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取扱販売店：

●　製品改良の為、仕様の一部を変更することがあります。
●　製品の色調はイメージの為、実物と異なります。

商品ご使用の前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

www.ichinotsubo.co.jp



無駄のない理想的な構造体で 機能性・安全性を追求。あらゆるシーンに合わせてラインアップ。機能美
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Big KANI +  
ビッグ　カニ　プラス

1289 835

1600

500

Big KANI + 
TCDS-IC70N

対応ディスプレイサイズ
（参考）50～70インチ
モニター重量60kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　1380/1450/1520㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各100～ 400㎜以内
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 900㎜
　　（50㎜ピッチ）
　　
本体 ／
アルミ、スチール質量39㎏
ブラックサテン粉体塗装
棚板１枚標準装備

※オープン価格　
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質感とデザインを追求し、基本性能をさらに向上
させたワンランク上のディスプレイスタンド。

Big KANI + / 60インチディスプレイ設置

詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/

PRODUCTS
NEW
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KANI + Mini KANI +  
TCDS-IC46NTCDS-IC55N

対応ディスプレイサイズ
（参考）32～55インチ
モニター重量40kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　1380/1450/1520㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各100～ 400㎜以内
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 900㎜
　　（50㎜ピッチ）
　　
本体 ／
アルミ、スチール質量32㎏
ブラックサテン粉体塗装
棚板１枚標準装備

※オープン価格　

対応ディスプレイサイズ
（参考）32～46インチ
モニター重量20kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　1080/1150/1220㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各100～ 400㎜以内
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 900㎜
　　（50㎜ピッチ）
　　
本体 ／
アルミ、スチール質量28㎏
ブラックサテン粉体塗装
棚板１枚標準装備

※オープン価格　

KANI +  
カニ　プラス

ミニ　カニ　プラス
Mini KANI +  

質感とデザインを追求し、基本性能をさらに向上
させたワンランク上のディスプレイスタンド。

KANI + / 55インチディスプレイ設置



5 6詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/

質感とデザインの追求

業界初！ガルウィング式コード収納

アルミ型材とスチールの組み合せにより、アルミ特有の質感と、

スチールによる高剛性を両立させ、機能美を追及しました。

ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを

採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能です。

大量コードも簡単に収納できます。

優れた移動性
移動時の持ち手に最適な水平ハンドルを標準装備。移動の際、

電源などの余長コード類を一時的に巻きつけることができます。

モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも

扉間口最少寸法700㎜を通ることが可能です。

（ミニ　カニプラスは扉間口最少寸法680㎜）

安全性向上
超低床ベース形状と直径 75 ㎜キャスターの採用でつまずきを

防止。安全性がアップします。

VESA規格（100×100㎜）対応
ディスプレイ 100×100 ㎜ピッチも VESA 金具が不要で取付

けが可能です。チルト機構も標準装備し､スタンドの用途が広が

ります。

チルト機構で３段階（0°/5°/10°）のチルト調節が可能です。

オプション 詳細はP.13をご覧ください。

棚板 TCDS -ICSHN
棚板 TCDS -ICSH70

カメラスタンドTCDS-ICCA 棚下トレーTCDS -ICTR

VESA規格対応
100㎜×100㎜

落下防止用バンドTCDS-ICBD

　０°/5°/10°

　115㎜

チルト機構

KANI + / 50インチディスプレイ・カメラスタンド設置

Big KANI +  
ビッグ　カニ　プラス

KANI +  
カニ　プラス

ミニ　カニ　プラス
Mini KANI +  

Mini KANI + / 32インチディスプレイ設置



オプション 詳細はP.13をご覧ください。

棚板 TCDS -ICSH カメラスタンドTCDS-ICCA 落下防止用バンドTCDS-ICBD

棚下トレーTCDS -ICTR VESA金具 TCDS -VESA
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KANI  Mini KANI   
TCDS-IC32TCDS-IC47

コード収納とアクセス方法
支柱正面から大容量の配線を収納することができ、軟質目隠材

で目立たなくなっています。

支柱の後面にカバーを標準装備。 カバーを取外すと大容量の

コードもすっきりと収納でき、不使用時・移動時にも整理整頓

できます。

移動性
移動用のハンドルを標準装備。移動の際、電源などの余長コード

類を一時的に巻きつけることができます。

モニターセッティング状態で部屋から部屋へと移送する際にも  

扉間口最少寸法700㎜を通ることが可能です。

（ミニ　カニは扉間口最少寸法680㎜）

前後のキャスターピッチが違うことで旋回しやすく、

直径100㎜の大型キャスターでスムーズな移動ができます。

（ミニ　カニは直径75㎜のキャスター）

カメラ設置位置
棚板をディスプレイの下側に取り付けることで　カメラ台として

も使用できます。

別売のカメラスタンド TCDS-ICCA を使用することにより、

ディスプレイの上にセットすることが可能です。

対応ディスプレイサイズ　　
（参考）37～52インチ　
モニター重量40kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　1380/1450/1520㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各200～ 400㎜以内
　　100㎜はVESA金具必要
　　（別売）
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 1230㎜
　　（30㎜ピッチ）
本体 ／ 
スチール質量28㎏
シルバーメタリック粉体塗装
棚板１枚標準装備

※オープン価格　

対応ディスプレイサイズ
（参考）37～46インチ
モニター重量20kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　1060/1130/1200㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各200～ 400㎜以内
　　100㎜はVESA金具必要
　　（別売）
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 930㎜
　　（30㎜ピッチ）
本体 ／
スチール質量24㎏
シルバーメタリック粉体塗装
棚板１枚標準装備

※オープン価格
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KANI  
カニ　

ミニ　カニ
Mini KANI 

「移動させる」ことを重視し、実用性を高めた
スタンダードモデル。

詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/

KANI  / 50インチディスプレイ・棚下トレー・カメラスタンド設置

カバー

軟質目隠材
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キャスター付サイネージスタンド
SS-IC55

対応ディスプレイサイズ
（参考）32～55インチ
モニター重量39kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　
　　710/805/900㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各200/300/400㎜以内
□　背面に収納スペース装備
　　参考スペース
　　W465×H155×D155
　　または
　　W465×H210×D100

　　
本体 ／
スチール、スチール質量17.2 ㎏
ブラック粉体塗装

※オープン価格　
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キャスター付サイネージスタンド / 55インチディスプレイ設置

PRODUCTS
NEW

PRODUCTS
NEXT

省スペース型
ディスプレイスタンド

32～ 40インチディスプレイ向小型スタンド。

ユーザーの声から生まれたシリーズです。

意匠登録出願中

■　ミーティングテーブルと連結可能な
　　テーブル連結モデル

■　スタンダードスタイルの
　　H型ベースモデル

■　移動性を重視した
　　キャスター付き壁寄ベースモデル

安心の「安全規格対応」サイネージスタンド
（55インチ 39kg の条件で安全規格合格）

キャスター付サイネージスタンド

お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはメールにて。 http://www.ichinotsubo.co.jp/request@ichinotsubo.co.jpMAIL :



棚板TCDS -CWSH詳細はP.13をご覧ください。

詳細はP.13をご覧ください。

カメラスタンドTCDS-ICCA

棚下トレーTCDS -ICTR 落下防止用バンドTCDS-ICBD

VESA金具 TCDS -VESA

壁寄せスタンド
TCDS-CW47

対応ディスプレイ
（参考）32～47インチ
モニター重量30kgまで
□　ディスプレイセンター位置
　　3段階　1380/1450/1520㎜
□　ディスプレイ取付ネジピッチ
　　縦横各200～ 400㎜以内
　　100㎜はVESA金具必要
　　（別売）
□　棚板取付高さ調整
　　600～ 900㎜
　　（50㎜ピッチ）
　　
本体 ／
スチール質量46㎏
シルバーメタリック粉体塗装
棚板１枚標準装備
転倒防止金具付属
※背面カバーは別売です

※オープン価格　

オプション

背面カバー
TCDS-CWBC

KANI Big S 
DS-RF70IC

対応ディスプレイサイズ
（参考）60～70インチ
モニター重量70kgまで
□　ディスプレイ昇降ストローク
　　（ディスプレイ取付金具中央）
　　1160～ 1610㎜・・・450㎜可変
□　棚板取付高さ5段階（前後に取付可能）
　　400～ 700㎜
　　（75㎜ピッチ）

本体 ／
スチール質量58.5Kg
シルバーメタリック粉体塗装
収納トレー付棚板１枚標準装備

※オープン価格

　　

昇降機能
支柱背面にあるハンドルを回転させることで容易にディスプレ

イを昇降することが出来ます。（昇降ストローク最大450㎜）

収納トレー付棚板
利用場所によって棚板を前後どちらでも取付可能です。棚板

下部にはトレーがあり、リモコンや不要な配線の収納が出来

ます。

オプション

棚板DS -RF70-SH

コード収納とアクセス方法
配線コードは前パネル横の配線通しスペース

から配線の出し入れが可能です。

余分な配線は支柱内にある結束バンドで、

まとめることが出来ます。

安全性
転倒角度15度以上確保。地震への備えと

して転倒防止金具を付属しています。
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壁寄せスタンド

取付場所を選ばず、工事も簡単。
配線の収納スペースもあり､気軽に壁付けが可能。

KANI Big S  
カニ　ビッグ　S　

電子黒板用として最適なハンドル昇降機能付き
スタンド。使う人、使う場所に合わせて高さを
変更可能。

詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/

42インチディスプレイ設置 60インチディスプレイ設置

画面中心高さ

画面中心高さ



棚板TCDS -ICSHN
棚板 TCDS -ICSH70

オープン価格
スチール製・シルバーメタリック粉体塗装
サイズ：Ｗ500×Ｄ395㎜
※別売「落下防止用バンド」用の長穴加工を施して
います。
※付属品の棚板以外に２枚まで取付け可能です。

仕様一覧 /オプション

本　体　仕　様

品　　　　　番

参考：対応ディスプレイサイズ（インチ）

サイズ　幅×支柱高さ×奥行（㎜）

　　　重　　　　　量　（kg）

ディスプレイセンター位置（段階 /高さ ㎜）

ディスプレイ取付ネジピッチ（㎜）

特　　　　　長

オプション

棚板TCDS -ICSH
棚板 TCDS -CWSH

棚板DS -RF70-SH
オープン価格
スチール製・シルバーメタリック粉体塗装
サイズ：Ｗ500×Ｄ290㎜
※トレー付棚板
※付属品の棚板以外に1枚まで取付け可能です。

棚下トレー　TCDS -ICTR

オープン価格
スチール製・シルバーメタリック粉体塗装
サイズ：Ｗ400×Ｄ250×H80㎜

カメラスタンド　TCDS -ICCA
オープン価格
スチール製・シルバーメタリック粉体塗装
サイズ：Ｗ350×Ｄ210㎜
上下調節：任意調節可能
※別売「落下防止用バンド」用の長穴加工を施して
います。

落下防止用バンド　TCDS -ICBD背面カバー　TCDS -CWBC

VESA金具　TCDS -VESA

オープン価格
スチール製・シルバーメタリック粉体塗装

オープン価格
スチール製・シルバー
メタリック粉体塗装

KANI + Big KANI + Mini KANI +  

TCDS-IC46NTCDS-IC55N

KANI  KANI Big S壁寄せスタンド

TCDS-CW47 DS-RF70ICTCDS-IC47

32 ～ 55

971×1600×785

32

3 段階 /1380/1450/1520
縦横各 100~400 ㎜以内

TCDS-IC70N

50 ～ 70

1289×1600×835

39

3 段階 /1380/1450/1520
縦横各 100~400 ㎜以内

32～ 46

822×1300×675

28

3 段階 /1080/1150/1220
縦横各 100~400 ㎜以内

37～ 52

943×1605×780

28

3 段階 /1380/1450/1520
縦横各 200~400 ㎜以内※1

Mini KANI   

TCDS-IC32

32 ～ 47

600×1606×483

46

3 段階 /1380/1450/1520
縦横各 200~400 ㎜以内※1

60 ～ 70

1694×1567×900

58.5

1160~1610

ー
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幅25×長さ900㎜　
オープン価格

詳しい取付可能ディスプレイサイズは弊社ホームページをご覧ください。 http://www.ichinotsubo.co.jp/

1セット2本入り
カメラスタンドにも取付可能

※1･･･100 ㎜は VESA金具必要

ガルウィング式コード収納 /低床ベース /チルト機構 /ハンドル コード収納 /ハンドル コード収納 コード収納 /昇降機能

37～ 46

800×1281×647

24

3 段階 /1060/1130/1200
縦横各 200~400 ㎜以内※1

コード収納 /ハンドル

棚板TCDS -ICSH70

棚板 TCDS -ICSHN 棚板 TCDS -ICSHN

棚板 TCDS -ICSH 棚板 TCDS -ICSH

棚板 TCDS -CWSH

一ノ坪製作所だから可能になる

カスタム受注

例 ： 壁寄スタンド　ベースサイズ拡大

例 ： 2画面スタンド

お気軽にお問い合わせください。　お問い合わせはメールにて。

request@ichinotsubo.co.jp
MAIL

2. サイズ変更

1. お客様に合わせたカラー変更

3. 仕様変更


