
オーロラの強み 

カスタムオーダートータルコーディネート

豊富なラインナップで全て揃う！ お客様の要望を実現するスペシャリスト！
一部屋丸ごとコーディネート。学校、セキュリティールー
ム、デジタルサイネージ、医療など映像空間にまつわる
シチュエーションを総合的にご提案します。

オーロラの培った実績と技術力は、カスタムオーダーにも活きていま
す。特注品だからこそ安全ノウハウと豊富なアイディアが発揮できます。
専門部門があるからこそ迅速な対応が出来ます。

株式会社共栄商事は、環境保全・安全の提供・法令
遵守を企業における重要な課題と認識し、事業活動・
製品開発にその理念を反映し、努力を続けております。

C o n t e n t s

フラットディスプレイ
ハンガー

ALFeS

天吊りハンガー P.28
壁面ハンガー P.36

マルチディスプレイ設置用フレーム P.18
サイネージスタンド P.22

フラットディスプレイスタンド P.52
フラットディスプレイテーブル P.69

ITデスク P.76
昇降テーブル・ホワイトボード P.86
タブレットサポートシリーズ P.94

EIA機器ラック P.98
レクチャーキャビネット P.102
オプション P.108

プロジェクターハンガー P.113

スクリーン各種 P.118
リアスクリーン P.125

コントロールシステム P.127
電動昇降・収納装置 P.129

フラットディスプレイ
スタンド・テーブル

ITデスク・キャビネット

EIA関連製品

プロジェクター
関連製品
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CSR（企業の社会的責任）

特集　AURORAのある風景 → P.6

ビジュアル空間の新しい扉を拓く

THE VISUAL SPACE CREATOR

製品開発 製品化

オリジナル製品を企画・開発
50年以上業界のパイオニアとして培っ
た実績と技術力によるオーロラクオリ
ティーを生み出しています。

毎年絶えず多数の新製品を発表
市場にない新技術を盛り込んだ製品は
実用新案・特許を取得し新しい可能性
をご提供します。

アフターケア

修理・メンテナンスなど
安心のサポート
ロングスパンで販売するオーロラ製品
は修理対応、メンテナンスなども安心し
てご相談して頂けます。

知識豊富なスペシャリストが
丁寧なご提案
あらゆる選択肢から最良のご提案をさ
せて頂きます。オーロラならではの実
現力を期待してください。

販　売

製造・検査・在庫を担う
総合センター
既製品は全て自社倉庫にて常時在庫し
ているので、即日出荷が可能です。

常時在庫

ISO14001取得

2005年4月6日に、
ISO14001を取得し、環
境負荷を減少させる活動
を推進しています。

電気用品安全法 準拠

該当製品について、安全
基準を満たしPSEマーク
を表示しています。

防炎性能基準 準拠

オーロラのスクリーンは
防炎性能を有し防火対象
物での使用も安心です。

実用新案・特許 取得

いくつもの新技術において
実用新案・特許を取得して
います。

VOC

当社の木製品は全て環
境最高グレードの F★★
★★です。

RoHS

当社製品は全て有害物
質規制（RoHS指令）に
準拠しています。

試作検証

最高水準の安全性を基本理念に
様々な強度試験と改良を繰り返し、絶
対的な安全性を確認してはじめて製品
化されます。

耐震計算
荷重試験
転倒試験

オーロラの強み 

プロジェクターカート・テーブル P.114

製品開発から出荷まで一貫して自社でおこなっております
自社一貫製品
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