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PPC2000 本体： 

取り付け補強プレートが 

付属します 

（セット型式：PPC2000S1） 

 

PPC2075： 

高天井向けパイプセット 

プロジェクター 

取付イメージ 

報道各位                               2012 年 6 月 29 日 

 

 

スタイリッシュなプロジェクター天吊金具 PPC2000 シリーズ 

オーエスグループから新登場!! 

 

株式会社オーエスプラス e（本社：東京、代表：奥村正之）及び株式会社オーエス（本社:大阪、代表：

奥村正之）は、スタイリッシュなプロジェクター天吊金具、ボーゲルズ PPC2000 シリーズを 7 月 18

日(水)より新発売いたします。ボーゲルズは、ヨーロッパテイストで洗練されたスタイリッシュデザ

インの映像機器サポート金具メーカーとして、世界中で愛用されている製品です。新製品の PPC2000

シリーズはプロジェクター用の天井取付金具です。従来製品の PPC200 に更に改良を加え、プロジェ

クターの取り付けやすさや、傾斜・回転の各種調整がより簡単に、しかも確実になりました。また従

来品に比べ、搭載質量は倍以上の 25.0kg までを可能とし、今話題のホームシアター用 4K プロジェク

ター（約 15kg～20kg）も安心して取り付けが可能になっています。 

PPC2000 シリーズは天井高 2300mm の低い天井高から、3600mm の高天井まで対応し、スタイリッ

シュなフォルムはプロジェクター収納の必要性を感じさせないデザインです。 

オーエスプラス e では、ホームシアター市場に 適な天吊金具として全国の専門店、量販店で販売を

いたします。また、株式会社オーエスでは法人様対象として、業務用、文教用を中心とした販売を行

います。 

 

商品名：ボーゲルズ プロジェクター天吊金具 PPC2000 シリーズ 

希望小売価格：オープン 

市場想定価格：PPC2000S1（低天井向け）37,000 円前後（消費税別） 

PPC2045 （中天井向け）50,000 円前後（消費税別） 

PPC2075 （高天井向け）54,000 円前後（消費税別） 

発売予定日： 2012 年 7 月 18 日(水) ※PPC2045、PPC2075 は 8 月中旬以降になります。 

Web サイト ： http://jp.os-worldwide.com

新製品ニュース 
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（左図） 

どのような環境にも、収まりの 

良いスタイリッシュなデザイン。 

左：PPC2075 使用例 

右：PPC2045 使用例 

≪PPC2000 シリーズの主な特長≫ 

■ 搭載質量 25.0kg：話題のホームシアター用 4K プロジェクターも搭載可能 

■ 独立した調整機構①：取り付け後のプロジェクター本体の 3 方向（ピッチング／上下の傾き、ローリ

ング／左右の傾き、回転）の位置を、無段階で独立調整できる新機構を搭載 

■ 独立した調整機構②：独立した調整のため、従来品に比べプロジェクター設置の堅牢性が更に向上 

■ アジャスタブルアーム採用：PPC シリーズの 大の特長である渦巻き型カッティングによるユニバー

サル化を継承。プロジェクターの取替えが生じても金具はそのまま流用が可能 

■ 回転式角度調整機構採用：ロングアームの特殊六角レンチを標準装備。プロジェクターを設置した状

態でも、長いアームでねじを回転させるだけで正確に角度調整が可能 

■ 盗難を防止する特殊ねじ：ボーゲルズ独特の特殊六角レンチ対応ねじにより、他者によるいたずらや

盗難を防止 

■ 日本の厳しい建築基準に適合した弊社適合基準をクリア 

≪低天井向け PPC2000S1 の特長≫ 

■ 低天井向け：高さ 2300～2500mm の低天井にも、違和感の無い小型スタイリッシュデザイン 

■ 日本の厳しい安全基準に適合した、天井補強プレートを標準装備  

≪中天井向け PPC2045、高天井向け PPC2075 の特長≫ 

■ 450～750mm（PPC2045）、750～1350mm(PPC2075)まで高さ可変の接続パイプ 

■ PPC2000 本体、可変パイプ、化粧プレート、取付プレートのセットで構成 

■ 設置後もパイプ高さ（プロジェクター設置位置）の変更・調整が可能 

■ パイプ内にケーブル収納が可能（ケーブルインレイシステム：φ7～8mm まで） 

■ オーエス製振止め強化キット（FK-01/02）取付可能（上部パイプ） 

 

 

 

 

 

 

≪PPC2000 シリーズの主な仕様≫ 

型式 PPC2000S1 PPC2045 PPC2075 

希望小売価格(税別) オープン 

（市場想定価格：約 37,000 円）

オープン 

（市場想定価格：約 50,000 円）

オープン 

（市場想定価格：約 54,000 円）

適合天井高(mm) 2300～2600 2820～3100 3000～3600 

天井から本体までのクリアランス(mm) 140 470 770 

本体カラー シルバー／ブラック 

主材質 アルミニウム／スチール 

搭載質量(kg)  25.0kg 

セット質量(kg) 3.6 3.8 4.7 

セット寸法(mm) φ30～450 ×H 135 φ30～450 ×H450～750 φ30～450 ×H750～1350

プロジェクター取付け アジャスタブルアーム（ユニバーサルマウント） 

調整範囲 上下・左右チルト：±15°、回転：360° 

付属品 

天井補強プレート、PPC2000

本体、各種取り付けねじ、専

用レンチ 

化粧プレート、取付板、

PPC2000 本体、アジャスタブル

パイプ、各種取付ねじ、専用レ

ンチ 

化粧プレート、取付板、

PPC2000 本体、アジャスタブ

ルパイプ、各種取付けねじ、

専用レンチ 

EAN コード 8712285319044 8712285319082 8712285319105 

備考 － 振れ止めキット FK-01/02 使用可能 
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ボーゲルズ社 Vogel’s Products b.v.                                                           

フラットディスプレイ、プロジェクターなどの壁面、天井取付金具、サイネージ筐体、AV 機器ラックなどの専門メー

カー。本社：オランダ。日本ではオーエスグループが販売総代理店となっている。 

 

≪本件に関するお問い合わせ≫ 

 株式会社オーエスプラス e 本社：〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18 

コンタクトセンター 

電話：フリーダイヤル  0120-380-495  ＦＡＸ：フリーダイヤル 0120-380-496 

E-mail e.info@os-worldwide.com 

 

≪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  本部：〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18 

マーケティンググループ 藤枝 昭   

TEL.03-3629-5356 FAX.03-3629-5187  E-mail a.fujieda@os-worldwide.com 

 

株式会社オーエスプラス e 会社概要 

名称：株式会社オーエスプラス e http://jp.os-worldwide.com/os_plus_e 

本社：東京都足立区綾瀬 3-25-18 

創業：2000 年 10 月 

資本金：1000 万円 

代表者：代表取締役 奥村正之 

事業内容： 

2000 年 10 月 12 日創業以来、日本市場に「家庭で映画を」と言う、ホームシアター文化を提案･構築。社名変更を機に、ホームシア

ターに留まらず、更に映像文化に関する幅広い取り組みを推進し、業績拡大を目指す。オーエスグループの中でも、 もエンドユー

ザーに近い企業として、グループ全体のスローガンである「キモチをカタチに」の実現を目指す。 

株式会社オーエス 会社概要 

名称：株式会社オーエス http://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：昭和 28 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、首都圏、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：株式会社オーエス沖縄黒板 

≪関連企業≫ 

株式会社オーエスエム 本社：兵庫県宍粟市    http://jp.os-worldwide.com/osm/ 

株式会社オーエス沖縄黒板 本社：沖縄県中頭郡  http://jp.os-worldwide.com/osb/ 

OSI CO., LTD.（Hong Kong）           http://hk.os-worldwide.com/ 

喜摩租賃(北京)有限公司：中華人民共和国      http://www.cima-net.cn/ 

 
≪日本総販売代理店≫ 

OPTOMA 社(台湾)／ 世界初のポケットプロジェクターを発表した DLP プロジェクターメーカー 

SCREEN RESEARCH 社（イタリア）／ THX、ISF 公認のサウンドスクリーンメーカー 

AV Stumpfl（オーストラリア）／画像処理技術で世界的に定評あるメーカー 

EASTONE 社(日本)／国産唯一の THX 認定スクリーンメーカー 

 


