ターンテーブル (動くPOPツール)
VOL.3
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
乾電池寿命
製品色
付属品
備考

テーブル直径188 高さ70 （mm）
327ｇ
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
4kg
ハイインパクトスチロール
単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可)
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
アイボリー
マット(グレー色)
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
乾電池寿命
製品色
備考

テーブル直径300 高さ74 （mm）
544ｇ
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
4kg
ハイインパクトスチロール
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
アイボリー
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
乾電池寿命
製品色
備考

テーブル直径188 高さ70 （mm）
326ｇ
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
4kg
ハイインパクトスチロール
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
アイボリー
乾電池は付属していません。

M-41 POPターンテーブル
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
消費電力
製品色

テーブル直径188 高さ70 （mm）
439ｇ ※コード含む。
3回転/1分間 (時計周り)
4kg
ハイインパクトスチロール
家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
2W
アイボリー

M-41-30T POPターンテーブル
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
消費電力
製品色
付属品

テーブル直径300 高さ74 （mm）
655ｇ ※コード含む。
3回転/1分間 (時計周り)
4kg
ハイインパクトスチロール
家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
2W
アイボリー
-

M-44 サークル
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
乾電池寿命
製品色
付属品
備考

テーブル直径100mm 高さ44（mm）
149ｇ ※台含まず。
3～6回転 / 1分間 or 6～13回転 / 1分間 (時計周り)
1kg
ハイインパクトスチロール
単一乾電池1個
3～6回転：3週間 6～13回転：5週間（1日10時間稼動）
黒
広告板ホルダー
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）

M-45 ミニ
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
乾電池寿命
製品色

高さ44 幅79 奥行79（mm）
134ｇ
6～13回転/1分間 or 3～6回転/1分間 (時計周り)
1kg
本体：ハイインパクトスチロール テーブル面：スチール
単一乾電池1個
3～6回転：3週間 6～13回転：5週間（1日10時間稼動）
黒

TS-13 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。
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
備考

テーブル直径343 高さ76 （mm）
1265ｇ ※中間スイッチ含む。ACアダプター含まず。
1.2回転/1分間
20kg
ABS
AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) ／ 消費電力 1.5W
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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
備考

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

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
製品重量
回転数
最大荷重
電源

テーブル直径450 高さ160 （mm）
23kg
1～7.3回転/1分間
100kg
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
製品重量
回転数
最大荷重
電源

テーブル直径450 高さ74 （mm）
9kg
1.1回転/1分間（50Hz）、 1.4回転/1分間（60Hz）
25kg
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
製品重量
回転数
最大荷重
電源

テーブル直径600 高さ130 （mm）
11kg
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）
100kg
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
製品重量
回転数
最大荷重
電源

テーブル直径1200 高さ130 （mm）
58kg
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）
200kg
AC100V（ACアダプタ仕様）

2.ソーラーターンテーブル
ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけます。省エネでON/OFFの手間が無い
POPです。

M-42 ソーラーターンテーブル
製品概要
大型ソーラーパネルユニットを装備した新型ターンテー
ブル。
M-40と形状は、全く同じですが、電源がソーラーパネル
になります。
ショーウィンドウ内や窓際での使用に最適です。
光の強度によって、3kg～4kgまでの荷重に対応できま
す。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
製品色
付属品

テーブル直径188 高さ70 （mm）
※ソーラーパネル寸法：幅212 高さ66 奥行き6.2 （mm）、コード長さ1.6m
321ｇ ※ソーラーパネル含まず。
●3～4kgまで：1.7回転/1分間（時計回り） ※3000lux前後（晴れた日の日陰の窓際）
●3kg未満：2.2回転/1分間（時計回り） ※3000lux前後（晴れた日の日陰の窓際）
4kg
本体：ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム：ABS
ソーラーパネル
アイボリー
マット(グレー色)

M-42-30T ソーラーターンテーブル
製品概要
大型ソーラーパネルユニットを装備した新型ターンテー
ブル。 M-40-30Tと形状は、全く同じですが、電源が
ソーラーパネルになります。
ショーウィンドウ内や窓際での使用に最適です。
光の強度によって、3kg～4kgまでの荷重に対応できま
す。 一回り大きい直径30cmのテーブルが回転し、M42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。

製品仕様
サイズ
製品重量
回転数
最大荷重
本体材質
電源
製品色

テーブル直径300 高さ74 （mm）
※ソーラーパネル寸法：幅212 高さ66 奥行き6.2 （mm）、コード長さ1.6m
544ｇ ※ソーラーパネル含まず。
●3kg未満 ： 2.2回転/1分間（時計回り） ※3000lux前後（晴れた日の日陰の窓際）
●3～4kgまで ： 1.7回転/1分間（時計回り） ※3000lux前後（晴れた日の日陰の窓際）
4kg
ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム：ABS
ソーラーパネル
アイボリー

LT-90 ソーラーターンテーブル

製品概要
ソーラータイプのターンテーブルです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、テーブルが回転します。電源が太陽電池なので、エコロジーで手間要らず
です。4面のソーラーパネルから光を吸収するので、設置に困りません。
テーブルを押さえることにより回転が切り替わり、好みの回転方向が選べます。 作動音が少ないので携帯電
話、腕時計、宝石などの展示に最適です。
●回転方向は、『時計回り』『反時計回り』どちらか一方の回転になります。（テーブル面を手で押さえると、逆の
回り方に変えることができます。）
●単3乾電池により、暗いところでも回転可能。

ST-50 ソーラーターンテーブル
製品概要
ソーラータイプのターンテーブルです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、テーブルが回転
します。電源が太陽電池なので、エコロジーで手間要ら
ずです。4面のソーラーパネルから光を吸収するので、
設置に困りません。
テーブルを押さえることにより回転が切り替わり、好み
の回転方向が選べます。作動音が少ないので携帯電
話、腕時計、宝石などの展示に最適です。
●回転方向は、『時計回り』『反時計回り』どちらか一方
の回転になります。（テーブル面を手で押さえると、逆の
回り方に変えることができます。）
●単3乾電池1個使用により、暗いところでも回転可能。
乾電池使用時、LED 4球（赤、青、緑、黄）連続2日間、
順次点滅可能。
●特注で、LEDの色変更／LED無しへ変更も可能。
製品仕様
サイズ
W130 x D130 x H57 (mm) 【回転プレート:φ100 (mm）】
製品重量
155ｇ
回転数
2.5回転/分（照度500Lux以上）
最大荷重
最大 500g まで動かせます！（太陽電池 または 単3乾電池１個使用）
本体材質
本体…ABS 回転プレート…PS
電源
ソーラーパネル（3分割）ｘ 4面 46ｘ22mm
製品色
本体…シルバー, 回転プレート…透明
備考
●暗い所でご使用の場合、単３乾電池ｘ1個が、別途必要となります。（底部電池BOX）
●ソーラーパネルだけで回転をしますが、LEDは点滅いたしません。 LED点滅をご利用時には、
単3乾電池を入れ、本体底面の "ON／OFF切替スイッチ" を 「ON」 にし、乾電池仕様に切り替えて下
さい。
●乾電池仕様の場合、ソーラーパネルのエネルギーは使われず、ＬＥＤ点滅と回転動作、
両方が、乾電池のみで行われます。 通常は、ソーラーパネルによる回転動作のみ（スイッチOFF）で

3.その他

M-12 ソーラー指差し
製品概要
指差しパネルで商品をアピール！
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ
で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立
たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま
す。
●左右指差しと、2枚の広告板入り（1枚無地）。

製品仕様
サイズ
本体材質
電源
付属品

高さ155 幅170 奥行23 (mm)
カード紙（表面処理片面PP張り）
太陽電池 （モーター： ソーラームーバー MM-301使用）
左指差し 右指差し 広告板2枚

M-13 ソーラーフリッコ
製品概要
お知らせボードに、かわいい動きを取り入れた商品で
す。
太陽電池が室内の光を電力に変え、顔部分を振子に
貼り付けて、左右に揺れて、お知らせボードを楽しく演
出します。
かわいいクマの顔と、招き猫の顔の2枚のパネルが
入っていて、お好みで差し替えができます。

製品仕様
サイズ
本体材質
電源
付属品

高さ220 幅213 奥行32 (mm)
カード紙（表面処理片面PP張り）
太陽電池
クマの顔パネル 招き猫の顔パネル

MP-1 マジカルパピット
製品概要
人が来るとセンサーが感知しお辞儀するロボット組み
立てキットです。
レトロ感溢れる商品です。
単二アルカリ乾電池2個で約2ヶ月作動できます。

製品仕様
サイズ
本体材質
電源
電池寿命
付属品
備考

全高250 台座：高さ30 幅105 奥行80 (mm)
メタリック紙
単二乾電池2個
約2ヶ月（1日10時間稼動）
4種類別デザイン実物サンプル紙付
乾電池は付属しません。

ST-1 ソーラーターンハンガー
製品概要
吊り下げ式のターンハンガーです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー
ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま
す。
回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回
転または、往復運動を作ることが可能。
ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要
らずです。

製品仕様
サイズ
最大荷重
本体材質
電源
製品色

高さ59 幅47 奥行47 （mm）
50g
ABS樹脂
太陽電池4枚 35 × 13 （mm）
白

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

