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■ 非適合製品は
　製品コードに＊を付けて表示。



for Office Working

for Specialized Working

for Dealing

ディーリングの第一線で戦う
プロフェッショナルへ。

専門分野のスキルを
存分に発揮するために。

従来のデスクワークを
格段に効率化。
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ディーリング、専門作業、オフィスワーク…。マルチモニターのある先進的なデスク環境が整えば、
効率性、快適性、安全性は大きく向上します。オカムラの「マルチモニター対応ワークステーション」なら、
多彩なワークシーンに革新的ソリューションをもたらします。

マルチな視界と情報が、
ワーカーの能力を引き出す。
これからのスタンダード
ワークスタイル。

Efficiency
［ 効率性 ］

Comfort
［ 快適性 ］

Safety
［ 安全性 ］
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◎サイズ：1400Ｗ・1500Ｗ・1600Ｗ×1000Ｄ×720Ｈ・740Ｈ

SPEC

世界の動きを多角的にとらえ、
売買まで最短ルートになる
デスク装備を。
多様な情報を同時にチェックできるよう、1デスクに12画面までの設置が可能です。
デスクを1,000mmの最適な奥行きにしたため、すべてのモニターを楽に一望。
デスクトップパネル等のオプションも取りそろえ、ディーラーが長時間にわたって
集中できる環境を実現します。

オペレーションに最適な距離を保てる天板モジュール。

余裕のある奥行きに設計したことで、
モニターとワーカーの距離が十分に
とれ、上段や左右のモニターを見つめる
角度がゆるやかになるため、視線の
移動や首への負担が少なくてすみます。

DEALING DESKTYPE S
［ ディーリングデスク タイプS ］

COLOR VARIATION
シックで洗練されたカラーバリエーション。

◎天板・エンド脚

◎本体

ホワイト ネオウッドライト ネオウッドミディアム ネオウッドダーク

ネオホワイト スキップシルバー ブラック

700

1,100

W

H

1,000

for Dealing
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STRENGTH
12 台のモニターまで強固に支える構造。

多くのマルチモニターが設置されるデスクフレームには、独自
の荷重検査をクリアした堅牢な構造を使用。また、Ｔｄ社の
モニターアームを設置すれば、1ポールあたり6画面、1デスク
につき2ポール・12画面の設置が可能です。

DRAWER
引き出しは、用途に合わせて選べる浅型と深型の2パターンを
ご用意。セキュリティ面に配慮した鍵付きタイプもあります。
また、深型には引き出し内からキーボードなどのケーブルを
通せる配線機能付きのキーボード収納タイプもあります。

深さの異なる2パターンから選べる引き出し。

STORAGE

放熱性が高まるスリット加工を施したCPU収納スペース。
CPUサイズや用途に合わせて高さ位置の変更が可能な
棚板か、CPUのメンテナンスなどに便利なキャスター付き
の棚板をお選びください。また、CPUのケーブル類などが
収まる樹脂製の立ち上げ用ダクトを装備。

CPUを守り、
放熱性にも優れた収納スペース。

HEAT
RADIATION
CPU収納スペースを囲むパネルにはスリット加工を施し、
温まった空気の滞留を防ぎます。また、床下からの冷気の
取り込みなど、さまざまな空調システムに合わせた排熱
対策をご提案できます。

空調設備に合わせた効果的な排熱対策を。

ワークスタイルに合わせ、多彩なデスクトップパネルからセレクトできます。

中間パネルや中間脚の使用によって、9連以上の連結も可能です。

防倒性を高める固定ベルトも
取り付けられます。

デスクトップパネル（515H） デスクトップパネル（840H）

デスクトップサイドパネル（515H） デスクトップサイドパネル（840H）

フリースタンディング
タイプ（片面用）

ジョイントタイプ
（片面用）

フリースタンディング
タイプ（両面用）

ジョイントタイプ
（両面用）

WIRING
DUCT COVER
天板の奥にある配線ダクトには、煩雑になりがちなケーブル
類を整理できるほか、OAタップやローゼットなども収ま
ります。配線ダクトのカバーは取り外しやすい3分割タイプ
なので、メンテナンスなどの際も容易にアクセス可能です。

アクセスしやすく、収納しやすい配線ダクト。

※設置できるモニターには制限がございます。詳しくは担当者へお問い合せください。

FLEXIBILITY

片面用と両面用を組み合わせ、さまざまな配置が可能なため、
チーム人員の増減などに合わせたレイアウト変更が容易に
できます。また、最大8連まで中間脚なしで連結できます。

将来のレイアウト変更にも
フレキシブルに対応します。

浅型

深型

深型（キーボード収納タイプ）

for Dealing

OPTION

OPTION

ファンを取り付けて、より放熱性
を高めることも可能です。

OPTION

OPTION

クランプ式のコンセント
ユニット等を設置できます。

OPTION
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Finance
金融機関用として

Security
監視用として

Picture Edition
映像編集用として

トレーディング、監視、映像編集…。
それぞれのシーンの理想を追究した
ワークスタイル。
多くの専門作業では、多画面での同時閲覧によって大きく効率がアップします。
プロユニットフリーウェイHD オペレーションデスクは、6画面までが視認しやすい位置に調整可能。
それぞれのワークプレイスに特化した、奥行の確保やCPUの格納など、
多様なカスタマイズにも対応します。

COLOR VARIATION
シチュエーションに対応する豊富なカラーバリエーション。

◎天板

OPERATION DESK
［ プロユニットフリーウェイHD オペレーションデスク ］

◎本体

ネオホワイト スキップシルバー

ライトプレーン ホワイト ネオウッドライト ネオウッドミディアム ネオウッドダーク

for Specialized Working

デスク本体とマルチモニタービームで
構成されています。
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一般のオフィスでも、
マルチモニターで効率性向上。
通信ネットワークの進化や環境配慮への取組みなどによって急速に浸透するペーパーレス化。
デジタル情報のあふれるオフィスでは、1つのモニターで多くのウィンドウを切り替えながら行う作業などが
新たなストレスに。多画面のデスク環境なら、仕事の効率が高まり、ワーカーの能力を大きく引き出せます。

ベースパネルに豊富なアタッチメントを組み合わせ、
オフィスのいまと未来をつなぐ独創的な空間が構築
できます。

◎ベースパネル取付金具または専用クランプ金具による
　取付けが可能。

コンピュータワークの身体工学研究から導かれた「低座・
後傾」姿勢で、疲れにくく、集中できる作業スタイルを
実現します。

◎モニターアームで17インチモニターを3画面まで設置可能。

ナチュラルな木質系でシンプルなフォルムが、ワーカーに
心地よさを与え、集中とコミュニケーションを促します。

◎ビームまたはクランプ金具によるモニター取付けが可能。

洗練されたデザインと高いユーザビリティを融合。品質と
機能性を極めたハイグレードなワークステーションです。

◎木天板タイプにクランプ金具によるモニター取付けが可能。

ワークスタイルに合わせてユニットを思いのままにセレクト
でき、カスタマイズや将来のレイアウト変更も容易です。

◎木天板タイプにクランプ金具によるモニター取付けが可能。

美しくシンプルな共通パーツと多様なオプションで自由度を
高め、フリーアドレスと固定席の両方に対応します。

◎ビームまたは専用クランプ金具によるモニター取付けが可能。

マルチモニター環境を実現できる、多彩なオフィスシステム。

for Office Working

※他にもマルチモニター可能な製品をご用意しております。 詳しくは担当者へお問い合せください。

OFFICE SYSTEM
［ 一般オフィス用マルチモニター対応ワークステーション ］

10 11
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Efficiency マルチ画面で効率性アップ！ Safety 機器の固定で安全性アップ！

Comfort モニターアーム活用で快適性アップ！

ウィンドウが重ならず、画面切り替えの時間を短縮。

マルチ画面なら多様な
コミュニケーションもスムーズ。

モニターの可動範囲が広がり、
画面は見やすく、疲労を軽減。 

◎横に並んでのミーティングでは、それぞれに近いモニターに同じ資料を
表示したり、画面ごとに異なる資料の同時閲覧も可能です。

◎Web会議でさまざまな資料やデータなどを別画面に大きく表示すれば、
会議がより円滑に進みます。

◎首などが疲れにくいベストポジションにモニターを設置することができます。

◎照明などの映りこみがない、視認性に優れたモニター位置調整が可能です。

モニターや CPU の転倒防止対策として。

机上面が広く使え、
配線もすっきりできます。

◎モニターアームにすることで机上の占有面積が減り、作業スペースが広がります。

◎モニターアームにワイヤリングをまとめることで、机上面の配線をすっきり収めることが
できます。

◎モニターをアームでしっかりと固定することで転倒防止効果を高めます。

◎天板下のCPUホルダー（オプション）にCPUを収めることで、転倒などによる故障を防ぐ
ことができます。

マルチモニターワークとモニターアームで
実現する最適なオフィス環境。

◎マルチ画面なら2つ以上のウィンドウも同時に表示。ウィンドウの切り替えの手間を
省けます。

◎1つの画面を資料の表示やブラウザでの検索に活用。それを参照しながら、別の画面で
入力作業ができます。

◎画像処理ソフトなどを使用する際、パレット類を別のモニターに表示できるため、作業
エリアを広く確保できます。

for Office Working
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◎首などが疲れにくいベストポジションにモニターを設置することができます。

◎照明などの映りこみがない、視認性に優れたモニター位置調整が可能です。

モニターや CPU の転倒防止対策として。

机上面が広く使え、
配線もすっきりできます。

◎モニターアームにすることで机上の占有面積が減り、作業スペースが広がります。

◎モニターアームにワイヤリングをまとめることで、机上面の配線をすっきり収めることが
できます。

◎モニターをアームでしっかりと固定することで転倒防止効果を高めます。

◎天板下のCPUホルダー（オプション）にCPUを収めることで、転倒などによる故障を防ぐ
ことができます。

マルチモニターワークとモニターアームで
実現する最適なオフィス環境。

◎マルチ画面なら2つ以上のウィンドウも同時に表示。ウィンドウの切り替えの手間を
省けます。

◎1つの画面を資料の表示やブラウザでの検索に活用。それを参照しながら、別の画面で
入力作業ができます。

◎画像処理ソフトなどを使用する際、パレット類を別のモニターに表示できるため、作業
エリアを広く確保できます。

for Office Working
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Humanscale Td

クランプ

1段 1段 1段
1画面1画面

製品名

ProUnit Freeway

ProUnit 木天板

PROSTAGE CREST 木天板

PROSTAGE

Cruise

Aption Free

Proselva

ALZATA SPINE

POSIT

クランプA クランプB クランプC Ｍ２

CBS

デスク各種モニターアーム クランプ金具取付互換表

アームにカバーリングされた
ケーブルクリップメント

メカニカルスプリングによる
上下調整が可能です。

Giselleシリーズはアームがガススプリング内
蔵式で上下調整がスムーズにでき、最適なポジ
ショニング設定が可能。

ZORROシリーズは机上面に対し、低い位置の
モニター設置が可能。

美しいデザインで定評のある米国Humanscale社は、
機能の絞りこみによってコストパフォーマンスに
優れたモニターアームを開発。デザイン性だけでは
なく、可動性の高さでも人気を集めています。

英国CBS社（Colebrook Bosson Saunders）
では、人間工学をベースに斬新な発想もプラスして
数々のモニターアームを開発。さまざまなワーク
スタイルにフィットするよう、多彩な機能のアームを
ラインナップしました。支柱が共通なため、用途に
合わせてアームの組み替えも可能です。

英国Td社（Technology Desking）は、ロンドンの銀行・証券業界で培われた
高度な技術力を駆使して、究極といえるマルチモニターアームを開発。操作性、
耐久性、拡張性などすべての性能を磨き上げたアームシステムは、ディーリング
のエキスパートからも高い評価を得ています。

モニターアームで、
使いやすく、疲れにくい環境に。
マルチモニター環境においてアームは、効率性や快適性を
大きく左右する重要な要素です。
オカムラでは、世界で広く知られる確かな品質のブランドをラインナップ。
用途に応じて最適なタイプをセレクトしていただけます。

2画面
2段
4画面1画面

○8kg ※１※２

○12kg ※５※６

○12kg

○12kg ※７※８

○12kg

○12kg ※３

○12kg ※３

○12kg

○8kg ※１

○6kg ※１※２

○8kg ※５※６

○8kg

○8kg ※７※８

○8kg

○8kg ※３

○8kg ※３

○8kg

○6kg ※１

̶

̶

○6kg

○6kg ※７※８

○6kg

○6kg ※３

○6kg ※３

○6kg

̶

̶

○10 or 8.5kg
※4 ※5

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※9

̶

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4 

̶

̶

̶

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○10 or 8.5kg

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4

̶

○8kg ※１※２

̶

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○10 or 8.5kg

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4 

○8kg ※１

○6kg ※１※２

̶

○8kg

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○8kg

○8kg ※３

○8kg ※３

○8kg

○6kg ※１

̶

̶

○6kg

̶

○6kg

○6kg ※３

○6kg ※３

○6kg

̶

○8kg ※１※２

̶

○9kg

○9kg ※7

○9kg

○9kg

○9kg

○9kg

○8kg ※1

1段
1画面

1段
1画面 4画面

2段
2画面

モニター交換を容易・迅速に行
なうことができます。（VESA
規格100mm/75mm 準拠）

画面を横に並べた時、高さをピタリと合わせることができます。 ボールを追加することで、上方向に拡張することができます。　

レバーハンドルにより無段階
に高さ調整を行なうことがで
きます。

モニターケーブルはアーム内
部・ポール側面に収納すること
ができます。

モニターの角度を自由に調整
ができます。

モニターを90°回転させるこ
とにより、縦型レイアウトが可
能です。

クイックリリース機構
（脱落防止ロック付）

高さ調整 ケーブルワイヤリング チルト機構 90°回転

MONITOR ARM

〈注記〉
※デスクの構造や天板の素材などにより取付け出来ない場合もあります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※長期の使用などで天板固定金具のビスの緩みやグラツキが発生する場合があります。天板及びアームの破損防止のためビスの増締めを施してください。
※上記設置基準は一般的な使用環境での目安です。不特定多数の方が使用する場所やモニターを動かす頻度の高い場所への設置は天板変形の恐れがあるため設置できません。

※１　スチール天板のためモニターを動かす頻度の高い場所への設置は天板変形の恐れがあるため設置できません。
※２　ゲート脚タイプに関しましては専用のクランプ金具での設置となります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※３　スチール天板タイプへの設置はできません。詳しくは担当者へお問い合せください。
※４　シリーズにより対応質量が異なります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※５　それぞれの天板耐荷重以内のディスプレイ及びアームの設置に限ります。詳しくは担当者へお問い合せください。

※６　専用のクランプ金具になります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※７　配線口のみ取り付け可能。
※８　天板テーパー部への取付けは専用クランプ金具になります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※９　配線口には取付けられません。

MONITOR ARM
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Humanscale Td

クランプ

1段 1段 1段
1画面1画面

製品名

ProUnit Freeway

ProUnit 木天板

PROSTAGE CREST 木天板

PROSTAGE

Cruise

Aption Free

Proselva

ALZATA SPINE

POSIT

クランプA クランプB クランプC Ｍ２

CBS

デスク各種モニターアーム クランプ金具取付互換表

アームにカバーリングされた
ケーブルクリップメント

メカニカルスプリングによる
上下調整が可能です。

Giselleシリーズはアームがガススプリング内
蔵式で上下調整がスムーズにでき、最適なポジ
ショニング設定が可能。

ZORROシリーズは机上面に対し、低い位置の
モニター設置が可能。

美しいデザインで定評のある米国Humanscale社は、
機能の絞りこみによってコストパフォーマンスに
優れたモニターアームを開発。デザイン性だけでは
なく、可動性の高さでも人気を集めています。

英国CBS社（Colebrook Bosson Saunders）
では、人間工学をベースに斬新な発想もプラスして
数々のモニターアームを開発。さまざまなワーク
スタイルにフィットするよう、多彩な機能のアームを
ラインナップしました。支柱が共通なため、用途に
合わせてアームの組み替えも可能です。

英国Td社（Technology Desking）は、ロンドンの銀行・証券業界で培われた
高度な技術力を駆使して、究極といえるマルチモニターアームを開発。操作性、
耐久性、拡張性などすべての性能を磨き上げたアームシステムは、ディーリング
のエキスパートからも高い評価を得ています。

モニターアームで、
使いやすく、疲れにくい環境に。
マルチモニター環境においてアームは、効率性や快適性を
大きく左右する重要な要素です。
オカムラでは、世界で広く知られる確かな品質のブランドをラインナップ。
用途に応じて最適なタイプをセレクトしていただけます。

2画面
2段
4画面1画面

○8kg ※１※２

○12kg ※５※６

○12kg

○12kg ※７※８

○12kg

○12kg ※３

○12kg ※３

○12kg

○8kg ※１

○6kg ※１※２

○8kg ※５※６

○8kg

○8kg ※７※８

○8kg

○8kg ※３

○8kg ※３

○8kg

○6kg ※１

̶

̶

○6kg

○6kg ※７※８

○6kg

○6kg ※３

○6kg ※３

○6kg

̶

̶

○10 or 8.5kg
※4 ※5

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※9

̶

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4 

̶

̶

̶

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○10 or 8.5kg

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4

̶

○8kg ※１※２

̶

○10 or 8.5kg
※4

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○10 or 8.5kg

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※３※4

○10 or 8.5kg
※4 

○8kg ※１

○6kg ※１※２

̶

○8kg

○10 or 8.5kg
※4 ※7

○8kg

○8kg ※３

○8kg ※３

○8kg

○6kg ※１

̶

̶

○6kg

̶

○6kg

○6kg ※３

○6kg ※３

○6kg

̶

○8kg ※１※２

̶

○9kg

○9kg ※7

○9kg

○9kg

○9kg

○9kg

○8kg ※1

1段
1画面

1段
1画面 4画面

2段
2画面

モニター交換を容易・迅速に行
なうことができます。（VESA
規格100mm/75mm 準拠）

画面を横に並べた時、高さをピタリと合わせることができます。 ボールを追加することで、上方向に拡張することができます。　

レバーハンドルにより無段階
に高さ調整を行なうことがで
きます。

モニターケーブルはアーム内
部・ポール側面に収納すること
ができます。

モニターの角度を自由に調整
ができます。

モニターを90°回転させるこ
とにより、縦型レイアウトが可
能です。

クイックリリース機構
（脱落防止ロック付）

高さ調整 ケーブルワイヤリング チルト機構 90°回転

MONITOR ARM

〈注記〉
※デスクの構造や天板の素材などにより取付け出来ない場合もあります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※長期の使用などで天板固定金具のビスの緩みやグラツキが発生する場合があります。天板及びアームの破損防止のためビスの増締めを施してください。
※上記設置基準は一般的な使用環境での目安です。不特定多数の方が使用する場所やモニターを動かす頻度の高い場所への設置は天板変形の恐れがあるため設置できません。

※１　スチール天板のためモニターを動かす頻度の高い場所への設置は天板変形の恐れがあるため設置できません。
※２　ゲート脚タイプに関しましては専用のクランプ金具での設置となります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※３　スチール天板タイプへの設置はできません。詳しくは担当者へお問い合せください。
※４　シリーズにより対応質量が異なります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※５　それぞれの天板耐荷重以内のディスプレイ及びアームの設置に限ります。詳しくは担当者へお問い合せください。

※６　専用のクランプ金具になります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※７　配線口のみ取り付け可能。
※８　天板テーパー部への取付けは専用クランプ金具になります。詳しくは担当者へお問い合せください。
※９　配線口には取付けられません。
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MULTI MONITOR
WORKSTATION
マルチモニター対応ワークステーション
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■ 非適合製品は
　製品コードに＊を付けて表示。


