
このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。
万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じた時きっとお役に立ちます。

この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への
損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される
内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えたり
する事があります。

この記号はしてはいけない内容です。

この記号は実行しなければならない内容です。

ホワイトボードを ホワイトボードに 火気近くでは使用
絶対に持ち上げない ぶらさがったり、 しないで下さい。
で下さい。 また、ホワイト

ボード端への
極端な偏荷重を

ベルトが緩み、故障の原因に 掛けないで下さい。 ストーブなど火気近くでは
なります。 使用しないで下さい。
（ベルトが緩んだ状態では 部品などが破損し、落下などで 火災・火傷の原因になります。
絶対昇降させないで下さい。） 事故の原因になります。

ホワイトボードが 異物を 振動する場所に
傾いた状態で使用 入れないで下さい。 取り付けないで
しないで下さい。 下さい。

左右のベルトに巻き乱れが生じ、
急激な落下や故障の原因に 液体や金属などが内部に入ると、 部品などが破損し、落下などで
なります。 故障の原因になります。 事故の原因になります。

最大搭載質量を超え 塩素や腐食性ガスが 油の付着しやすい
たプロジェクターを 発生する場所に 場所に設置しないで
搭載しないで下さい。 設置しないで下さい。 下さい。

落下などで事故の原因に 部品などが劣化し、落下などで 部品などが劣化し、落下などで
なります。 事故の原因になります。 事故の原因になります。

□絵表示について□絵表示について□絵表示について□絵表示について

＊ご使用する方に必ずこの取扱説明書をお渡し下さい。

取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書

安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意

電動昇降式電子黒板スタンド

警告警告警告警告

警告警告警告警告

□絵表示の例□絵表示の例□絵表示の例□絵表示の例

注意注意注意注意
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可燃性ガスの 高温・多湿の 組立時は、ボルト・
中で使用しないで 場所では使用 ナットをしっかり
下さい。 しないで下さい。 締め付けて下さい。

部品などが劣化し、落下などで
可燃性ガスに引火・爆発する 事故の原因になります。 部品などが外れ、落下などで
恐れがあります。 事故の原因になります。

製品を改造したり、
危険ですので 部品交換をしないで 設置後は、ボルト・
お子様に手を触れ 下さい。 ナット等に緩みが
させないで下さい。 ないか定期的に

点検を行って下さい。
落下などで事故の原因に

事故に繋がる恐れが なります。 部品などが外れ、落下などで
あります。周囲の安全を 事故の原因になります。
確認してご使用下さい。

異常を感じた場合は、
速やかに電源を プロジェクターは、

配線は正しく 切って下さい。 プロジェクターの
行って下さい。 取扱説明書の設置

条件に従って設置
異常事態が収まった事を して下さい。
確認し、販売店または専門の

誤配線によりショート・ 工事業者にご相談下さい。 故障や寿命を縮める原因と
火災・漏電・故障の なります。
原因になります。

ホワイトボードを 製品を安全に使用 廃棄は専門業者に
昇降させる時、 するために、 依頼して下さい。
周囲に人や障害物が 1年に1回はＰ.16の 燃やすと化学物質
ない事を確認して 「安全チェックシート｣ などで目を痛めたり、
から操作して下さい。 に基づき、自主点検を 火災・火傷の原因に

行って下さい。 なります。

電動昇降式電子黒板
スタンドのスイッチは、 製品は経年劣化します。 組立・設置は
濡れた手で触れないで 設置して年月が経つと 2人以上で
下さい。 外観に異常がなくても 行って下さい。

内部の劣化は進行
しています。
自主点検で不具合が

リモコンの あれば、販売店または
乾電池の交換は、 弊社までご連絡下さい。
2本とも新しい同種の
ものにして下さい。

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）による損害・被害
③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

◆免責について◆免責について◆免責について◆免責について

警告警告警告警告

注意注意注意注意
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電動昇降式電子黒板スタンド仕様一覧

外形寸法：Ｗ1810×Ｈ1210 外形寸法：Ｗ2200×Ｈ1520
有効寸法：Ｗ1770×Ｈ1170 有効寸法：Ｗ2162×Ｈ1482

Ｗ1810×D800×H2030（※１） Ｗ2200×D800×H2340（※１）
70kg（ボード＋昇降装置＋スタンド） 84kg（ボード＋昇降装置＋スタンド）

（※１）装置高さは、プロジェクターにより異なります。
仕様表の寸法は、日立製CP-TW3003Jを取り付けた場合になります。

プロジェクター、スイッチャー取付金具、棚板セット
接続ケーブル類

電　源
モーター
制　御

昇降速度
ストローク
操作方法

付属品

別売品

内部 DC5V，12V(タリー出力無，接点制御無)

ホワイトボード

画面サイズ

AC100V 50/60Hz
ローラー内蔵型 消費電流 1.3A(50Hz)，1.4A(60Hz)

7kgプロジェクター最大搭載質量
質　量

外形寸法

１００インチ（16：10）８２インチ（16：10）

マーカーペン書込対応、マグネット対応

赤外線リモコン式押切操作
スイッチ(赤外線受光部付)、赤外線式リモコン

転倒防止金具
マグネット2個、ボードマーカー(黒・赤)各1本、専用イレーザー

基本仕様図

６５０mm
20mm/sec(50Hz)，25mm/sec(60Hz)
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プロジェクターハンガー
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＊製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。

※背面カバーの裏側にテープ止め ※アルミフレーム枠の上と下に２個ずつ

　されています。 ※本体に組み込まれています 　もしくは４個ずつ仮止めされています。

ホワイトボード本体 …本体、粉受け、粉受けツマミ
ホワイトボード側付属品 …マグネット２個、ボードマーカー（黒・赤）各１本、専用イレーザー　※スタンドに同梱

※六角棒レンチ（呼び５）は、プロジェクター位置を調整する場合に必要です。大切に保管してください。

⑦ アタッチメントセット
※次の型番のプロジェクターを使用する場合は付属しません

CP-AW3003J、CP-AX3503J、CP-TW3003J、CP-TW3005J

M4×12

1個 2個

機種によって異なります。

2本

十字穴付なべ小ねじ

④ ボード取付金具

4個

赤外線送信機

1個

四角ナット

⑪ 昇降装置取付ねじ

1個

⑫ 棚板

6個

M10

M6

M６×12

4本

十字穴付六角ボルト

 (ばね座金、平座金組込みねじ)

M６×12

4本

アタッチメント取付ねじ

十字穴付なべ小ねじ

⑰ スイッチャー取付金具

6個

六角穴付ボルト 平座金 六角ナット

別売品（棚板セット）

十字穴付六角ボルト

⑲ スイッチャー取付金具 取付ねじ⑱ スイッチャー 取付ねじ

アタッチメント

6個

⑩ 赤外線式リモコン

機種によって
異なります。

⑧ プロジェクターハンガー取付ねじ

1個

別売品（スイッチャー取付金具）

(呼び５)

六角棒レンチ

本体・付属品

(呼び8)

キャップ

① 本　体

1個

平座金組込みねじ)

6本

⑤ プロジェクターハンガーＡ ⑥ プロジェクターハンガーＢ

⑨ プロジェクター
取付用ねじ

1個

ばね座金

六角棒レンチ

M6M6×13

1個 1個

8本

M10

1個

 (ばね座金、平座金組込みねじ)

M４×10

2本
1個

４個

⑬ 棚受ｾｯﾄ(左右) ⑭ 棚板取付金具

M5×12

M10×40

 (ばね座金、平座金組込みねじ)

⑮ 棚板 取付ネジ

1個

1個

電動昇降装置本体

 (ばね座金、平座金組込みねじ)

② スイッチ／取付金具

送信機ホルダー 単4形乾電池

③スイッチ取付ねじ

平座金四角ツマミ

 2個（ 82インチの場合）
4個（100インチの場合）

1個

⑯ 棚板取付金具 取付ねじ

(呼び4)

六角棒レンチ六角穴付ボルト

 (ばね座金、

4本
1個
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①ベース（キャスター組付済み）に、②ポールを⑨特殊六角ナットと、⑩ナベ頭ネジで仮組みします。
ベースの下方より⑪六角穴付きボルトをねじ込み、⑨⑩共しっかり締めてください。
※ベース、ポールとも左右がありますので組合せにご注意ください。

②ポールに⑥キャップを打ち込みます。
木板などあてがうか、ゴムハンマー等で打ち込んでください。
※強く打ちすぎると割れる恐れがあります。

組み終えた左右のポールの間に、③連結パイプを⑧パイプスペーサーを通した⑦のJBボルトで固定します。

⑫補強バーを⑭トラス小ネジとスプリングワッシャー、平ワッシャー、六角ナットで、
②ポールの内側と後ろ側の2箇所に固定します。
※この時、ポールの大きな倒れ（前後左右）の修正を行ってください。

⑰アウトリガーを①ベースに⑱φ10×50 回転軸を貫通してスナップピンで固定します。
アウトリガーが軽く反転できる程度の締め付けで十分です。
※使用時はベースの前寄りの穴に、⑲キャップツマミを差し込んでください。
　また、収納する時はアウトリガーを反転させ、ベース後ろ寄りの穴にキャップツマミを差し替え必ず固定してください。

その他、脚周りの注意事項として
・短焦点プロジェクターを乗せて、当装置をお使いの時は必ずキャスター（全輪）のストッパーを掛けてください。
・上記同様、必ずアウトリガーを前方にセットしてお使いください。
・移動する通路面や、設置場所の床の傾斜に十分ご注意ください。
　転倒や暴走の恐れがあります。

<3>

<4>

<5>

<1>

<2>

【スタンドの組立】

設置方法
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電動昇降装置の取付
・電動昇降装置をスタンドに取付けますので、必ず先にスタンドを組立てておいてください。

電動昇降装置 スタンド

・スタンドのキャスター（全輪）のストッパーを掛けてください。
・電動昇降装置を持ち上げ、スタンドのポール内側の荷預け金具に預けた状態でポール外側より
　六角穴付ボルトM10×40を通し、平座金、ばね座金、六角ナットで片側３ヶ所、合計６ヶ所を固定します。
　※装置の落下に注意してください。ケガや故障の恐れがあります。（必ず複数名にて作業してください。）

横から見たときの取付イメージ図

上から見たときの取付イメージ図

丸で囲った範囲をポールの上から落とし込む

<1>

【電動昇降装置の組立】

荷預け金具荷預け金具荷預け金具荷預け金具

六角穴付ボルト六角穴付ボルト六角穴付ボルト六角穴付ボルトM10M10M10M10××××40404040

スタンドのポールスタンドのポールスタンドのポールスタンドのポール

荷預け金具

ポール

電動昇降装置

スタンド

荷預け金具

荷預け金具
(ポールの内側)

ポール

電動昇降装置

ポール

荷預け金具

スタンド

平座金平座金平座金平座金
＋＋＋＋

ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金
＋＋＋＋
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スイッチの取付
・電動昇降装置の背面カバーをはずしてスイッチを取り出し、高ナットに十字穴付なべ小ネジM4×12
　(ばね座金、平座金組込みねじ)で固定します。
　※背面カバーは、次の項目 <3>試運転 で動作を確認した後、元に戻します。

（※１）：梱包時、高ナットに組み込まれています。

（※２）：梱包時、スイッチ／取付金具は、
　　　　　背面カバーの裏側にテープ止めされています。

試運転（無負荷状態で昇降動作を確認する）
・樹脂ベルトが正しく巻かれていることを確認します。
　タケノコ状態になっている場合は、フレームを少し持ち上げながら樹脂ベルトの巻き乱れを直します。
・電源コードをコンセントに差し込みます。
・「リモコンのご使用方法」もしくは「スイッチのご使用方法」を参照し、昇降動作を確認します。
　※昇／降のリミットは工場出荷時に最大ストロークの位置で設定しています。
　　変更する場合は、「昇降装置停止位置の調整」を参照して下さい。

ホワイトボードの取付
・ホワイトボードを取付しやすいようにアルミフレーム枠を下限リミット位置まで下げます。
・アルミフレーム枠の上と下に仮止めしているボード取付金具のネジを緩め、
　ボード取付金具を回転させて板面と垂直に交差するように固定します。
　※ボード取付金具は、82インチの場合は上と下に２個ずつ、100インチの場合は上と下に４個ずつ仮止めしています。
・ホワイトボードをボード取付金具の間に差し込み、ホワイトボード中心がスタンド中心になるように合わせます。
・ホワイトボードとボード取付金具をホワイトボード付属品のネジで固定します。

<4>

<2>

<3>

巻き乱れていないことを確認！巻き乱れていないことを確認！巻き乱れていないことを確認！巻き乱れていないことを確認！
ベルト端と金具の間にすきまがあることを確認！ベルト端と金具の間にすきまがあることを確認！ベルト端と金具の間にすきまがあることを確認！ベルト端と金具の間にすきまがあることを確認！

板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます

十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジM4M4M4M4××××12121212
((((ばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじ))))

（（（（※※※※１）１）１）１）

高ナット高ナット高ナット高ナット

スイッチ（スイッチ（スイッチ（スイッチ（※※※※２）２）２）２）

ケーブルは切欠きを通すケーブルは切欠きを通すケーブルは切欠きを通すケーブルは切欠きを通す

ボード取付金具ボード取付金具ボード取付金具ボード取付金具

背面カバー背面カバー背面カバー背面カバー((((ねじねじねじねじ7777ヶ所止めヶ所止めヶ所止めヶ所止め))))
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プロジェクター支柱パイプの高さ調整
・プロジェクター高さ調整金具のノブボルト５本（写真の①～⑤）を緩めます。
・高さ調整ツマミを手前に引きながらプロジェクター高さ調整金具を右にスライドさせます。
　プロジェクター支柱を回転させることができますので、
　プロジェクターアームとホワイトボードの板面が垂直に交差するようにプロジェクター支柱を回転させます。
　高さ調整ツマミを手前に引きながら今度はプロジェクター高さ調整金具を左にスライドさせてから
　プロジェクター支柱パイプを上下させて高さ調整ツマミを各プロジェクター用の高さ調整穴にセットして下さい。
　※これらの作業をするときは支柱が落下しケガをする危険がありますので、注意して作業して下さい。

<5>

ノブボルトを５本緩めますノブボルトを５本緩めますノブボルトを５本緩めますノブボルトを５本緩めます

①①①①

②②②② ③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ

板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます板面と垂直に交差するように回転させます

プロジェクターアームプロジェクターアームプロジェクターアームプロジェクターアーム

プロジェクタープロジェクタープロジェクタープロジェクター
支柱パイプ支柱パイプ支柱パイプ支柱パイプ

高さ調整金具高さ調整金具高さ調整金具高さ調整金具
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プロジェクターの取付
・プロジェクターアームのキャップをはずします。
・プロジェクターハンガーＡをプロジェクターアームに差し込み、四角ツマミM6×13を使用して固定します。
・プロジェクターハンガーＢをプロジェクターにプロジェクター取付用ネジを使用して取付けます。
・プロジェクターハンガーＢをプロジェクターハンガーＡに差し込み一旦荷を預け、
　四角ツマミＭ６×１３、平座金を使用して固定します。

スイッチャー（別売品）の取付
・スイッチャー取付金具をアルミフレーム枠の底に、十字穴付六角ボルトM6×12 (ばね座金、平座金組込みねじ)と
　アルミフレーム枠の底に仕込まれているナットを使用して固定する。
・スイッチャーを、スイッチャー取付金具に十字穴付なべ小ネジM4×10 (ばね座金、平座金組込みねじ)を
　を使用して固定する。
　※スイッチャーは、スイッチャーとスタンドの脚が干渉しない位置に取付けて下さい。

<6>

<7>

四角ツマミ四角ツマミ四角ツマミ四角ツマミ

プロジェクター取付用ネジプロジェクター取付用ネジプロジェクター取付用ネジプロジェクター取付用ネジ

プロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢ

平座金平座金平座金平座金
＋＋＋＋

四角ツマミ四角ツマミ四角ツマミ四角ツマミ

十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルトM6M6M6M6××××12121212
((((ばね座金、ばね座金、ばね座金、ばね座金、

平座金組込みねじ平座金組込みねじ平座金組込みねじ平座金組込みねじ))))

プロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡ

プロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢプロジェクターハンガーＢ

十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジ十字穴付なべ小ネジ
M4M4M4M4××××10101010
((((ばね座金、ばね座金、ばね座金、ばね座金、

平座金組込みねじ平座金組込みねじ平座金組込みねじ平座金組込みねじ))))

スイッチャーとスタンドの脚がスイッチャーとスタンドの脚がスイッチャーとスタンドの脚がスイッチャーとスタンドの脚が
干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。

キャップキャップキャップキャップ

プロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡプロジェクターハンガーＡ

スイッチャー取付金具スイッチャー取付金具スイッチャー取付金具スイッチャー取付金具

スイッチャースイッチャースイッチャースイッチャー

スタンドの脚スタンドの脚スタンドの脚スタンドの脚
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棚板（別売品）の取付
・棚板取付金具をアルミフレーム枠の底に、十字穴付六角ボルトM6×12 (ばね座金、平座金組込みねじ)と
　アルミフレーム枠の底に仕込まれているナットを使用して固定する。
・棚板取付金具のスリットに棚受セットをセットし、棚板を乗せます。
・裏面より六角穴付ボルトM5×12(P=3)を六角レンチ(呼び4)で取付けて下さい。

前後方向の調整方法
・プロジェクターハンガーＡの上側４つの四角ツマミを緩め、プロジェクターハンガーＡを前後にスライドさせて調整後、
　緩めた四角ツマミを締付けます。

<8>

【投映画面の調整】

<1>

十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルト十字穴付六角ボルトM6M6M6M6××××12121212
((((ばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじばね座金、平座金組込みねじ))))

棚受セット棚受セット棚受セット棚受セット

六角穴付ボルト六角穴付ボルト六角穴付ボルト六角穴付ボルト

棚板とスタンドの脚が棚板とスタンドの脚が棚板とスタンドの脚が棚板とスタンドの脚が
干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。干渉しないように注意して下さい。

上側の四角ツマミ上側の四角ツマミ上側の四角ツマミ上側の四角ツマミ

スタンドの脚スタンドの脚スタンドの脚スタンドの脚

棚板棚板棚板棚板

棚板棚板棚板棚板

棚板取付金具棚板取付金具棚板取付金具棚板取付金具
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左右方向の調整方法
・プロジェクターハンガーＡの下側４つの四角ツマミを緩め、プロジェクターハンガーＢを左右にスライドさせて調整後、
　緩めた四角ツマミを締付けます。

上下方向の調整方法
・プロジェクター高さ調整金具のノブボルトを１本緩め、高さ調整ツマミを手前に引きながらプロジェクター支柱を
　上下させて高さ調整ツマミを他の高さ調整穴に入れて下さい。

傾斜および回転の調整方法
・付属品の六角棒レンチ（呼び５）を使用して、プロジェクターハンガーの六角穴付ボタンボルトを緩め、
　プロジェクターを上下、左右、水平に傾けて調整後、六角穴付ボタンボルトを締付けます。

※プロジェクターは、プロジェクターの取扱説明書に
   記載された角度以上に傾けて使用しないで下さい。

<４>

<2>

<３>

下側の四角ツマミ下側の四角ツマミ下側の四角ツマミ下側の四角ツマミ

ノブボルトノブボルトノブボルトノブボルト

高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ高さ調整ツマミ

六角穴付ボタンボルト六角穴付ボタンボルト六角穴付ボタンボルト六角穴付ボタンボルト(M8(M8(M8(M8××××12)12)12)12)

調整穴調整穴調整穴調整穴

高さ調整金具高さ調整金具高さ調整金具高さ調整金具

プロジェクター支柱プロジェクター支柱プロジェクター支柱プロジェクター支柱
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● 使用したいチャンネルボタンを押し、ＵＰ・ＤＯＷＮボタンで操作して下さい。
一度チャンネルを選択すると、次に選択するまで同じチャンネルで動作します。
※出荷時には赤外線受信コードを送信機の1chに設定しています。

ホワイトボードを上昇させる時
・本ボタンを押している間だけ上昇します。
　上限まで上昇すると自動停止します。
・途中で停止させたい時は本ボタンを離して下さい。
　離すことにより任意の位置で停止します。

本製品では使用しません。

ホワイトボードを降下させる時
・本ボタンを押している間だけ降下します。
　下限まで降下すると自動停止します。
・途中で停止させたい時は本ボタンを離して下さい。
　離すことにより任意の位置で停止します。

赤外線コードを設定する時。
チャンネルを選択する時。

＊ ご使用の製品の赤外線受光部正面から操作して下さい。

赤外線送信機から照射される赤外線の入射角によっては、信号を受信出来る距離が異なります。
赤外線の受光部左右上下15度の位置では、信号を受信できる距離が最長で7ｍ以下となります。
正面の場合は10ｍ以下となります。
※ 但し、送信機の状態・周囲環境によっては受信距離は増減します。

＊ リモコンを操作しても時々反応しなくなった時などは、電池の寿命が考えられます。
早めに新しい電池と交換して下さい。

スイッチはパルス式ノンロックスイッチを使用しています。
安全性に配慮した押切動作のため、ボタンを押している間だけ作動します。

ホワイトボードを上昇させる時ホワイトボードを上昇させる時ホワイトボードを上昇させる時ホワイトボードを上昇させる時
・本ボタンを押している間だけ上昇します。上限まで上昇すると自動停止します。
・途中で停止させたい時は本ボタンを離して下さい。離すことにより任意の位置で停止します。

本製品では使用しません。

ホワイトボードを降下させる時ホワイトボードを降下させる時ホワイトボードを降下させる時ホワイトボードを降下させる時
・本ボタンを押している間だけ降下します。下限まで降下すると自動停止します。
・途中で停止させたい時は本ボタンを離して下さい。離すことにより任意の位置で停止します。

ＳＴＯＰボタン

④ チャンネルボタン

ＤＯＷＮボタン

リモコンのご使用方法

1ｃｈ～5ｃｈ

● リモコン操作の注意事項

① ＵＰボタン

③

【受信距離について】

②

スイッチのご使用方法
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本製品は工場出荷時に下限リミットをあらかじめ設定してありますが、取付場所の状況に応じ、停止位置を任意の位置に
変更することが出来ます。

連続して（約5分程度）昇降を繰り返すと、モーターに内蔵されているサーマルプロテクターが働き、
操作スイッチを押してもモーターが作動しなくなりますが、これは故障ではありません。
30分程度で自動的に復帰します。

リミッター調整は停止位置を確認しながら行って下さい。

 ※ 工場出荷時には、上限リミット（下限リミット）を最大に設定していますので
　 現状のリミット位置より上げる（下げる）事は故障の原因になりますのでおやめ下さい。

白色のリミッター調整ボタンカバーを外し、
下記の手順で停止位置を調整して下さい。

① 上限（下限）リミッター調整ボタンを
押し込み、　　ＯＦＦの状態にして下さい。

② スイッチ、リモコンの　　　　　ボタンで位置を調整し、
ご希望の位置で停止させて下さい。

③ 上限（下限）リミッター調整ボタンを
再度押し込み、　　ＯＮの状態にして下さい。
その位置で上限・下限が設定されます。

（使用時）

転倒防止金具を下げます。

ホワイトボードに投映できるようにプロジェクターの首を振ります。

ホワイトボードに映像がおさまる位置までプロジェクターアーム部分を上に伸ばします。

電源コードをコンセントに入れます。

ホワイトボードを使用する位置まで上げます。

（移動時）

全ての電源を切ります。

コード類を引っ掛けないようにまとめます。

プロジェクターアーム部分を一番下まで下げます。
※プロジェクターアームを回転させてもプロジェクターとホワイトボードが干渉しない範囲で

プロジェクターの首を横に向けます。

転倒防止金具を上げます。

<2>

<5>

<3>

●停止位置を調整する時

昇降装置停止位置の調整

調整時のご注意

<3>

<4>

電動昇降式電子黒板スタンドの使用方法

<1>

<1>

<2>

<4>

<5>

下限リミッター調整ボタン

上限リミッター調整ボタン
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＊＊＊ ＭＥＭＯ ＊＊＊

[14] AY20211022



＊＊＊ ＭＥＭＯ ＊＊＊
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（スイッチ背面にあります)

● 京都府八幡市上津屋石ノ塔70（上津屋工業団地内）
〒614-8175 TEL：075-971-0310 FAX：075-971-0320

● 東京都豊島区南池袋3丁目18番37号　WAVEビル1F
〒171-0022 TEL：03-5911-7377 FAX：03-5911-7388

この商品について万一故障、 ● 福岡市博多区那珂6丁目22-19　那珂fineビル
又は不具合がありましたら、 〒812-0893 TEL：092-433-9310 FAX：092-433-9320
お買い上げの販売店又は弊社まで
ご連絡下さい。

安全チェックシート

より安全にお使いいただくために

お客様へ 製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。
（空白には気づいた事などを記載して下さい。）

点　検　結　果

安　全　点　検　項　目
日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付 日付

/ / / / / / / / / /

1 スイッチの作動が正常である

2 ワイヤレスリモコンの作動が正常である

3 装置が任意の位置で停止する

4 異音がしない

5 製品にガタつきがない

6
ベルトの状態を点検する
（ゴミ、ズレ、傷）

7 各部ねじにゆるみがない

8 キャスターにひび割れ、破損がない

9

10

正常：✓　異常：×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設 置 日 ： ｼﾘｱﾙ№ ：

販 売 店 ： 連絡先 ：

福 岡 営 業 所

本 社

http://www.cinema-kobo.com
E-mail:info@cinema-kobo.com 東 京 営 業 所
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