User’s Manual
取扱説明書
・ This product is an adapter used to mount a compact PC on the back of a monitor.
・ The installation method varies depending on the shape of the compatible monitor and monitor stand.
・ For information on the compatible monitor, PC, and installation method, access our Web site and check “Installation Manual” under
“Documents Compatibility” provided on the page for each monitor. http://www.eizoglobal.com
・この製品は、小型コンピュータをモニター背面に取り付けるためのアダプタです。
・対応モニターおよびモニタースタンドの形状によって、取り付け方法が異なります。
・対応のモニター、コンピュータ、および取り付け方法については、当社 Web サイトの各モニターのページで、「ドキュメント / 互換
性情報」の「設定マニュアル」をご確認ください。http://www.eizo.co.jp

PRECAUTIONS
使用上の注意

・ This product is not permanently fixed to the monitor. When moving the monitor, remove this adapter from the monitor stand.
・ To prevent the product from falling off, secure enough depth and area on a desktop or other installation location. Be sure to fix
the mounting bracket with washer screws.
・ Do not install this product to devices other than a compatible monitor or PC.
・ After installing this product, do not put any cable through the cable holder on the monitor stand. The cable may get caught and
disconnected.
・この製品は、モニターと完全には固定されません。モニターを移動する場合は、本アダプタをモニタースタンドから取り外
してください。
・落下防止のため、机など設置場所の奥行きを確保してください。また、必ず取り付け金具をワッシャー付きねじで止めてお
使いください。
・対応モニターや対応コンピュータ以外には取り付けないでください。
・この製品を取り付けた後は、モニター側のスタンドにあるケーブルホルダーにケーブルを通さないでください。ケーブルが
はさまれて断線する可能性があります。

Package Contents

Mounting bracket
取り付け金具

梱包品

Adapter
アダプタ本体

Screw：M4x8
ねじ：M4x8

User’s Manual (this manual)
取扱説明書（本書）

Washer screws：M4x8
ワッシャー付きねじ：M4x8

Outline Dimensions
製品寸法図
● Adapter / アダプタ本体
Net Weight: Approx. 0.6 kg

Unit: mm

質量：約 0.6 kg

単位：mm
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● Mounting bracket / 取り付け金具
Net Weight: Approx. 0.08 kg

Unit: mm
単位：mm
72.3

67.3

質量：約 0.08 kg
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Regarding Disposal

・Dispose of the products in accordance with the laws and regulations of your region.

廃棄について

・本製品は、
自治体の条例に従って廃棄してください。

Inquiries
お問い合わせ

• If you have any inquiries regarding support of this product, contact your local EIZO
representative.
• 本製品に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または EIZO サポートにご相談ください。
http://www.eizo-support.co.jp
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