
特徴:

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある

展示が可能となります。

1.ターンテーブル

　アダプタ式や電池式があり、サイズや回転方向、スピードなど、いくつか種類があります。
　用途に合わせてお選び下さい。

M-40 POPターンテーブル

製品仕様
サイズ テーブル直径188　高さ70 （mm） 
製品重量 327ｇ  
回転数 3回転/1分間(1.5V)　[7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 
最大荷重 4kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 
乾電池寿命 約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 
製品色 アイボリー 
付属品 マット(グレー色)　 
備考 乾電池は付属していません。 

M-40-30T POPターンテーブル

製品仕様
サイズ テーブル直径300　高さ74 （mm） 
製品重量 544ｇ  
回転数 3回転/1分間(1.5V)　[7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 
最大荷重 4kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転) 
乾電池寿命 約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 
製品色 アイボリー 
備考 乾電池は付属していません。 

M-40H POPターンテーブル（反転型）

製品仕様
サイズ テーブル直径188　高さ70 （mm） 
製品重量 326ｇ  
回転数 3回転/1分間(1.5V)　[7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 
最大荷重 4kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転) 
乾電池寿命 約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 
製品色 アイボリー 
備考 乾電池は付属していません。 

製品概要

ターンテーブルシリーズのうち、お客様から長年最もご
愛用いただいている商品です。
 直径18.8cmのテーブルが、単一乾電池を電源として回
転します。付属しているグレーマット上に商品を載せる
ことにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
●電池受け金具を差し替えることで簡単に3V配線に切
り替わり、回転スピードを速くすることができます。
●乾電池の+/-を逆に入れると、逆回転になります。

製品概要

M-40では小さい、というお客様向けのターンテーブル
です。
 一回り大きい直径30cmのテーブルが回転し、M-40で
は、置くことのできなかった商品や、複数の商品を置き
たいお客様におすすめします。
※配線を繋ぎ換えて単一乾電池を2個使用することに
より、回転スピードを速くすることができます。

製品概要

回転角度の範囲を指定できるタイプ。
M-40と形状は全く同じですが、回転する角度を指定し、
反転させることが可能。
ある部分だけを見せたい！ また、ツリーなどのコード付
のものにおすすめします。

●単一乾電池1個では、通常の回転のみ可能で、単一
電池2個を入れることにより、反転可能になります。
●30°～ 360°までの角度でご指定いただければ、調
整対応いたします。

ターンテーブル   (動くPOPツール)



M-41 POPターンテーブル

製品仕様
サイズ テーブル直径188　高さ70 （mm） 
製品重量 439ｇ ※コード含む。 
回転数 3回転/1分間　(時計周り) 
最大荷重 4kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 家庭用AC100V(コード1.9m)　　【PSE取得済み】 
消費電力 2W 
製品色 アイボリー 

M-41-30T POPターンテーブル

製品仕様
サイズ テーブル直径300　高さ74 （mm）  
製品重量 655ｇ ※コード含む。 
回転数 3回転/1分間　(時計周り) 
最大荷重 4kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 家庭用AC100V(コード1.9m)　　【PSE取得済み】 
消費電力 2W 
製品色 アイボリー 
付属品 - 

M-44 サークル

製品仕様
サイズ テーブル直径100mm　高さ44（mm） 
製品重量 149ｇ ※台含まず。 
回転数 3～6回転 / 1分間 or 6～13回転 / 1分間 (時計周り) 
最大荷重 1kg 
本体材質 ハイインパクトスチロール 
電源 単一乾電池1個 
乾電池寿命 3～6回転：3週間　6～13回転：5週間（1日10時間稼動） 
製品色 黒 
付属品 広告板ホルダー 
備考 乾電池は付属していません。

植毛布マットは付属しません。ミラー（別売り） 

製品概要

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として
回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使
用が可能です。
 付属しているグレーマット上に商品を載せることによ
り、商品が目立ち、お客様の目に止まります。

 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分
（１日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

製品概要

M-41では小さい、というお客様向けのターンテーブル
です。
 一回り大きい直径30cmのテーブルが、家庭用AC100V
を電源として回転します。M-41では、置くことのできな
かった商品や、複数の商品を置きたいお客様におすす
めします。

 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分
（１日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

製品概要

コンパクトサイズで高級感あるターンテーブルです。
 単一乾電池1個を電源とし、テーブルを手で押さえても
大丈夫なスリップ機構です。 2段階の回転速度があり、
じっくりと商品を見せたい場合と、商品の全体を素早く
見せたい場合との2通りの選択ができます。
 作動音が少ないので静かな室内でも使用できます。携
帯電話、カメラ、腕時計、宝石などの展示に最適です。



M-45 ミニ

製品仕様
サイズ 高さ44　幅79　奥行79（mm） 
製品重量 134ｇ  
回転数 6～13回転/1分間 or 3～6回転/1分間 (時計周り) 
最大荷重 1kg 
本体材質 本体：ハイインパクトスチロール テーブル面：スチール 
電源 単一乾電池1個 
乾電池寿命 3～6回転：3週間　6～13回転：5週間（1日10時間稼動） 
製品色 黒 

TS-13 POPターンテーブル（大型）

製品仕様
サイズ テーブル直径343　高さ76 （mm） 
製品重量 1265ｇ ※中間スイッチ含む。ACアダプター含まず。 
回転数 1.2回転/1分間 
最大荷重 20kg 
本体材質 ABS 
電源 AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) 　／　消費電力　1.5W 
備考 耐用時間：約1,500時間 連続使用可 （通常使用時） 

TS-16 POPターンテーブル（大型）

製品仕様
サイズ テーブル直径416　高さ76 （mm） 
製品重量 1720ｇ ※中間スイッチ含む。ACアダプター含まず。 
回転数 1.2回転/1分間 
最大荷重 20kg 
本体材質 ABS 
電源 AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) 　／　消費電力　1.5W 
備考 耐用時間：約1,500時間 連続使用可 （通常使用時） 

製品概要

コンパクトサイズのターンテーブルです。
 単一乾電池1個を電源とし、テーブルを手で押さえても
大丈夫なスリップ機構です。
2段階の回転速度があり、じっくりと商品を見せたい場
合と、商品の全体を素早く見せたい場合との2通りの選
択ができます。
 形状が正方形で、小さいので、スペースが取りづらい
場所でも配置することができ、作動音が少ないので静
かな室内でも使用できます。

製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたい
というお客様向けのターンテーブルです。
 家庭用AC100Vを電源とし、直径343mmのターンテーブ
ルが回転します。安定感があり、マネキンなどの背丈
のある物でもスムーズに回転します。
 意匠体と設置するスペースによって、TS-13かTS-16を
お選びください。アダプタ仕様なので安全です。

製品概要

大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたい
というお客様向けのターンテーブルです。
 家庭用AC100Vを電源とし、直径416mmのターンテーブ
ルが回転します。安定感があり、マネキンなどの背丈
のある物でもスムーズに回転します。
 意匠体と設置するスペースによって、TS-13かTS-16を
お選びください。アダプタ仕様なので安全です。



MD-45H POPターンテーブル（大型）

製品概要
大型で重量があるものを回転させて、
商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。
インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、
スローストップ。 また、スイッチにて左右回転変更の変更、
つまみにて速度変更可能です。

製品仕様

サイズ テーブル直径450　高さ160 （mm）
製品重量 23kg
回転数 1～7.3回転/1分間
最大荷重 100kg
電源 AC100V　/　消費電力　25W

MD-45L POPターンテーブル（大型）

製品概要
大型で重量があるものを回転させて、
商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。
トグルスイッチで左右の回転が変更可能です。

製品仕様

サイズ テーブル直径450　高さ74 （mm）
製品重量 9kg
回転数 1.1回転/1分間（50Hz）、　1.4回転/1分間（60Hz）
最大荷重 25kg
電源 AC100V　/　消費電力　6W（50Hz）、7W（60Hz）

T-600 POPターンテーブル（大型）
製品概要
大型で重量があるものを回転させて、
商品を見せたいというお客様向けのターンテーブルです。
直径600mmの大型のテーブルで、回転速度や回転方向の
切り替え機能付きです。また操作は手動とリモコンの
2通りで行うことができます。

製品仕様

サイズ テーブル直径600　高さ130 （mm）
製品重量 11kg
回転数 2.3回転/1分間、1.7回転/1分間、1.2回転/1分間（3段階切替）
最大荷重 100kg
電源 AC100V（ACアダプタ仕様）

T-1200 POPターンテーブル（大型）

製品概要
大型で重量があるものを回転させて、商品を見せたいという
お客様向けのターンテーブルです。
直径1200mmの大型のテーブルで、回転速度や
回転方向の切り替え機能付きです。
また操作は手動とリモコンの2通りで行うことができます。

製品仕様

サイズ テーブル直径1200　高さ130 （mm）
製品重量 58kg
回転数 1.3回転/1分間、0.9回転/1分間、0.6回転/1分間（3段階切替）
最大荷重 200kg
電源 AC100V（ACアダプタ仕様）

上記仕様は改善のため予告無く変更することがございます。

予めご了承ください。

東京都台東区元浅草3-13-14
エルサム事業部
TEL : 03-3843-7730
FAX : 03-3843-8959 


