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Learn more about ergonomic computer use at: www.ergotron.com/ergonomics



警告: 
壁の構造が取付ける機器の四倍の重量をサポートする強度が必要です。この
基準に適合しない壁表面に取付けるとけが及び／または物的損害の原因とな
る不安定で危険な状況となりかねません。特定用途に壁の強度の良し悪しが

懸念される場合は建設業者にご相談ください。 

警告：
确保墙体结构能够支撑四倍于安装设备的总重量。安装到不符合本标准的墙面
可能造成不稳定、不安全的情况，进而导致人员伤害及/或财产损害。如果您对

具体应用还存有疑惑，请咨询建筑专业人士。

경고: 
벽 구조가 설치된 장비 총 중량의 4배를 지지할 수 있는지 확인하십시오. 이 

기준을 충족하지 않는 벽 표면에 장착하면 불안정하고 안전하지 않은 상태가 
되어 부상을 입거나 제품 손상이 발생할 수 있습니다. 이에 대한 정확한 의미를 

잘 모르겠으면 건축 전문가에게 문의하십시오.

注: ⾧期間にわたり部品を取り付けたり、外したりしていると、その振動でファスナーが緩ん
でくることがあります。 定期的に取り付け部品を点検し、緩んでいるファスナーがないかど
うかを確認してください。 ファスナーの緩みを防止するために、適宜、取り付けの前にネジ

山を固定する市販の接着剤を使用してもよいでしょう。

注意： 时间一久，紧固件可能会因安装系统移位产生的震动而松动。 定期检查安装系统，查
看紧固件是否有松动。 如果需要，安装前可在紧固件上使用粘性不太强的螺丝固定剂，以防

松动。
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エルゴトロン製品 . ウォールトラックおよびブラケット別売
 产品. 墙轨和托架单独出售。
제품. 벽 트랙 및 브래킷 별도 판매
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コンクリート
水泥质
콘크리트

警告: 
マウントホールは最低3-1/8” (80 mm) の深さが必要です。外壁がモルタルやその他の材質で、
内壁がコンクリートの壁にドリルで穴を開ける場合、両方のアンカーがコンクリート内壁に完

全に挿入されるよう、マウントホールを再調整します。

警告：
安装孔的深度至少 3-1/8” (80mm) 并且必须位于硬水泥墙面，而不是灰泥或覆盖材料。如果钻

孔碰到不牢固的水泥区，要重新找安装孔，直到锚拴能够完全嵌入硬水泥中！

경고: 
설치 구멍은 모르타르나 마감재가 아닌 단단한 콘크리트에 최소 80mm (3-1/8”) 깊이로 

뚫려 있어야 합니다.  단단하지 않은 콘크리트에 드릴로 구멍을 뚫을 경우 두 앵커를 단단한 
콘크리트에 완전히 삽입할 수 있을 때까지 설치 구멍 위치를 조정하십시오.

警告: 
アンカーがコンクリート内壁にしっかり収まっていない場合、加重重量をサポートでき
ず、けが及び／または物的損害の原因となる不安定で危険な状況となりかねません。特

定用途に壁の強度の良し悪しが懸念される場合は建設業者にご相談ください。

警告：
没有完全嵌入的锚拴无法支撑重量，结果造成不稳定、不安全的情况，这会导致人员及或

财产伤害。如果您对具体应用还存有疑惑，请咨询建筑专业人士。

경고: 
앵커를 단단한 콘크리트에 완전히 설치되지 않으면 불안정하고 안전하지 않은 상태에 부하
가 가해져 부상을 입거나 제품 손상이 발생할 수 있습니다. 이에 대한 정확한 의미를 잘 모

르겠으면 건축 전문가에게 문의하십시오.
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木
木质
나무

注意：壁取り付けブラケットが壁の表面に水平に接触してぴったりおさまっているか確認
してください。ボルトは締め付けすぎないようにしてください。

注意：请确保壁挂式安装支架水平、平直并紧贴墙壁。不要过度拧紧螺栓。

주의: 벽 설치 브래킷이 수평이며 벽 표면에 편평하고 꼭 맞는지 확인하십시오.
볼트는 너무 세게 조이지 마십시오.
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圧力を増減するには次の手順に従います。
遵照这些说明拧紧或拧松。
다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.チルト  (前後)

倾斜 – 前后 
기울기 – 앞/뒤로

この 製品は、取り付けた機器の重量に応じて次の手順で調整してください。 この製品に機器を取り付けたり、取り外したりして重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を保証するために同じ手順をふたた
び実行してください。
調整は可動域内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。調整の動きがぎこちなく、選定位置で固定されない場合は、調整がスムーズにできるよう、説明書
に従って張力を増減します。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。

应当依照下列各步骤中描述的所安装设备的重量来调节本产品，这一点非常重要。 任何时候，增减该产品上的设备都会导致安装负载重量的变化，您应当重复这些调节步骤，以确保在最优化条
件下安全使用。
调节应当能在整个动作范围内灵活自如，并能固定在所调整的位置。如果调节困难且不能固定在想要的位置上，请遵照说明书拧松或拧紧，使调节动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可
能需要旋转几圈后才能注意到差别。

조절 장치는 전체 이동 범위에서 부드럽고 쉽게 이동할 
수 있어야 하며 사용자가 지정한 위치에 유지되어야 합니다. 조절이 어렵고 원하는 위치에 고정되지 않을 경우 지침에 따라 장력을 줄이거나 높여 조절 장치가 부드럽고 쉽게 움직이게 하십시오. 
제품과 조절 장치에 따라 여러 번 돌려야 차이가 느껴질 수 있습니다.
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圧力を増減するには次の手順に従います。
遵照这些说明拧紧或拧松。
다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.パン – 左右

摇动– 侧向
좌우 회전 – 수평

圧力を増減するには次の手順に従います。
遵照这些说明拧紧或拧松。
다음 지침에 따라 장력을 높이거나 줄이십시오.縦/横

纵向/横向
가로/세로
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© 2013 Ergotron, Inc. All rights reserved. 

För lokala kundtjänstnummer, gå till: http://contact.ergotron.com
För service, gå till: www.ergotron.com
För garanti, gå till: www.ergotron.com/warranty
För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com

Per conoscere i numeri di telefono dell’assistenza clienti locale, visitare: http://contact.ergotron.com
Per assistenza visitare: www.ergotron.com
Per la garanzia visitare: www.ergotron.com/warranty
Per la versione più recente della Guida all’installazione per l’utente, visitare il sito web: www.ergotron.com

Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: http://contact.ergotron.com
Ga voor service naar: www.ergotron.com
Ga voor garantie naar: www.ergotron.com/warranty
De nieuwste Gids voor installatie door de gebruiker kunt u vinden op: www.ergotron.com

若需当地客户服务电话号码，请访问： http://contact.ergotron.com
对于上门服务: www.ergotron.com
为保证参观: www.ergotron.com/warranty
若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com

最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください:  http://contact.ergotron.com
サービスをご覧ください: www.ergotron.com
保証書をご覧ください: www.ergotron.com/warranty
最新のユーザー インストール ガイドは、www.ergotron.com でご確認いただけます。

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst fi nden Sie hier: http://contact.ergotron.com
Für Servicebesuch: www.ergotron.com
Für Garantie Besuch: www.ergotron.com/warranty
Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer fi nden Sie hier: www.ergotron.com

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : http://contact.ergotron.com
Pour le service client, visitez: www.ergotron.com
Pour la garantie, visitez: www.ergotron.com/warranty
Pour la dernière version du Guide d’installation de l’utilisateur, visitez : www.ergotron.com.

Para conocer los números telefónicos locales de atención al cliente, visite: http://contact.ergotron.com
Para  servicio, visite: www.ergotron.com
Para Garantía, visite: www.ergotron.com/warranty
Para acceder a la última versión de la Guía de instalación para el usuario, ingrese a www.ergotron.com

For local customer care phone numbers visit: http://contact.ergotron.com
For Service visit: www.ergotron.com
For Warranty visit: www.ergotron.com/warranty
For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com


