤してケーブルを固定できます。
●彫りこんだ壁への設置にも最適。
●ＶＥＳＡ600ｘ400対応の拡張アダプターを同梱。
●オプション⾦具BT8310-LKを使⽤すれば不意の⾶び出しを防⽌
できます。
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製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重

43” - 70”
70 kg

対応VESA

200 x 100 - 400 x 400 mm

対応VESA ( 同梱のアダプター使⽤時 )
壁からの奥⾏

600 x 400 mm
101 mm ( +/- 7 mm微調整 )

壁からの奥⾏ （ポップアウト時）

293 mm ( +/- 7 mm微調整 )

奥⾏調整幅

+ / - 7 mm 微調整

⽔平調整幅
本体重量

15 mm
11.0 ｋｇ

※VESA拡張アダプターを取り付けた場合、 奥⾏は6ｍｍプラスされます。

70
178

cm

複数設置でビデオウォールを
⾃由に拡⼤できます。

ポップアウト機構により背⾯の
作業が簡単に⾏えます。

ツールフリーでディスプレイの
⾯合わせ調整が可能。

ＶＥＳＡ600ｘ400対応の拡張
アダプターを標準装備。

BT8310-LK

ポップアウトロックキット

●マウントの予期せぬ飛び出しを防ぎます。
●BT8310及びBT8310XLに使用できます。

フックを引きながらマウントを
押すとポップアウトします

DIGITAL SIGNAGE
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BT8312

壁⾯⽤
超スリムポップアウト式マウント

壁から56ｍｍという薄さを実現した超スリムポップ
アウト式モデル。
浅い掘り込み壁や、壁の前面の空間が小さい場合
に最適です。
ポップアウト機構で背面へのアクセスが簡単。
features
メンテナンス等の作業効率が格段に向上します。

●浅い掘り込み壁など薄型設置に最適な超スリムデザイン。
●複数設置でビデオウォールを⾃由に拡⼤できます。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●ポップアウト機構により簡単に背⾯の作業を⾏えます。
●⼯具なしで⾯合わせの調整ができます。
●ロック機構により、
偶発的なディスプレイの⾶び出しを防⽌。
●ＶＥＳＡ600ｘ400対応の拡張アダプターを同梱。

製品仕様
SPECIFICATION
対応モニターサイズ
耐荷重
対応VESA

as standard

43” - 70”
50 kg
200 x 100 - 400 x 400 mm

対応VESA ( 同梱のアダプター使⽤時 )
600 x 400 mm
63.1 mm ( +/- 7.5mm微調整 )
壁からの奥⾏
壁からの奥⾏ （ポップアウト時）

235.1 mm ( +/- 7.5mm微調整 )

奥⾏調整幅

+ / - 7.5 mm 微調整

⽔平調整幅
本体重量

15 mm
10.8 kg

*

※VESA拡張アダプターを取り付けた場合、 奥⾏は6ｍｍプラスされます。

70
178
177

cm
cm

Only 56mm

複数設置でビデオウォールを
⾃由に拡⼤できます。

ポップアウト機構により背⾯の
作業が簡単に⾏えます。

ツールフリーでディスプレイの
⾯合わせ調整が可能。

ＶＥＳＡ600ｘ400対応の拡張
アダプターを標準装備。

DIGITAL SIGNAGE

BT8310XL

超⼤型モニター向け壁⾯⽤
ポップアウト式マウント

補強されたサイドアームで125kgの超大型ディスプ
レイに対応するポップアウト式マウント。
8か所のマイクロアジャスト機能はツールフリーで
繊細な面合わせが簡単に行えます。
ポップアウト機構で背面へのアクセスが容易な為
メンテナンス等の作業効率が格段に向上します。

●125kgの超⼤型ディスプレイにも対応する耐久性。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●ポップアウト機構により簡単に背⾯の作業を⾏えます。
●⼯具なしで⾯合わせの調整ができます。
●ケーブルマネジメントホールを使⽤してケーブルを固定できます。
の設置にも最適。
●彫りこんだ壁への設置にも最適。
対応の拡張アダプターを同梱。
●ＶＥＳＡ600ｘ400対応の拡張アダプターを同梱。
BT7565
●オプション⾦具BT7565
（→P.32）
を使⽤すれば
0まで対応。
VESA800ｘ400まで対応。
BT8310-LK
→P.38)を使⽤すれば不
不意の
●オプション⾦具BT8310-LK
（→P.38)を使⽤すれば不意の
⽌できます。
⾶び出しを防⽌できます。
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製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重

拡張バー付

70” - 120”
125 kg

対応VESA

200 x 100 - 400 x 400 mm

対応VESA ( 同梱のアダプター使⽤時 )
壁からの奥⾏

600 x 400 mm
101 mm ( +/- 7 mm微調整 )

壁からの奥⾏ （ポップアウト時）

293 mm ( +/- 7 mm微調整 )
+ / - 7 mm 微調整

奥⾏調整幅

15 mm
12.2 kg

⽔平調整幅
本体重量

※VESA拡張アダプターを取り付けた場合、 奥⾏は6ｍｍプラスされます。

125kg

イドアームで
補強されたサイ
重を実現。
125ｋｇの耐荷重を実現。

により背⾯の
り背⾯
ポップアウト機構によ
作業が簡単に⾏えます。

ツールフリーでディスプレイの
⾯合わせ
⾯合
わせ調整
調整が可能。
⾯合わせ調整が可能。

ドアーム補強で超
超⼤型
⼤型ディ
ディス
ス
サイドアーム補強で超⼤型ディス
プレイをスムーズにポップアウト。

DIGITAL SIGNAGE
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BT8309

壁⾯⽤ポップアウト式マウント
(微調整機能付き）

●掘り込み壁⾯への取付に最適です。
●ポップアウト式アームはインストールやメンテナンスの作業
効率を格段に向上させます。
●微調整式フラットアームは、
無段階のノブでコーナー調整が⾃在。
●ディスプレイの設置は縦横可能。
●⽔平調整ネジでの⾼さ調節が可能。
●ディスプレイの偶発的な⾶び出しを防⽌するネジが付属。
●機器はフックオン⽅式で簡単に設置できます。

製品仕様
対応モニターサイズ
耐荷重

42” まで
25 kg

対応VESA

75 x 75 mm - 100 x 200 mm
対応VESA ( 同梱のアダプター使⽤時 )
200 x 200 mm
69 mm ( +/- 5 mm微調整 )
壁からの奥⾏ （ポップイン時）
壁からの奥⾏ （ポップアウト時）
本体重量

186 mm ( +/- 5 mm微調整 )
3.6 kg

※VESA拡張アダプターを取り付けた場合、 奥⾏は4ｍｍプラスされます。

BT7550

回転式ウォールマウント

●スクリーンを縦使いから横使いなど回転させることができるので、 製品仕様
タッチスクリーンなどに最適です。
対応モニターサイズ
●アングルガイド付きで90°までの任意の位置でとめられます。
耐荷重
●設置後でも簡単に回転⾓度を変更できます。
●壁に直接取り付けるほかSystemXやVESA200x200mmのマウント 最⼤回転⾓度
への取付も可能です。
対応VESA

最⼤チルト⾓度
本体重量

37"
- 65"
70 kg
+90°
200 x 200 mm - 400 x 400 mm
-4.5°
12.3 kg

BT8564

Trol l ey

超⼤型ディスプレイスタンド

NEW
PRO
DUC

T

BT8564はスタイリッシュなタッチモニター等に
最適なデザイントロリーです。
ディスプレイは縦使いでも横使いでも設置可能。
能。
モニター取付後の高さ調整が容易なうえ、気になる
配線ケーブルも支柱に収めてスッキリできます。
大型ロックブレーキ付きキャスターで移動も簡単。
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●65インチ以上の超⼤型ディスプレイに最適。
●ロックブレーキ付き⼤型キャスター標準装備。
●オプションAVアクセサリーシェルフ
（BT7032）
を直接装着可能。
●調整ネジ付きアームで設置後の⾼さ調整が容易です。
●ケーブルマネジメントで周辺がスッキリ。
●下部にはディスプレイの偶発的な⾶び出しを防⽌するネジが付属。

製品仕様
対応モニターサイズ

65" - 120"

耐荷重

130
0 kg

対応VESA

1000 x 600 mmまで
まで

外形⼨法 (w x d x h) 1695 x 994 x 2153 ｍｍ (アーム含む)
含む)
本体重量

ロックブレーキ付き⼤型キャスター
（標準装備）

42.5
5 kg

設置後の⾼さ調整機能
（標準装備）

AVアクセサリーシェルフ取り付け可能
（オプション）

