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2 脚フレームに昇降フレームを取付けます。 31 脚フレームにキャスターを取付けます。

前

前

使用小部品

昇降フレームにトレーを差し込みレバーで固定します。

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

 

長い方が前側です。
⑭キャスター
（ストッパー付き）

⑮キャスター
　（ストッパーなし）

①脚フレーム スパナ

①脚フレーム

⑰ボルトＡ

⑯昇降フレーム

⑯昇降フレーム

③トレー
※後向きに取付け
　ます。

⑨ブラケット

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL38BK）と下記の
　部品番号（①～　　）と部品名（ブラケットなど）をお知らせください。

後

※ケーブルが前に向くように
　します。

※脚フレームの角穴へ
　差込みます。

※丸穴は組付けには使いません。

※トレーにレバーを取付け
　ブラケットを添えて差込みます。

※右回りで締まり,左回りで
　緩みます。
※ボタンを押すと空回りします。

レバーの使用方法

締まる 緩む

①脚フレーム×１個

⑤モニター取付け
　ブラケット×１個

②メインフレーム×１個

⑥拡張ブラケット×２個

⑭キャスター
　（ストッパー付き）
                      ×２個

⑮キャスター
　（ストッパーなし）
                       ×２個

⑦カメラ台支柱×１個

⑨ブラケット×１個

⑯昇降フレーム×１個
⑩コントロール
　ボックス×１個

⑪モーター
　ケーブル×１本

⑫コントローラー×１本

⑬電源ケーブル
                   ×１本

⑰ボルトＡ×8本〔M6×16〕

⑱ボルトＢ×4本〔M6×12〕

⑲ボルトＣ×2本〔M5×40〕

⑳ボルトＤ×1本
              〔M5×10〕

ボルトＥ×8本
          〔M4×10〕

ボルトＦ×4本
          〔M4×12〕 ボルトＧ×4本

          〔M6×16〕

ワッシャー×4個〔M4〕

ＳＰワッシャー×4個〔M6〕

ＳＰワッシャー

スパナ×１個 六角レンチ
（4mm)×１本

③トレー×１個

④カメラ台×１個 ⑧レバー×１個

Ａ梱包
Ｂ梱包

使用ボルト

⑰ボルトＡ〔M6×16〕

⑧レバー

約３mmあける



7 昇降フレームにメインフレームを取付けます。

5 メインフレームにコントロールボックスを取付けます。 64 コントロールボックスにモーターケーブルと
コントローラーを取付けます。

メインフレームにコントローラーを取付けます。

⑩コントロールボックス

⑩コントロールボックス

⑫コントローラー
※左右どちらか任意の
　位置に取付けます。

②メインフレーム
②メインフレーム

②メインフレーム

⑰ボルトＡ

⑯昇降フレーム

⑦カメラ台支柱

⑲ボルトC

ボルトＥ

⑪モーターケーブル ⑬電源ケーブル

⑫コントローラー
※A1,A2のどちらか任意の位置に
　差込みます。

前

※取付け後昇降フレームの
　ケーブルとモーターケーブル
　を接続します。
※余ったケーブルはメイン
　フレーム内に納めてください。

8 メインフレームにカメラ台支柱を取付けます。 9 カメラ台支柱にカメラ台を取付けます。

前 前

⑳ボルトＤ

※平らな方を前に
　してください。

※傾く場合がありますので
　しっかり締め付けてください。

※任意の位置に固定
　してください。 ボルトＥ

④カメラ台

使用ボルト 使用ボルト

使用ボルト使用ボルト

⑲ボルトＣ〔M5×40〕 ボルトＥ〔M4×10〕

使用ボルト

ボルトＥ〔M4×10〕⑰ボルトＡ〔M6×16〕 ⑳ボルトＤ〔M5×10〕



使用ボルト

11 モニターを取付けて完成です。

10

⑤モニター取付け
　ブラケット

ディスプレイ毛布など

ディスプレイ

毛布など
⑤モニター取付け
　ブラケット

上 上

モニター取付けブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。
※取付け可能なディスプレイの重量は２５ｋｇまでです。それ以上のディスプレイは取付けないでください。

毛布などを下に敷き、
ディスプレイへの傷
や破損に十分ご注意
ください。

ディスプレイに付属
しているスタンド類
は取外してください。
スタンド類の取外し
方法はディスプレイ
の取扱説明書を参照
ください。

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、
取付けるボルトの長さを決めてください。
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ネジ穴ピッチ
100×100の場合

ネジ穴ピッチ
200×200の場合

約5mm約5mm

 

ボルトＦ
ボルトＧ

ワッシャー
※Ｍ4のボルトを使用する場合
　のみ使用します。

ボルトＦ
ボルトＧ

ワッシャー
※Ｍ4のボルトを使用する
　場合のみ使用します。

❶拡張ブラケットを取付けます。

❶メインフレームにボルトＢを取付けます。 ❷モニター取付けブラケットをひっかけます。 ❸ボルトＢを締付けて固定します。

上から見た図
メインフレームとボルト
の間に約5mm隙間が
空くように仮止めします。

❷ディスプレイに取付けます。

⑥拡張ブラケット

ボルトＥ

使用ボルト

使用ボルト

ボルトＥ〔M4×10〕

ボルトＦ〔M4×12〕

ボルトＧ〔M6×16〕

使用ボルト

ボルトＦ〔M4×12〕

ボルトＧ〔M6×16〕

⑱ボルトＢ〔M6×12〕

使用ボルト

⑱ボルトＢ〔M6×12〕

②メインフレーム

⑱ボルトＢ

上から見た図 メインフレームとボルト
の間にひっかけます。

②メインフレーム

⑱ボルトＢ

⑤モニター
取付けブラケット

横から見た図
任意の角度で固定します。

※最後まで締付けます。
※この作業をしないと上下昇降しない場合があります。
　動かない場合は再度長押ししてください。

組みあがったら下降ボタンを長押しし（２～３秒）、最下部まで下げて
ください。

⑱ボルトＢ

上昇 下降

　上下昇降させる際には、
　ボタンを長押ししてください。



岡山市北区田町１－１０－１

スタンドに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。

ディスプレイの位置を下に下げる際にはスタンド下に
人や物がないかを確認してから下げてください。

昇降フレームが動作中はフレームに触れないようにしてくださ
い。特にお子様は触らせないよう十分に注意してください。

昇降フレームは左右の動きに弱い為スタンドを移動させる際
には最下位部に下げ、前後の方向に移動させてください。

取扱い上の注意(必ずお読みください)

ＣＲ-ＰＬ３８ＢＫ

保証規定・保証書

警　告

注　意

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
濡れた手で本製品に触れないでください。
本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で保管しないでください。
お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがし
た場合は、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わ
ないものとします。あらかじめご了承ください。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の
保証を負いかねます。

本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているもの
は使用しないでください。
延長コード・テーブルタップの使用は避けて頂き、直接壁面コンセントへ差し込んでください。
破損したケーブルを使用しないでください。

ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

１、保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　  万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書
　  を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
２、次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
　  (1)保証書をご提示いただけない場合。
　  (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
　  (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
　  (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　  (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
３、お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け
　  いたしかねます。
４、本製品の故障、またはその使用のよって生じた直接、間接の損害のついては弊社はその責を負わ
　　ないものとします。
５、本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかね
　　ます。
６、本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設
　　備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意
　　図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊
　　社はいかなる責任も負いかねます。
７、修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
８、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
９、保証書は日本国内においてのみ有効です。

本製品は屋内のみで使用してください。
本製品を不安定な場所で使用・保管しないでください。

用途以外には使用しないでください。

CR-PL38BK
保証書

型番

お名前

シリアルナンバー

ご住所

保証期間　1年間 お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

販売店名・住所・TEL

キリトリ線

〒

TEL

様
客
お

店
売
販

可動部分で指をはさまないように気をつけてください。

ディスプレイは４つのボルトでしっかりと固定してください。

ディスプレイの調節は必ず両手で行い、片手での使用は
おやめください。

本製品を振動のある所に置くのはさけてください。

25kgを超えるディスプレイは取り付けないでください。

室温の元で操作してください。

2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取り扱ってください。

安全の為に注意していただく点




