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SVS-LV1S

設置説明書

対応 VESA サイズ 対応 TVサイズ 耐荷重

75ｘ75
100ｘ100

27V 型まで 片側
6.5kg

この度は、本金具をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

設置の前に、この「設置説明書」をよくお読みの上、正しく設置してください。

設置説明書は必ず大切に保存してください。

対応 VESA サイズ 対応 TVサイズ 耐荷重

200x200/300x300
400x200/400x400

600x400
65V 型まで 35kg

http://www.network-jpn.com/supervision/



SFS-LV1S
200x200,300x300,400x200
400x400,600x400

65V 型まで
3 5 kg
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製品スペック

サポートWEB：　http://www.network-jpn.com/supervision/

型　番
VESA

対応 TV サイズ
耐荷重 SFS-LV1S ver1.0KN

-2

安全上のご注意

※弊社は、本設置説明書に従わず、不適切な組み立てや、使用により発生したけが等の傷害や、物品の損傷に対して一切の責任を負いません。
本書の内容は弊社の著作物です。本書の一部もしくは全部を弊社に無断で転載することを禁じます。本書の内容は予告なく変更する場合があ
ります。本書に記載の会社名、固有名詞等は各社の商標です。本書についてのお問い合わせは弊社のサポートセンターまでお問い合わせくだ
さい。

お使いになる人や他人への危害、物的な損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事項を説明します。 表示内容を無視して誤っ
た使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

警告　人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。

注意　人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。

人が死亡又は重傷を負う恐れがある内容を示します。（してはいけない禁止内容）

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。（気をつける内容）

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示します。( 実行すべき強制内容）

警告

禁止

禁止

組み立ての手順を守り、指定の箇所はすべて確実にネジ止めして下さい。
ネジ山の破損したネジや、さびたネジは絶対使わないで下さい。
指定を守らないとディスプレイの取り付け後に破損や落下等、思わぬ事故の原因となることがあります。

組み立てる前に、すべての部品が揃っており、破損してないことを確認してください。
足りない部品又は破損している部品のある場合は、輸入元に連絡して下さい。尚、破損した部品は、絶対に使
用しないで下さい。

製品の組み立て、ディスプレイの取り付けや取り外し作業は専門業者が技術的な考察の上、行ってください。
また作業を行う際には２人以上で行って下さい。
これらの指定を守らないと、ディスプレイが落下して、けがをしたりディスプレイが破損する原因となること
があります。

取り付け作業の際は、ディスプレイや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
感電の原因になったり、ディスプレイや周辺機器を破損する恐れがあります。

本製品は、65kg 以下のディスプレイを、固定するためのマウントキットです。最大耐荷重以上のディスプ
レイの取り付けには絶対使用しないで下さい。  

7. ケーブル類の整理と可動範囲

注意：
この作業は重量
物を取り扱うの
で、二人以上で
行って下さい。

3）テレビの取付

※左右各ブラケット
　下部の落下防止
　ネジをしっかり
　締めて下さい
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1. 梱包内容

2. キャスターの取付

組み立て作業中は怪我に十分注意してください。組み立て作業中の事故や損害については弊社は一切の責任を負い
かねます。注意

組み立てる前に、すべての部品が揃っており、破損してないことを確認してください。不足している部品又は破
損している部品がある場合は、弊社サービスセンター にご連絡下さい。また、破損した部品は絶対にご使用しな
いで下さい。

※キャスターの取付は必ずロック状態で行ってください。

短すぎるネジ 長すぎるネジ適正なネジ

M5

M41）取付ネジの選択

注意

サイズの合わないネジを使用すると、テレビの
内部を破損したり、マウントから脱落する危険
がありますので絶対に使用しないでください。

お使いのテレビのネジ穴の形状によって、
使用する部品が決まります。テレビの背面
のネジ穴に手でネジを入れて、適合する正
しいネジの直径を確認してください。
ご使用のテレビに対して、ネジやスペーサ
ーを組み合わせて、適正なネジ山のかみ
合わせを確認してください。
※テレビのネジ穴の深さにより、ナットな
どを使用しスペーサーとして使う必要があ
ります。
※同梱のネジ以外の太さや長さのネジが
必要な場合には、別途市販のネジを各自
でご用意ください。

6. テレビの取付

2）ブラケットの取付
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3. 支柱の取付と調節 4. シェルフの取付

5. マウントの取付

１）支柱の取付

2）支柱の高さ調整

2）支柱のハンドルの高さ調整

●高くしたい時
　1.背面のノブを”UNLOCK”の
　　方向にまわす　
　2.支柱を引き上げる
　3.ノブを”LOCK”方向に
　　まわす

●低くしたい時
　1.背面のノブを”UNLOCK”の
　　方向にまわす　
　2.ノブの上にあるツメをおさ
　　えながら支柱を引き下ろす
　3.ノブを”LOCK”方向に
　　まわす

（4）

1）取付ベースの高さを調整します。
　  側面のネジをゆるめ高さを調整
　 してからネジをしめます。
　　　※取付ベースは納入時は
　　　　支柱についた状態です。

2）取付ベースの受けにシェルフをひっかけて
　  M6x6ネジ（K)をしめ固定します。

取付ベース
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