セキュリティスタンド：セレクトガイド

1607

まずラインナップを理解する
コンピュロックス社のタブレットスタンドは、
大きく分けて「４つのカテゴリー」に分けられます。

❶ タブレット・スタンドシステム
「エンクロージャー(保護フレーム)」
×「マウント(固定台)」の組合せ商品で、
机・壁・床とあらゆる設置場所をサポート。
皆さまのご要望にお応えして、さまざまなタブレットに
対応可能なユニバーサル(汎用)システムも登場！

ステップ1へ

❷ iPad用
セキュリティ
ケース(スタンド)

❸ ユニバーサル
セキュリティ
スタンド(汎用品)

❹ カスタマイズ
とオーダーメイ
ド機器

iPad用の一体型セキュ
リティケースとスタン
ド。世界
でNo.1の
モデルも
あります。

さまざまなタブレット
に対応可能な、一体型
のセキュリティ
スタンドと
セキュリティ
機器です。

ラインナップしている
製品の変更で製作する
「カスタマイズ機器」
と一から依頼されて製
作する、「オーダーメ
イド機器」になります。

ステップ2へ

ステップ3へ

ステップ4へ

＜ステップ１-1＞
使用目的に合った「エンクロージャー」を見つける。
❶ エンクロージャー（保護フレーム）を選ぶ。
エンクロージャーとはタブレットを盗難・破損から守るための保護フレームのことを指します。
堅牢性・対応機種、性格が異なるエンクロージャーが5種ございますので紹介させて頂きます。

１．フルジャケット・エンクロージャー
● 最もセキュリティレベルが高い保護フレーム。
● 人気の少ない場所に設置を考えている方にお薦めです。
● iPadをフレームに設置することで電源スイッチ、ボリュームボタン、
電源ケーブルを外部の接触から守ります。
● 本体をシリンダーキーでロック。取外し可能なホームボタンカバー付き。
● iPadとGalaxyに対応。VESA規格対応品。
SKU:202ENB/W/S

カラー：ブラック/ホワイト/シルバー

２．スペース・エンクロージャー
● 2番目にセキュリティレベルが高い保護フレーム。
● 保護フレームの四隅は外部からのアクセスが可能で、電源スイッチや
ボリューム調節などができるようになっています。
● 本体をシリンダーキーでロック、取外し可能なホームボタンカバー付き。
● 各種タブレットの対応商品が多くラインナップされ、iPad mini、
iPad Pro(12.9/9.7)、Surface Pro3/4などに対応。VESA規格対応品。
SKU:224SENB/W

カラー：ブラック/ホワイト

３．スライド・エンクロージャー
● 唯一POSレジを念頭に開発され、 各種機器のAUX端子への
ダイレクト装着が可能なモデルです。※写真の決済用端末は商品に含まれません。
● 唯一、簡易スタンドが付属しています。
● 本体はシリンダーキーによるロック機構を採用。
● iPad/iPad mini 専用品です。 VESA規格対応品。
SKU:257POSB/W/R カラー：ブラック/ホワイト/レッド

４．エグゼクティブ・エンクロージャー
● 5種類の中で最もデザイン性が高く、人気のある保護フレーム。
● サイドからのアクセスが可能なため、電源ボタン、ボリューム
ボタンの調節ができるようになっています。
● 特殊ネジにより本体をロック。セキュリティレベルは若干下がります。
● 取り外し可能なホームボタンカバー付き。
● 電源コードが取り外せないようにするためのオプション品もご用意。
● iPad専用品。
SKU:213EXENB/W

カラー：ブラック/ホワイト

５．クリング・汎用ホルダー
● セキュリティレベルは下がりますが、唯一、汎用的に利用でき、
スライドアームで、さまざまなタブレットを固定することができます。
● 特殊ネジにより本体をロック。セキュリティレベルは少し下がります。
● 唯一、本体に左右回転の機構が搭載されています。
● 約7〜13インチのタブレットに使用できます。 VESA規格対応品。
SKU:UCLGVWMB/W/S

カラー：ブラック/ホワイト/シルバー

セキュリティ・レベルを表し、数が多いほどセキュリティが高い商品となります。ご利用いただく方の要求レベルに応じてご選択いただけます。

＜ステップ１-2＞
設置場所に応じた最適な「マウント」を選びます。
❷ エンクロージャー（保護フレーム）を、机置きや壁掛け、
床置きで使用するためのマウント（固定台）を選ぶ。
設置時の高さ、使用する際の必要に応じた動きをサポートするマウント(固定台)の中で
最も選ばれている5種をご紹介します。 （コンピュロックス社のマウントは、全部で10種類あります。）

１．ベーシックスタンド
● 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ベーシックモデル。
● 縦/横の使用方向を決め、机もしくは壁面に本体を固定して使用します。
● 商品棚や壁面での商品説明、飲食店での注文、窓口の受付等でご利用いただいています。

SKU:101B/W/S

カラー：ブラック/ホワイト/シルバー

２．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ています。
SKU:303B/W カラー：ブラック/ホワイト

３．スイングアームホルダー
● ウォールマウント・タイプの定番モデル。
● 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。
SKU:827B/W カラー：ブラック/ホワイト

４．スマートフロアスタンド
● シンプルなデザインで、場所を選ばないフロアスタンド。
● 設置時に高さが調整可能で、縦/横は固定して使用します。
● 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。

SKU:147B/W/S

カラー：ブラック/ホワイト

５．ブランドフロアスタンド
● ロゴマーク等が入れられ、ブランドの訴求や目印にもなるフロアスタンド。
● 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。
※ロゴ等を入れる、グラフィックパネルはオプションです。

SKU:140B/W/S

カラー：ブラック/ホワイト

＜ステップ１-3＞
あなたが求めていた「セキュリティスタンド」の完成です。
❸ 選んだエンクロージャーとマウント（固定台）を組み合せる。
エンクロージャー(保護フレーム)にマウント(固定台)を取り付ければ、スタンドの完成です。

エンクロージャー（保護フレーム）
（５種類・3色）※商品名は省略名で記載しています。
タブレットを盗難・破損から守る保護フレーム

１．フルジャケット

２．スペース

３．スライド

４．エグゼクティブ

５．クリング

保護フレームを机置きや壁掛け・床 置きにするた
めのマウント（固定台）※商品名は省略名で記載しています。

スタンド

設置時の高さ、使用する際の必要に応じた動きをサポートする機
器をご用意しています。

エ ンクロージャー
マウント

D

スライド・ミドル360スタンド
１．ベーシック

SKU: 303W224SENW

２．ミドル360

３．スイングアーム

４．スマートフロア

５．ブランドフロア

＊全てのエンクロージャーが全てのマウントに対応しているわけではありません。コンピュロックス社では、全部で10種類のマウントをご用意しています。
また、商品によってカラー展開は異なりますので、詳しくはウェブもしくは メール等にてお問い合わせください。

〈スタンド名・呼び名の法則〉
基本的には、エンクロージャーとマウントを「・」でつなぎ、最後に「スタンド」を付けて呼んでいます。

フルジャケット・ベーシックスタンド

スライド・ミドル360スタンド

フルジャケット・
スマートフロアスタンド

スペース・スイングアームスタンド

クリング・
ブランドフロアスタンド

＜ステップ 2＞
使用目的に合った「ケース」「スタンド」を選ぶ。
iPad専用の一体型のセキュリティケースとスタンド
セキュリティケースとスタンドは、役割や性格がはっきりしていますので、お客様の使用目的や
お好みに応じてお選びください。

■ iPad用セキュリティケース
スタンド付・セキュリティケース
●
●
●
●

iPadを簡単にでセットできる、コストパフォーマンスの高い樹脂製の保護ケース。
世界で最も売れている、iPad用のセキュリティケースです。
液晶保護フィルム、セキュリティケーブルがワンパッケージになっています。
縦/横モードは設置時に決めてからセットする、一体型のセキュリティケースです。
SKU：iPad_Air_BB/C［iPad Air /2・iPad Pro 9.7(インチ)用 ］

カラー：ブラック/クリア（ホワイト） レッド（iPad Air用のみ）

スタンド付・セキュリティケース［回転機能付］
●
●
●
●

iPadを簡単にでセットできる、コストパフォーマンスの高い樹脂製の保護ケース。
世界で最も売れている、iPad用のセキュリティケースです。
液晶保護フィルム、セキュリティケーブルがワンパッケージになっています。
設置したまま左右回転が可能な、縦/横モードに対応した一体型セキュリティケース。
SKU：iPadAir_RS_BB/W ［iPad Air /2・iPad Pro 9.7(インチ)用 ］

カラー：ブラック/クリア（ホワイト）

カプセルキオスク
● アルミ製のオールインワン・カプセル型のセキュリティケース。
● 机や壁に設置できる、デザイン性の高いケース。
● 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、博物館などでも
活躍します。
● 側面の左右2か所にシリンダー・キーを配し、高いセキュリティ性を確保。
SKU：340B260ROKB/W ［iPad Air /2・iPad Pro 9.7(インチ)用 ］ カラー：ブラック/ホワイト
SKU : 340B250MROKB/W(iPad mini /2/3用） カラー：ブラック/ホワイト

■ iPad用プロテクトスタンド
iPad プロテクトスタンド
● 落下の際の衝撃を緩和するプロテクトバンドと、アルミ製のスタンドをパッケージ。
● セッティングが簡単で、リーズナブルな価格設定。
● 店舗や飲食店等で利用するスタンドやPOS端末として、
アイデア次第でさまざまな用途にご利用いただけます。

※iPad Pro(12.9インチ)、iPad mini用も近日発売予定です。
SKU：260VDENB ［iPad Air /2・iPad Pro 9.7(インチ)用 ］

カラー：ブラック

＜ステップ 3＞
使用目的に合った「スタンド」「セキュリティ機器」を選ぶ。
クリング・汎用セキュリティスタンド
13インチまでのタブレットに対応可能な
洗練された盗難防止機構付きスタンド
＜商品特徴＞





専用工具でアームをスライドさせ、タブレットを固定すればセット完了。
縦/横のモード切替えをサポート。
設置面に対して360°回転できるので対面利用も可能。
黒、白、シルバーの3色のカラー展開
SKU: UCLGSTDB/W/S

カラー：ブラック・ホワイト・シルバー

汎用ベーシックホルダー
さまざまのタブレットに対応
店舗で、展示で、タブレットを盗難
から守ります
＜商品特徴＞
 本製品は7インチ以上であればどんなタブレットでも安
全かつ美しく設置することが可能です。
 ホルダースタンドは45度のアングルに設定され、タブ
レットを自由に操作できます。
SKU: CL12UTH_BB/WB

カラー：ブラック・ホワイト

汎用タブレットスタンド
粘着テープで貼り付けるタイプで、
スタンドに直接固定が可能です。
＜商品特徴＞
 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。
<PHOTO〉iPadでの取付例です。
SKU: HOVERTAB カラー：シルバー

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。
＜商品特徴＞
 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。
〈PHOTO〉MacBookへの取付例です。
SKU: BLD01KL カラー：シルバー

＜ステップ 4＞
「カスタマイズ」と「オーダーメイド」とは？
「カスタマイズ」
お客様だけの「特別仕様」を短納期にて対応させて頂きます。

＜商品特徴＞




製品をお客様のコーポレートカラーに変更、またロゴ入れ等の仕様をご提案させて頂きます。
樹脂製の製品は2,000台から、アルミ製のものは100台からカスタマイズ対応いたします。
コーポレートカラーとロゴのデータを頂けば、最短で2週間程でサンプル品を提供することができます。
〈PHOTO〉iPadスタンド付きセキュリティケースのカスタム例

「オーダーメイド」
『世界に一つだけ』のお客様唯一のものを作りませんか。

＜商品特徴＞





形・デザインが自由に出来、企業色が出せます。
オーダーメイドによってお客様がイメージされる形・機能・大きさに出来ます。
樹脂製の製品は2,000台から、アルミ製のものは100台からオーダーメイド対応いたします。
金型費用が発生することもあります。
〈 PHOTO〉海外モーターショー用に作られたオーダーメイド品

