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Introduction

Enclosure：エンクロージャー
（保護フレーム）

スペース・エンクロージャー

for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・iPad mini(7.9)・Surface Pro

コンピュロックス社のベース・モデル。上下左右から、ボリュームボタンや電源への

シリンダー セキュリティ VESA規格
キー
スロット搭載 （100×100mm）

アクセスが可能です。各種タブレットへの対応商品が多くラインナップされており、
iPad Pro（12.9 インチ）や Surface Proシリーズにも対応しています。

Made for You.

あなたにぴったりの
業務用タブレット・スタンドが作成できます。

ラウンドデザインが優しい表情を生み、さまざまな場所・用途での使用に対応できます。
iPad Pro（12.9インチ）用＊

● ブラック
（SKU:290SENB）●ホワイト
（SKU:290SENW）
サイズ:約34×25.5×2.5cm 重さ:約796g 付属品：鍵×4個、ホームボタンブロックカバー ＊べーシックスタンドとの組み合わせでは、横向き
（ランドスケープモード）のみの対応となります。
（SKU:224SENB）● ホワイト
（SKU:224SENW）●シルバー（SKU:224SENS）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用 ● ブラック
サイズ:約30×22×2.5cm 重さ:約647g 付属品：鍵×2個、ホームボタンブロックカバー
（SKU:235SMENB）●ホワイト
（SKU:235SMENW）●シルバー（SKU:235SMENS）
iPad mini/2/3/4（7.9インチ）用 ● ブラック
サイズ:約24.5×16×2.5cm 重さ: 約355g 付属品： 鍵×2個、ホームボタンブロックカバー

（SKU:912SGEB）●ホワイト
（SKU:912SGEW）
Surface Pro（2017）
・Surface Pro 4/3用 ● ブラック
サイズ: 約33.5×240×2.1cm 重さ: 約661g 付属品：鍵×4個
※Surface 3用 エンクロージャー（SKU：518GEB）
もラインナップしています。

フルジャケット・エンクロージャー

コンピュロックスの組合せ式タブレット・スタンドシステムは、

このシステムの特徴は、エンクロージャーとマウントを自由に組み合せて、スタンドを作ることができることです。

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2
（SKU:260ENB）● ホワイト
（SKU:260ENW）●シルバー（SKU:260ENS）
● ブラック
サイズ:約28.5×18.5×2.1cm 重さ:約582g 付属品：鍵×2個、ホームボタンブロックカバー

エンクロージャー［保護フレーム］
とマウント
［固定台］は、統一されたVESA規格にて取り付けることができ、
机や壁掛け、床置きなどタブレットをあらゆる状況で利用することを可能にしています。

ロック・エンクロージャー

使用するタブレット、セキュリティレベルに応じ、

iPad（9.7 インチ）専用品。樹脂素材をアルミプレートで挟み込み、
堅牢性と衝撃吸収性能を両立させたエンクロージャー。
対応機種を絞ることで、スリムなデザインを可能にしました。

また単体にて、壁面に取り付けることも可能 *です。
＊構造上、ハイパー・エンクロージャーとエグゼクティブ・エンクロージャーは、
単体での壁面取り付けに対応しておりません。

iPad（2017）
・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air 2用
（SKU:260HSEBB）●ホワイト
（SKU:260HSEWW）
● ブラック
サイズ:約21.1×28.5×1.9cm 付属品：特殊ネジ・取付け用工具

2. マウントを選ぶ（P03-P04）
タブレットを利用する状況（机・壁・床）
に合わせ、
カラーも複数からお選びいただけます。

スタンドが完成します。P05〜P10 では、

iPad(2017)・iPad Pro
（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad/2/3/4・初代iPad用
（SKU:213EXENB）● ホワイト
（SKU:213EXENW））● シルバー
（SKU:213EXENS）
● ブラック
サイズ:約28×33×2.7cm 重さ:約700g 付属品：特殊ネジ・取付け用工具、ホームボタンブロックカバー

組合せ済みの完成品のスタンド*もご紹介しています。

既存商品からの改良［カスタマイズ］
既存商品からの改良品
［カスタマイズ品］
、新規開発商品
、新規開発商品
［オリジナル品］
［オリジナル品］
をお客様と共に作成させていただきます。
をお客様と共に作成させていただきます。
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特殊ネジ

装着
iPad（9.7 インチ）の全世代に対応。サイドからのアクセスが可能なため、
セキュリティレベルは若干下がりますが、ソリッドなデザインが、
軽快でスマートな印象を生み出し、よりカジュアルな使用にも対応できます。

エンクロージャーとマウントを接続すれば、

各種製品のカスタマイズ、オリジナル機器のご要望にも対応させていただきます。詳しくはお問い合わせください。

セキュリティ VESA規格
スロット搭載 （100×100mm）

セキュリティ

for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）

3. スタンドが完成

ミドルキオスク360

特殊ネジ
装着

エグゼクティブ・エンクロージャー

マウント
（固定台）を選びます。

ハイパー・エンクロージャー

セキュリティ

for iPad（9.7）

汎用品やカラーも複数ご用意しており、

ハイパー・ミドル360スタンド

シリンダー セキュリティ VESA規格
キー
スロット搭載 （100×100mm）

ハイパー・エンクロージャー

エンクロージャー（保護フレーム）を選びます。

＊カタログで紹介している組合わせは、実際に組合せできるスタンドの一部になります。

for Surface Pro

Surface Pro（2017）
・Surface Pro 4/3用 ● ブラック
（SKU:540ROKB）
サイズ:約37.6×27.5×2.7cm 重さ:約1,100g 付属品：鍵×2個

1. エンクロージャーを選ぶ（P02）

シリンダー セキュリティ VESA規格
スロット搭載 （100×100mm）
キー

セキュリティ

タブレット全体を囲いこむことで、外部からのアクセスを許さない、
Surface Proシリーズ向け商品としては最も堅固なモデル。
フラットでシンプルなデザインが、あらゆる場所にマッチします。

タブレットスタンドの組み合せ方法

「エンクロージャー」名・
「マウント」名＋スタンド

for iPad（9.7）

タブレット全体を囲む、iPad（9.7 インチ）向け商品では
最も堅固なモデル。スクエアデザインがシャープで高級感を漂わせ、
フォーマルな場所での使用にも対応できます。

業務利用に充分なセキュリティ対策と堅牢性、その使いやすさから、世界中で支持されています。

スタンドの名称は、基本的には以下のように付けられています。

セキュリティ

セキュリティ VESA規格
スロット搭載 （100×100mm）

セキュリティ

クリング・汎用ホルダー

for Universal (汎用：約7-13インチのタブレット)

多種多様なタブレットに対応し、
左右の回転をサポートするスマートな汎用ホルダー。
シンプルなデザインのスライドアームで
タブレットをロック。
約 7〜13 インチの主要タブレットに対応しています。
● ブラック
（SKU:UCLGVWMB）● ホワイト
（SKU:UCLGVWMW）● シルバー（SKU:UCLGVWMS）
サイズ:約18〜23.1×12.3×4.4cm 重さ:約308g 付属品：タブレット固定用・専用工具、スタンド固定用ネジ（長・短２セット：8本）
アームにセット可能なサイズ:〈幅〉約16.5〜21.6×
〈厚さ〉約0.93cm
対応する主なタブレット: iPad 2/3/4/Air/Air 2、iPad Pro（9.7/12.9インチ）、iPad mini、Surface 3、Surface Pro 3/4、Xperia Z/2/3/4など。

特殊工具
装着

左右回転 VESA規格
（100×100mm）

ユニバーサル（汎用：約7〜13インチのタブレット）用

※Surface 3やGalaxy 用など、グローバル展開しているタブレットに関しては、日本未導入の商品をご紹介できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

セキュリティ
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Mount

マウント
（設置台）

ベーシックスタンド

ロングアームホルダー

FIX

コンピュロックス社では、
もっともシンプルな固定タイプのマウント。

角度固定 VESA規格 ネジ留め
（100×100mm） 固定推奨

縦/横の使用方向を決め、机もしくは壁面に45°
の角度で固定します。

商品棚や壁面での商品説明、飲食店での注文、窓口の受付等で

長いアームが特徴的な、アームホルダー。上下左右に大きく動かすことができ、

上下角度調整 左右首振 上下左右移動 VESA規格
（100×100mm）

手元を広く自由に使いたい時などに用います。

店舗だけでなく、ガレージや医療機関、研究所などでも使用されています。

ご利用いただいています。

● ブラック
（SKU:101B）● ホワイト
（SKU:101W）●シルバー（SKU:101S）

サイズ: 約12×12×16.5cm 重さ: 約280g 付属品：なし
（固定用ネジは付属しません。）
＊iPad Pro（12.9インチ）用のスペース・エンクロージャーとの組み合わせでは、
横向き（ランドスケープモード）のみの対応となります。

机

壁

高さ

ショート

セキュリティ

ポールキオスク10&20

カラー : ●シルバー（SKU:660REACH）

サイズ:約11×36×35cm〈最小値〉
・約11×60×57cm〈最大値〉
（ ※机に設置した際の机上からの計測値です。）重さ:約3.3kg

340

シンプルなデザインのポール型マウント。高さは10cmと20cmをラインナップ。
ケーブル・スリットからケーブルをポール内に通し、配線をすっきりとさせる
ことができます。ネジ留めができない場所での設置の際には、
両面テープを使用した固定プレートやフリースタンド、両サイドにエンクロージャーの
取付けを可能にするマウントプレートと、豊富なオプションをご用意しました。

上下角度調整 対面利用 340°
回転 セキュリティ VESA規格 ネジ留め
スロット搭載 （100×100mm） 固定

高さ

高 さ トール

セキュリティ

＊壁への 取付けには、オプション品（SKU：REACHWLLBRKT）が必要です。

36

アームの可動部分が 3箇所あり、
さまざまな動きを可能にしました。
店舗から公共施設、教育機関、イベント会場などあらゆる場所で活躍します。

0

上下角度調整 左右回転 360°
回転 左右首振 左右移動 VESA規格 ネジ留め
（100×100mm） 固定

マウントプレート
（SKU:827B）● ホワイト
（SKU:827W） サイズ:約12×12×25.4cm
● ブラック

（SKU:TCDP04/UPC：857083006722）● ホワイト
（SKU:TCDP04W/UPC：857083006739）
ポールキオスク10 ● ブラック
付属品：なし
（固定用ネジは付属しません。）
（SKU:TCDP01/UPC：854340005023）● ホワイト
（SKU:TCDP01W/UPC：857083006746）
ポールキオスク20 ● ブラック
付属品：なし
（固定用ネジは付属しません。）
（SKU:TCDP6AB）● ホワイト
（SKU:TCDP6AW）
［オプション］ 固定プレート（両面テープ）● ブラック
（SKU:TCDP8FB）● ホワイト
（SKU:TCDP8FW）マウントプレート ● ブラック
（SKU:TCDP1AO）● ホワイト
（SKU:TCDP1AOW）
フリースタンド ● ブラック

机

壁＊

スイングアームホルダー

［オプション品］

固定プレート
（両面テープ） フリースタンド

机

ショート・ミドル

壁

ミドル

スマートフロアスタンド

セキュリティ

ミドルキオスク360
タブレットの利用を促進する自由な動きを可能にした、
ミドルタイプの定番モデル。対面利用もできるので、
店舗でのPOS利用から公共施設、
教育機関まであらゆる場所で活躍します。

長さ

重さ:約780g

上下角度調整 左右回転 対面利用

シンプルなデザインで、場所を選ばないフロアスタンド。
スペーサーにより高さが調整でき、縦/横を決めてから、
固定します
（角度：45°
）
。
ショールームや公共施設など、立ったままでの操作が
求められる場面で使用されています。

付属品：固定用ネジ×2本

セキュリティ

FIX
角度固定

左右回転 セキュリティ VESA規格
（オプション） スロット搭載 （100×100mm）
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0

360°
回転 VESA規格 ネジ留め
（100×100mm）固定推奨

（SKU:147B）● ホワイト
（SKU:147W）●シルバー（SKU:147S）
● ブラック
サイズ:約38×34×100-115cm（高さ調整可能）重さ:約5.6kg 付属品：なし

床

（SKU:303B）● ホワイト
（SKU:303W）
● ブラック
サイズ:約13.8×11.7×23.7cm 重さ:約1,782g 付属品：固定用ネジ×2本

机

高さ

ミドル

自在な場所で固定できるアームを使用した、
自由度の高いモデル。机 / 壁の両方で使用できるので、

ハイ

セキュリティ

ブランドフロアスタンド

セキュリティ

フレキシブルアーム

高さ

36

0

上下角度調整 対面利用 360°
回転

ブランド名が入れられるフロアスタンド。
お客様へのアピール効果が期待できます。
目を引くデザインで、
ショールームなどだけでなく、
立ったままでの接客、
POSレジにもご利用いただけます。

上下角度調整 左右回転 セキュリティ VESA規格 ネジ留め
（オプション） スロット搭載 （100×100mm） 固定推奨

ご利用いただく方のアイデア次第で、
店舗から公共機関まであらゆる場所で活躍します。

VESA規格 ネジ留め
（100×100mm） 固定推奨

（SKU:140B）●ホワイト
（SKU:140W）●シルバー（SKU:140S）
● ブラック
サイズ: 約28×33×110cm 重さ:約8kg 付属品：なし
※ロゴマーク等を入れる、グラフィックパネルは付属しません。

（SKU:159B）● ホワイト
（SKU:159W）
● ブラック
サイズ:約11.5×11.5×31cm〈アーム伸長時〉 重さ: 約410g 付属品：固定用プレート×2種、固定用ネジ×4本

机
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壁

高さ

ミドル

ブ ラ フ ィ ッ ク パ ネ ル の ご 注 文 に 対 応 い た し ま す。

セキュリティ

床

高さ

ハイ

セキュリティ
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Combined Security Stands (Enclosure + Mount)

盗難防止スタンド
（組合せタイプ）

01. スペース・ベーシックスタンド for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・iPad
02. フルジャケット・ベーシックスタンド for iPad（9.7）
03. エグゼクティブ・ベーシックスタンド for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）

スペース・ベーシックスタンド［ for iPad
（9.7）］

フルジャケット・ベーシックスタンド［ for iPad
（9.7）］

mini(7.9)

06.
07.
08.
09.

スペース・ミドル360スタンド for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・iPad
フルジャケット・ミドル360スタンド for iPad（9.7）
ハイパー・ミドル360スタンド for iPad（9.7）
エグゼクティブ・ミドル360スタンド for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）

mini(7.9)・Surface Pro

エグゼクティブ・ベーシックスタンド［ for iPad
（9.7）］

04. スペース・ポールスタンド10 for iPad/旧iPad（9.7）
05. スペース・ポールスタンド20 for iPad/旧iPad（9.7）

スペース・ポールスタンド10［ for iPad
（9.7）］

スペース・ポールスタンド20［ for iPad
（9.7）］

01. スペース・ベーシックスタンド（スペース・エンクロージャー＋ベーシックスタンド）

iPad Pro（12.9インチ）用 ●ブラック
（SKU:101B290SENB）●ホワイト
（SKU:101W290SENW）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用
●ブラック
（SKU:101B224SENB/UPC:856282004218）●ホワイト
（SKU:101W224SENW/UPC:856282004225）●シルバー
（SKU:101S224SENS/UPC:856282004201）
iPad mini（7.9インチ）用
（SKU:101S235SMENS/UPC:856282004478）
●ブラック(SKU:101B235SMENB/UPC:856282004485）●ホワイト(SKU:101W235SMENW/UPC: 856282004492）●シルバー

02. フルジャケット・ベーシックスタンド（フルジャケット・エンクロージャー＋ベーシックスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2用
（SKU:101B260ENB）●ホワイト
（SKU:101W260ENW）●シルバー
（SKU:101S260ENS）
●ブラック

03. エグゼクティブ・ベーシックスタンド（エグゼクティブ・エンクロージャー＋ベーシックスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad/2/3/4用
（SKU:101W213EXENW/UPC:856282004256）●シルバー
（SKU:101S213EXENS/UPC:856282004232）
●ブラック
（SKU:101B213EXEN/UPC:856282004249）●ホワイト

04. スペース・ポールスタンド10（スペース・エンクロージャー＋ポールキオスク10）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用

●ブラック
（SKU:TCDP04224SENB）● ホワイト
（SKU:TCDP04W224SENW）

05. スペース・ポールスタンド 20（スペース・エンクロージャー＋ポールキオスク20）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用
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●ブラック
（SKU:TCDP01224SENB）●ホワイト
（SKU:TCDP01W224SENW）

※こちらで紹介しているスタンド以外にも、エンクロージャー（P02）
とマウント
（P03-P04）
を自由に組合わせて、お好みのスタンドを作成することができます。

スペース・ミドル360スタンド［ for iPad
（12.9）］

スペース・ミドル360スタンド［ for Surface Pro］

フルジャケット・ミドル360スタンド［ for iPad
（9.7）］

ハイパー・ミドル360スタンド［ for iPad
（9.7）］

スペース・ミドル360スタンド［ for iPad mini
（7.9）］
エグゼクティブ・ミドル360スタンド［ for iPad
（9.7）］

06. スペース・ミドル360スタンド（スペース・エンクロージャー＋ミドルキオスク360）

iPad Pro（12.9インチ）用 ●ブラック（SKU:303B290SENB）●ホワイト（SKU:303W290SENW）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用 ●ブラック（SKU:303B224SENB/UPC:856282004898）●ホワイト（SKU:303W224SENW/UPC: 856282004911）
iPad mini（7.9インチ）用 ●ブラック（SKU:303B235SMENB/UPC:854340005337）●ホワイト（SKU:303W235SMENW）/UPC:854340005320
Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用 ●ブラック（SKU: 303B912SGEB）●ホワイト（SKU:303W912SGEW）

07. フルジャケット・ミドル360スタンド（フルジャケット・エンクロージャー＋ミドルキオスク360）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2用

●ブラック
（SKU:303B260ENB）●ホワイト
（SKU:303W260ENW）

08. ハイパー・ミドル360スタンド（ハイパー・エンクロージャー＋ミドルキオスク360）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air2用

●ブラック
（SKU:303B260HSEBB）●ホワイト
（SKU:303W260HSEWW）

09. エグゼクティブ・ミドル360スタンド（エグゼクティブ・エンクロージャー＋ミドルキオスク360）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad/2/3/4用

●ブラック
（SKU:303B213EXENB/UPC:-）●ホワイト
（SKU:303W213EXENW）
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Combined Security Stands (Enclosure + Mount)

10. スペース・フレキシブルスタンド for iPad/旧iPad（9.7）
・iPad mini(7.9)
11. ハイパー・フレキシブルスタンド
for iPad（9.7）
12. エグゼクティブ・フレキシブルスタンド for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）

スペース・フレキシブルスタンド［ for iPad
（9.7）］

盗難防止スタンド
（組合せタイプ）

14. スペース・スイングアームスタンド for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・iPad
15. ロック・スイングアームスタンド for Surface Pro

mini(7.9)・Surface Pro

スペース・フレキシブルスタンド［ for iPad
（9.7）］

エグゼクティブ・フレキシブルスタンド［ for iPad
（9.7）］

13. スペース・ロングアームホルダー for iPad/旧iPad（9.7）

スペース・ロングアームホルダー［ for iPad
（9.7）］

10. スペース・フレキシブルスタンド（スペース・エンクロージャー＋フレキシブルアーム）

スペース・スイングアームスタンド［ for iPad
（9.7）］

ロック・スイングアームスタンド［ for Surface Pro］

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用 ●ブラック（SKU:159B224SENB/UPC:854340005771）●ホワイト（SKU:159W224SENW）/UPC:854340005788）
iPad mini（7.9インチ）用 ●ブラック（SKU:159B235SMENB/UPC:856282004546）●ホワイト（SKU:159W235SMENW/UPC:856282004539）

11. ハイパー・フレキシブルスタンド（ハイパー・エンクロージャー＋フレキシブルアーム）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air2用

●ブラック
（SKU:159B260HSEBB）●ホワイト
（SKU:159W260HSEWW）

12. エグゼクティブ・フレキシブルスタンド（エグゼクティブ・エンクロージャー＋フレキシブルアーム）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad/2/3/4用

●ブラック
（SKU:159B213EXENB/UPC:856282004423）●ホワイト
（SKU:159W213EXENW/UPC:856282004430）

13. スペース・ロングアームホルダー（スペース・エンクロージャー＋ロングアームホルダー）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用
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●ブラック
（SKU:660REACH224SENB）●ホワイト
（SKU：660REACH224SENW）

※こちらで紹介しているスタンド以外にも、エンクロージャー（P02）
とマウント
（P03-P04）
を自由に組合わせて、お好みのスタンドを作成することができます。

14. スペース・スイングアームスタンド（スペース・エンクロージャー＋スイングアームホルダー）

iPad Pro（12.9インチ）用 ●ブラック（SKU:827B290SENB）●ホワイト（SKU:827W290SENW）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用 ●ブラック（SKU:827B224SENB/UPC:854340005283）●ホワイト（SKU:827W224SENW/UPC:854340005290）
iPad mini（7.9インチ）用 ●ブラック（SKU:827B235SMENB/UPC:854340005344）●ホワイト（SKU:827W235SMENW）/UPC:854340005351）
Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用 ●ブラック（SKU:827B912SGEB）●ホワイト（SKU:827W912SGEW）

15. ロック・スイングアームスタンド（ロック・エンクロージャー＋スイングアームホルダー）
Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用

●ブラック
（SKU:827B540ROKB）
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Combined Security Stands (Enclosure + Mount)

16.
17.
18.
19.
20.
21.

盗難防止スタンド
（組合せタイプ）

スペース・スマートフロアスタンド for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・iPad mini(7.9)・Surface
フルジャケット・スマートフロアスタンド for iPad/旧iPad（9.7）
ロック・スマートフロアスタンド for Surface Pro
ハイパー・スマートフロアスタンド for iPad（9.7）
エグゼクティブ・スマートフロアスタンド for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）
クリング・スマートフロアスタンド for ユニバーサル（汎用：7〜13インチのタブレット）

Pro

22.
23.
24.
25.
26.
27.

スペース・ブランドフロアスタンド for iPad Pro（12.9）
・iPad/旧iPad（9.7）
・Surface Pro
フルジャケット・ブランドフロアスタンド for iPad/旧iPad（9.7）
ロック・ブランドフロアスタンド for Surface Pro
ハイパー・ブランドフロアスタンド for iPad（9.7）
エグゼクティブ・ブランドフロアスタンド for iPad/旧iPad/ 初代iPad（9.7）
クリング・ブランドフロアスタンド for ユニバーサル（汎用：7〜13インチのタブレット）

※ロゴマーク等を入れる、グラフィックパネルは付属しません。

スペース・スマートフロアスタンド［ for iPad
（12.9）］
ハイパー・スマートフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］

エグゼクティブ・スマートフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］

クリング・スマートフロアスタンド［ Photo:iPad
（9.7）］

16. スペース・スマートフロアスタンド（スペース・エンクロージャー＋スマートフロアスタンド）
iPad Pro（12.9インチ）用 ●ブラック
（SKU:147B290SENB）●ホワイト
（SKU:147W290SENW）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用

●ブラック
（SKU:147B224SENB/UPC:856282004393）●ホワイト
（SKU:147S224SENW/UPC:856282004416）●シルバー
（SKU:147S224SENS/UPC:856282004409）

iPad mini（7.9インチ）用

●ブラック(SKU:147B235SMENB/UPC:856282004522）●ホワイト(SKU:147W235SMENW/UPC: 856282004508）●シルバー
（SKU:147S235SMENS/UPC:856282004515）

Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用

●ブラック
（SKU:147B912SGEB）●ホワイト
（SKU:147W912SGEW）

17. フルジャケット・スマートフロアスタンド（フルジャケット・エンクロージャー＋スマートフロアスタンド）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2用

●ブラック
（SKU:147B260ENB）●ホワイト
（SKU:147W260ENW）

18. ロック・スマートフロアスタンド（ロック・エンクロージャー＋スマートフロアスタンド）
Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用

●ブラック
（SKU:147B540ROKB）

19. ハイパー・スマートフロアスタンド（ハイパー・エンクロージャー＋スマートフロアスタンド）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air 2

●ブラック
（SKU:147B260HSEBB）●ホワイト
（SKU:147W260HSEWW）

20. エグゼクティブ・スマートフロアスタンド（エグゼクティブ・エンクロージャー＋スマートフロアスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad/2/3/4用

●ブラック
（SKU:147B213EXENB/UPC:856282004300）●ホワイト
（SKU:147W213EXENW/UPC:856282004324）●シルバー
（SKU:147S213EXENS/UPC:856282004317）

21. クリング・スマートフロアスタンド（クリング・汎用ホルダー＋スマートフロアスタンド）

ユニバーサル（汎用：約7〜13インチのタブレット）用

09

ブ ラ フ ィ ッ ク パ ネ ル の ご 注 文 に 対 応 い た し ま す。

フルジャケット・スマートフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］ ロック・スマートフロアスタンド［ for Surface Pro］

●ブラック
（SKU:147BUCLGVWMB）●ホワイト
（SKU:147WUCLGVWMW）●シルバー
（SKU:147SUCLGVWMS）

※こちらで紹介しているスタンド以外にも、エンクロージャー（P02）
とマウント
（P03-P04）
を自由に組合わせて、お好みのスタンドを作成することができます。

スペース・ブランドフロアスタンド［ for iPad
（12.9）］
ハイパー・ブランドフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］

フルジャケット・ブランドフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］ ロック・ブランドフロアスタンド［ for Surface Pro］
エグゼクティブ・ブランドフロアスタンド［ for iPad
（9.7）］

クリング・スマートフロアスタンド［ Photo:iPad
（9.7）］

22. スペース・ブランドフロアスタンド（スペース・エンクロージャー＋ブランドフロアスタンド）

iPad Pro（12.9インチ）用 ●ブラック
（SKU:140B290SENB）●ホワイト
（SKU:140W290SENW）
iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用

●ブラック
（SKU:140B224SENB/UPC:856282004751）●ホワイト
（SKU:140W224SENW/UPC:856282004737）●シルバー
（SKU140S224SENS/UPC:856282004744）

Sueface Pro 用

●ブラック
（SKU:147B912SGEB）●ホワイト
（SKU:140W912SGEW）

23. フルジャケット・ブランドフロアスタンド（フルジャケット・エンクロージャー＋ブランドフロアスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2用

●ブラック
（SKU:140B260ENB）●ホワイト
（SKU:140W260ENW）

24. ロック・スマートフロアスタンド（ロック・エンクロージャー＋ブランドフロアスタンド）
Sueface Pro（2017）
・Surface Pro3/4用

●ブラック
（SKU:140B540ROKB）

25. ハイパー・ブランドフロアスタンド（ハイパー・エンクロージャー＋ブランドフロアスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air 2用

●ブラック
（SKU:140B260HSEBB）●ホワイト
（SKU:140W260HSEWW）

26. エグゼクティブ・ブランドフロアスタンド（エグゼクティブ・エンクロージャー＋ブランドフロアスタンド）

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用

●ブラック
（SKU:140B213EXENB/UPC:856282004720）●ホワイト
（SKU:140W213EXENW/UPC:856282004706）●シルバー
（SKU:140S213EXENS/UPC:856282004713

27. クリング・ブランドフロアスタンド（クリング・汎用ホルダー＋ブランドフロアスタンド）

ユニバーサル（汎用：約7〜13インチのタブレット）用

●ブラック
（SKU:140BUCLGVWMB）●ホワイト
（SKU:140WUCLGVWMW）●シルバー
（SKU:140SUCLGVWMS）
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OPTION ： オプション

Accessory ： アクセサリー

RFIDリーダーホルダー〈セット・オプション品〉
エンクロージャーに装着し、両面テープで RFIDリーダー等の機器を固定します。

各種リーダーとタブレットとの連携・利便性を高め、
レジや受付、入退室管理等に利用いただいています。

汎用スマートケーブルロック
［セキュリティキー・ロック］
両面テープ シリンダー
キー
装着

USB や電源等の各種コードを同時にロックできる便利なセキュリティケーブル。
セキュリティスロットのある、さまざまな情報機器に対応しています。

PHOTO；MacBook Proでの取付例
ケーブル長:約180cm 付属品：鍵×2個

SKU:CL15/UPC:856282004003

汎用スパイラルケーブルロック
［セキュリティキー・ロック］
アーム部分には、両面テープを使
用した、固 定 用プレートを 介して
機 器を装 着・固定します。また、鍵
による脱着が可能です。

USBや電源等の各種コードを同時にロックできる、軽量で収縮性のあるセキュリティケーブル。
セキュリティスロットのある、
さまざまな情報機器に対応しています。

PHOTO：スペース・ミドル 360 スタンド（iPad Pro12.9 インチ）へ RFIDリーダーを取付けた例
●ホワイト サイズ:約9.5×13.5×1.9cm 重さ:約112g 付属品：固定プレート、固定用ネジ×2本、鍵×2本
※エンクロージャーもしくはスタンド製品とのセット・オプション。また、エンクロージャーに本製品をネジ留めしますので、取付け位置の確認が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

汎用キーボードトレイ
スタンド使用時に、コンパクトタイプのキーボードを利用可能にする、汎用タイプのキーボードトレイ。
エンクロージャーとマウントの間に固定し、タブレットへの各種入力作業をサポートします。

PHOTO；MacBook Proでの取付例
ケーブル長:約180cm（伸長時）付属品：鍵×2個

SKU:CL15C/UPC:856282004027

汎用ダイヤルケーブルロック
鍵を紛失する心配のない、ダイヤル・ロック式（4桁）
のセキュリティケーブル。
セキュリティスロットのある、
さまざまな情報機器に対応しています。

PHOTO；MacBook Proでの取付例
PHOTO：スペース・エンクロージャー
（iPad Pro12.9インチ）
およびスペース・ブランドフロアスタンドでの取付例

ケーブル長:約180cm 付属品：鍵×2個

SKU:CL37/UPC:856282004010

●ブラック
（SKU:UKBTRAYB）●ホワイト
（SKU:UKBTRAYW）

VESA回転プレート（100×100mm対応）
VESA 規格に対応した回転プレート。100×100mmの規格に対応し、
コンピュロックス社や他社製マウントに回転機能を追加します。

●ブラック
（SKU:VRP-B）●ホワイト
（SKU:VRP-W）
サイズ: 約12×12×2cm
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重さ: 約330g

付属品： 固定用ネジ×4本

アンカーポイント
机や壁など、セキュリティケーブルを繋ぐための
設置場所を作り出すアンカーポイント。
セキュリティケーブルを繋ぐ際に、対象物がない時に使います。

●シルバー（SKU:EK1-AU50G/UPC:856282004348）
サイズ:約4.5×5.3×3.5cm 重さ:約70g 付属品：固定用ネジ×2本、接着剤
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Secutiry Plates ： セキュリティ・プレート

Security Stands ： 盗難防止スタンド

汎用プレートロック
［セキュリティキー・ロック］
あらゆるラップトップ / タブレットのために開発された、セキュリティプレート。

底面や背面にセキュリティプレートを装着し、セキュリティケーブルを使用可能に。本体を確実にロックします。

汎用ベーシックホルダー
両面テープ セキュリティ
ケーブル付属
装着

対応エンクロージャーがないタブレットのための、汎用タイプのタブレットホルダー。

タブレット本体にプレートを直接装着することで、セキュリティを高めます。

旧iPad（9.7 インチ）での取付例

両面テープ セキュリティ ネジ留め
ケーブル付属 固定推奨
装着

Galaxy Tab での取付例

●ブラック
（SKU:CL12UTH̲BB/UPC:856282004805）●ホワイト
（SKU:CL12UTH̲WB/UPC:856282004812）

サイズ:約16×15×8cm 重さ:約168g 付属品：セキュリティケーブル、鍵×2個

机

高さ

ショート

セキュリティ

汎用タブレットスタンド
対応エンクロージャーがないタブレットのための、汎用タイプのタブレットスタンド。
タブレット本体にプレートを直接装着することで、セキュリティを高めます。

Surface Pro4 での取付例

FIX
両面テープ シリンダー 角度固定 ネジ留め
キー
固定推奨
装着

iPad(9.7 インチ )での取付例
旧iPad（9.7 インチ）での取付例

●シルバー（SKU:BLD01KL/UPC:854340005900）
サイズ:約17.4×4.1×0.8cm
［ロック用プレート部分：約8cm］付属品：セキュリティケーブル（長さ：約180cm）、鍵×2個

机

汎用セキュリティプレート
［セキュリティキー・ロック］
主にタブレット/スマートフォンのために開発された、セキュリティプレート。

背面にセキュリティプレートを装着し、セキュリティケーブルを使用可能に。本体を確実にロックします。

Galaxy での取付例

●シルバー（SKU:HOVERTAB/UPC:854340005276）
サイズ:約8×12.5×15cm 重さ:約200g 付属品：鍵×2個、固定用ネジ×2本

両面テープ セキュリティ
ケーブル付属
装着

壁

高さ

※セキュリティケーブルは付属しません。

ショートミドル

セキュリティ

ラグドケース・スタンド
衝撃吸収ケースを装着したタブレットを、そのまま固定するためのスタンド。
上下の角度調整、左右の首振り機能をサポートし、病院や研究所、キッチン、カーディーラーや
店舗など、衝撃吸収ケースでのタブレット運用が必要な業界に、セキュリティスタンドを提供します。

シリンダー 上下角度調整 左右首振 ネジ留め
キー
固定

PHOTO : iPad（9.7 インチ）を入れたラグドケースでの取付例
PHOTO : IPad 4 および iPhone 6 での取付例
●シルバー（SKU:CL15UTL/UPC:856282004058）
サイズ: 約5×5cm 付属品： セキュリティケーブル（長さ：約180cm）、鍵×2個
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● ブラック
（SKU:820BRCH） サイズ: 約26.5×19.5×21.5cm 重さ: 約1.52Kg 付属品： 鍵×2個
アームにセット可能なサイズ:〈幅〉約13.2〜21.2cm〈高さ〉約10.９〜18.8cm〈厚さ〉約1.9cm 対応する主な衝撃吸収ケース: iPad、Surface、Galaxy 用など（約7〜10インチ用）。
※10インチタブレット用衝撃吸収ケースを45度でセットした際の参考値です。

机

壁

高さ

ショートミドル

セキュリティ
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Security Stands

盗難防止スタンド

クリング・汎用セキュリティスタンド

ノーリ・キオスク

360

スライドアームでタブレットを固定することで、約 7〜13 インチの多種多様なタブレットへの
対応を可能にした、汎用タイプのセキュリティスタンド。

特殊工具
装着

左右回転 360°
回転 セキュリティ
スロット搭載

ネジ留め
固定推奨

左右の回転をサポートし、設置面に対して360 度回転するので、対面での利用も可能です。

iPad Air での取付例

for iPad Pro（12.9）
・iPad（9.7）
・Surface Pro

iPad（9.7 インチ）とiPad Pro（12.9 インチ）、Surface Pro 用のセキュリティスタンド。

FIX

シンプルでタブレットを浮かせたような美しいデザインが際立ちます。スタンド下方にスペースをとり、

特殊ネジ
装着

角度固定

360

セキュリティ 360°
回転
スロット搭載 （オプション）

また左右が開いているので、POS の決済末端を取り付けられるなど、実用性にも配慮されています。

Surface Pro4 での取付例

●ブラック
（SKU:UCLGSTB）●ホワイト
（SKU:UCLGSTW/UPC:85424900680）●シルバー（SKU:UCLGSTS）

サイズ: 約18〜23.1×11.8×18.5cm 重さ: 約745g 付属品： タブレット固定用・専用工具、スタンド固定用ネジ×3本、両面テープ
アームにセット可能なサイズ:〈幅〉約16.5〜21.6×
〈厚さ〉約.93cm

対応する主なタブレット: iPad 2/3/4/Air/Air 2、
iPad Pro
（9.7/12.9インチ）
、
iPad mini、Surface 3、Surface Pro 3/4、Xperia Z/2/3/4など。

机

壁

高さ

ミドル

セキュリティ

クリングは、ホルダータイプのエンクロージャーもご用意。

クリング・汎用セキュリティスタンドは、一体型のスタンドです。同じ機構を採用し、
コンピュロックスならではの組合せタイプのスタンド

に対応するクリング・汎用ホルダーもご用意。こちらは組合せ次第でさまざまなシチュエーションに対応でき、全てのマウント
［固定台］
との組合せが可能です。詳しくは、2ページをご確認ください。

Surface Pro 用

iPad(9.7 インチ ) 用

iPad Pro（12.9インチ）用

●ブラック
（SKU:290NPOSB/UPC:819472020054）●ホワイト
（SKU:290NPOSW） 付属品：タブレット固定パーツ、専用工具

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2

●ブラック
（SKU:260NPOSB/UPC:857083006999）●ホワイト
（SKU:260NPOSW/UPC:857083006562）

サイズ:約24.1×19.8×18.3cm 重さ：約1,334g 付属品：タブレット固定用パーツ、専用工具

Surface Pro(2017)・Surface Pro4/3 用

グリップ &ドックスタンド

●ブラック
（SKU:540NPOSB/UPC:853224007610） サイズ:約29.5×23.5×20.5cm 重さ：約799g 付属品：タブレット固定用パーツ、専用工具

360

タブレットにハンドグリップを装着することで、
ドックスタンドとの脱着を可能にし、
モビリティとセキュリティを両立させた、ユニークなセキュリティスタンド。

両面テープ 上下角度調整 左右回転 360°
回転 セキュリティ
スロット搭載
装着

［オプション］回転プレート（SKU:Swivel̲Base）
ネジ留め
固定推奨

机

高さ

ミド ル

セキュリティ

商品説明や案内、オーダー端末用のスタンドとして、さまざまな利用ができます。

カプセルキオスク

for iPad（9.7）
・iPad mini（7.9）

iPad / iPad Pro（9.7 インチ）とiPad mini 用のオールインワン・カプセル型セキュリティケース。
背面左右２箇所にシリンダー・キーを配置し、高いセキュリティを確保しています。
角度調節はできませんが、机や壁面に設置できるデザイン性の高いケースで、空間の雰囲気を壊さず、
ショールームやイベント会場、公共施設、博物館などで活躍します。

PHOTO : iPad Air（ カバー装着）での取付例
●ブラック（SKU:189BGRPLCK/UPC:854249006015）
サイズ : 約11×13×20.8cm ※ ハンドグリップの装着面：約 9.1cm（径）
重さ: 約 930g 付属品：鍵×2 個、スタンド固定用ネジ×3 本、両面テープ
※スタンドにグリップを装着、約 60 度にて固定した場合の値です。

机
15

壁

高さ

ショートミドル

FIX

360

角度固定 360°
回転 ネジ留め
（オプション） 固定推奨

PHOTO : iPad(9.7 インチ ) 用

【オプション品】

ショルダーストラップ
ハンドグリップに装着し、タブレットを肩から下げられる
ようにする、ストラップです。
セキュリティ

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2

●ブラック
（SKU:340B260ROKB）●ホワイト
（SKU:340B260ROKW)

サイズ:約35.7×21×13.2cm 重さ：約1.2Kg 付属品：鍵×4個

iPad mini/2/3/4（7.9インチ）用

●ブラック
（SKU:340B250MROKB）●ホワイト
（SKU:340B250MROKW） サイズ:約27.5×19.8×11.1cm 重さ：約1Kg 付属品：鍵×4個

［オプション］回転プレート（SKU:Swivel̲Base）

机

壁

高さ

ミド ル

セキュリティ
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Security Stands：盗難防止スタンド

スタンド付セキュリティケース

Introduction

for iPad/旧iPad（9.7）

FIX

オールインワンの自立式セキュリティケース。カジュアルに活用でき、また充電しながら使えます。

セキュリティ 角度固定
ケーブル付属

背面の回転式スタンドを利用して、縦 / 横の使用方向を決めて設置します。

一体型のセキュリティスロットにセキュリティロックをかけることで、安全に展示できます。

タブレットをパブリックスペースへ
コンピュロックスのタブレットスタンドは、
業務利用に充分なセキュリティ性と使いやすさから、世界中で支持されています。
iPadやSurface Proシリーズ用のスタンドや、あらゆるタブレットにご利用いただける汎用スタンド、
手軽に使えるカジュアルなセキュリティスタンドから、
POSや接客にも使えるユニークなスタンドまで、
さまざまなスタイルでお使いいただけるスタンドをラインナップしています。

iPad(9.7 インチ ) 用

旧iPad(9.7 インチ ) 用

iPad(2017)・iPad Pro（9.7インチ）
・iPad Air/2・iPad 2/3/4用
（SKU:IPAD̲AIR̲BB/UPC:854340005214）●クリ ア（SKU:IPAD̲AIR̲CB/UPC: 854340005207）●レッド＊
（SKU:IPAD̲AIR̲RB/UPC:854340005221）
●ブラック
＊iPad Air用の専用色です。
iPad 2/4用

●クリ ア（SKU:IPAD2CB）

サイズ: 約18×24.5×17.5cm〈ポートレートモード時〉 重さ: 約182g

机

高さ

付属品： ケース固定用特殊ネジ、専用ドライバー、セキュリティケーブル、鍵×2個、液晶保護フィルム

ショート（直置き）

スタンド付セキュリティケース
［回転機能付］

セキュリティ

for iPad/旧iPad（9.7）

オールインワンの自立式セキュリティケース。カジュアルに活用でき、また充電しながら使えます。
背面のスタンドを利用して、設置した状態で縦 / 横の使用方向が変えられます。

セキュリティ 左右回転
ケーブル付属

一体型のセキュリティスロットにセキュリティロックをかけることで、安全に展示できます。

PHOTO：ノーリ・キオスク（iPad 9.7 インチ用）
※海外での使用例です。クレジットカードリーダー端末は商品に含まれません。

各種製品のカスタマイズ、オリジナル機器のご要望にも対応させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
既存商品からの改良［カスタマイズ］、新規開発商品［オリジナル品］をお客様と共に作成させていただきます。

●製品写真でスタンドにセットされているタブレットは、
商品に含まれません。●商品の仕様およびデザインは、予告なく変更される場合があります。
●写真と実際の仕様が一部異なることがあります。また、商品に含まれないものが写っている場合があります。●商品カラーは印刷の関係上、実際とは異なる場合がありますので、
ご了承ください。
iPadは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。TM and C 2017 Apple Inc. All rights reserved.
SurfaceおよびSurface Proは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
GalaxyおよびGalaxy Tabは、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。

Compulocksマスターディストリビューター

PHOTO : 旧iPad(9.7 インチ ) 用

ジャパン・トゥエンティワン株式会社

（SKU:IPADAIR̲RS̲BB/UPC:854340005245）●クリ ア＊
（SKU:IPADAIR̲RS̲WB/UPC:856282005252）
iPad Air/2・iPad Pro（9.7インチ）用 ●ブラック
（SKU:IPAD2/RSWB）
iPad 2/4用 ●クリ ア＊

〈東京本社〉〒108-0074 東京都港区高輪4-18-12
〈豊橋オペレーションセンター〉〒440-0038 愛知県豊橋市平川本町3-8-11

＊本体ケースはクリア、スタンド部分はホワイトとなります。
サイズ: 約24×13×29cm〈ポートレートモード時〉 重さ: 約630g

机
17

高さ

ショート

付属品： ケース固定用特殊ネジ、専用ドライバー、セキュリティケーブル、鍵×2個、液晶保護フィルム

セキュリティ

電話番号: 0532-35-7941 FAX: 0532-35-7935
Email: compulocks@japan21.co.jp http://www.compulocks.jp/
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