2018年4月価格表
No. 型番
613 TCL‐QM86

株式会社スリーディー

商品名

製品写真

86型 スリムベゼル4Kデジタルサイネージディスプレ
イ
堅牢メタルフレーム
3年保証

仕様
解像度：UHD 3840 x 2160
コントラスト：1200：1、輝度：410cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、HDMIx4、DP
音声入出力：1系統
電源：AC100-240V 450W未満
寸法：1928x1099x86mm 約63.8kg
※スタンド台、取付金具別

614 TCL‐QM55

55型 スリムベゼル4Kデジタルサイネージディスプレ
イ

解像度：UHD 3840 x 2160
コントラスト：1200：1、輝度：350cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、HDMx2
音声入出力：1系統
寸法：1239x711x60mm 約16kg
※スタンド台、取付金具別

615 TCL‐QX55

55型強化ガラス高精細液晶モニター 4K2K

解像度：UHD 3840 x 2160
コントラスト：4000：1、輝度：450cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、HDMI、DP
音声入出力：1系統
寸法：1271x742x87mm 約39.1kg
※スタンド台、取付金具別

3年保証

価格(税抜)

OPEN

¥478,000

OPEN

616 TCL‐PN55

55型ワイドシームレス液晶モニター フルHD

617 TCL‐PN46

46型ワイドシームレス液晶モニター フルHD

解像度：1920x1080 (Full HD)
コントラスト：4000：1、輝度：700cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、HDMI、CVBS(BNC) 、
コンポーネントx3、S-Video
音声入出力：1系統
寸法：1024x578x112mm 約25kg
※スタンド台、取付金具別

¥880,000

618 TCL‐HX42

42型 HD-SDI 液晶モニター フルHD

水平解像度：
コントラスト：
映像入力：
音声入出力：
寸法：

¥540,000

水平解像度：620本 1920x1080 (Full HD)
コントラスト：1000：1、輝度：300cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、HDMI、SDI、CVBS(BNC)
音声入出力：1系統
寸法：562x397x155mm 約7.7kg

¥280,000

水平解像度：630本 1920x1080 (Full HD)
コントラスト：4000：1、輝度：400cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)x2、S-Video、
コンポーネントx2、ディスプレイポート
※卓上スタンド別売
音声入出力：1系統
寸法：980x574x121mm 約27.0kg

¥448,000

3年保証

HD‐SDI

解像度：1920x1080 (Full HD)
¥1,580,000
コントラスト：1400：1、輝度：800cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、HDMIx2、DP、CVBS(BNC)
、コンポーネント(RCAx3)、S-Video
音声入出力：1系統
寸法：1215x686x115mm 約32.5kg
※スタンド台、取付金具別

3年保証
619 TCL‐HX24

23.6型 HD-SDI 液晶モニター フルHD

HD‐SDI

620 TCL‐RX42

42型ワイド液晶モニター フルHD

3年保証
621 TCL‐RX32

31.5型ワイド液晶モニター フルHD

水平解像度：600本 1920x1080 (Full HD)
コントラスト：3000：1、輝度：350cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)、S-Video、
コンポーネント、HDMI、ディスプレイポート
音声入出力：1系統
※卓上スタンド別売
寸法：757x451x95mm 約16.5kg

¥398,000

622 TCL‐RX24

23.6型ワイド液晶モニター フルHD

水平解像度：620本 1920x1080 (Full HD)
コントラスト：1000：1、輝度：300cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)、S-Video、
HDMI
音声入出力：1系統
寸法：562x397x155mm 約7.9kg

¥248,000

623 TCL‐RX22

21.5型ワイド液晶モニター フルHD

水平解像度：620本 1920x1080 (Full HD)
コントラスト：1000：1、輝度：250cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)、S-Video、
HDMI
音声入出力：1系統
寸法：513x369x155mm 約6.9kg

¥198,000

624 TCL‐SX19P

19型液晶モニター

水平解像度：620本 1280x1024 (SXGA)
コントラスト：1000：1、輝度：250cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)x2、S-Video、
音声入出力：1系統
寸法：445x420x175mm 約7.4kg

¥178,000

625 TCL‐SX17P

17型液晶モニター

水平解像度：620本 1280x1024 (SXGA)
コントラスト：1000：1、輝度：250cd/㎡
映像入力：VGA(D-Sub15)、DVI、CVBS(BNC)x2、S-Video、
音声入出力：1系統
寸法：409x398x175mm 約6.7kg

¥168,000

水平解像度：430本 1024x768(XGA)
コントラスト：500：1、輝度：320cd/㎡
映像入力：VGA (D-Sub15)、DVI 、CVBS(BNC)
寸法：380x359x155mm 約4.8kg

¥128,000

3年保証

626 TCL‐SX15

2018/11/20

15型液晶モニター

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください
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株式会社スリーディー

No. 型番
627 TMB‐CMP01

商品名

628 TMB‐WMK03

15型・17型・19型・21.5型・23.6型液晶モニター壁掛け
金具
（天吊り対応）

壁掛け金具
VESA規格 100x100/200x100/200x200mm
耐荷重：60kg

¥12,800

629 TMB‐LMK02

31.5型・42型・46型ワイド液晶モニター壁掛け金具
（天吊り対応）

壁掛け金具
VESA規格 最大440x330mm
耐荷重：80kg

¥24,800

630 TMB‐LMK01

32型～65型ワイド液晶モニター壁掛け金具
（天吊り対応）

壁掛け金具
VESA規格 最大700x450mm
耐荷重：100kg

¥39,800

631 TMB‐WMK01

液晶モニター壁掛け金具

壁掛け金具
VESA規格 75x75mm、100x100mm
耐荷重：18kg

¥9,800

632 TMB‐PMK01

液晶モニター用壁付けブラケット

ブラケット
VESA規格 75x75mm、100x100mm
耐荷重：7kg～14kg

¥29,800

633 TMB‐WMA01

液晶モニター壁掛け金具

壁掛けアーム
VESA規格 75x75/100x100/200x100/200x200mm
耐荷重：25kg

¥39,800

634 TMB‐LMA01

液晶モニター壁掛け金具

壁掛けアーム
VESA規格 最大400x400mm
耐荷重：35kg

¥69,800

635 TMB‐ES02

液晶モニタースタンド

スタンド台
VESA規格 75x75/100x100mm
耐荷重：2kg～8kg

¥39,800

636 TMB‐DMS01D

液晶モニタースタンド（2台用）

スタンド台
VESA規格 75x75/100x100mm
耐荷重：各ヒンジ12kg

¥59,800

637 TMB‐DMS01Q

液晶モニタースタンド（4台用）

スタンド台
VESA規格 75x75/100x100mm
耐荷重：各ヒンジ8kg

¥98,000

638 TMB‐DMC02D

液晶モニターデスククランプ（2台用）

デスククランプ
VESA規格 75x75/100x100mm
耐荷重：各ヒンジ12kg

¥59,800

639 TMB‐DMC01

液晶モニターデスククランプ

アームデスククランプ
VESA規格 75x75/100x100mm
耐荷重：10kg

¥59,800

2018/11/20

製品写真

天吊り金具
※壁掛け金具と組み合わせ使用

仕様
天吊り金具

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

価格(税抜)

¥39,800
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