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WorkFit  SR
Dual Monitor

  ™

Includes
Constant Force™
Technology

ユーザーガイド

日本語
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。

捨てないでください！
段ボールのブロックは設置

に必要です。

注：適切な設置には10フィート（約3メートル）の長さの
ケーブルが必要です。予備のケーブルは、www.ergotron.
com をご覧ください。

指示ビデオを見るにはhttp://www.ergotron.com/workfi t-sr-installにア
クセスしてください。
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WARNING
A primary mechanism within the 
tower is under tension and can 
be hazardous to people 
exposed to it under certain 
extreme conditions. DO NOT 
open the tower; DO NOT attempt 
to service the cart/stand. DO NOT 
remove safety guards or labels 
designed to protect or inform of 
possible hazards. Only 
Ergotron-approved installers may 
service or otherwise modify 
cart/stand. Failure to heed this 
Warning may result in serious 
Personal Injury and Damage both 
to the cart/stand and equipment.

STORED ENERGY HAZARD!
DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE 

SAFETY GUARD!

822-959-00

これらの記号は、ユーザーが注意すべ
き安全面の条件について警告するもの
です。製品またはドキュメントで次のよう
な安全上の問題に直面した際、その重
大さを認識して理解できる必要がありま
す。安全上の注意を認識し、適切に対応
できない子供が本製品を使用する場合
は、大人の監督が必要です。

危険記号の説明 記号 記号が表す
言葉 危険レベル

注 注は、本製品をより良く使用するための重
要な情報です。

注意
注意は、ハードウェアの損傷やデータ損失
の可能性を示しており、問題を回避する方
法も説明されています。

警告
警告は、機器の損傷や人体の怪我を引き
起こしたり、死に至らしめる可能性がある事
態であることを示しています。

電気
電気は、回避しないと怪我、火災、死亡の恐
れがある切迫した電気に関連する危険を
示します。

安全性
重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り付けられて
いることを確認してください。本製品は可動範囲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。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、あるいは目的の位置に固定されない場合
は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。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。本製品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、
安全かつ最適な操作を実現するために調節手順を繰り返してください。 

警告：取り付け表面の材質にはさまざまな種類があるため、取り付け表面が取り付け製品や器具に対応した強さであることを必ず確認してくださ
い。

警告: 
ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷や怪我を招く
恐れがあります。

警告: 
ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルのケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わないと、機器の損傷や怪我を招く
恐れがあります。

警告: 倒れる危険があります。クランプをしっかり締めるまで、スタ
ンドを支えてください。この指示に従わない場合には、スタンドが倒
れ、機器の損傷や怪我の原因となることがあります。
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A B C D

1

2

3

4

5

6

10mm

30°

18.25"
(463.55mm)

5"
(127mm)

M4 x 10mm

8x

4x
M6 x 12mm

4x
M6 x 25mm

4x
M6 x 10mm

2x

2x

M4 x 10mm

8x

1x

1x 4mm

2x

1x

1x

8x

2x

M4 x 6mm

2x

M4 x 8mm

2x

1x

2x

1x

2mm

1x

M3 x 6mm

2x

1x

1x

2
1

3 - 11 lbs
(1.3 - 5 kg)

3 - 11 lbs
(1.3- 5 kg)

< 5 lbs 
(2.2 kg)

A

B

C

A+B < 22 lbs (10 kg)

A+B+C  < 25 lbs (11.4 kg)

1x

構成部品

必要なツール

注意:積載物は記載の最大積載重量を超えてはなり
ません。重大な人体の怪我や機器の損傷を招く恐れ
があります。

特長と仕様
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1

2
a

b

エンジン部を置いてください。

作業面をライザーの下部に取り付けてください。 

注：作業面に取り付ける際、スロット
の位置が合っているよう確認してく
ださい。
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c 4mm
4x

M6 x 25mm

3

c

a

.4" - 1.4"
(10mm - 36mm)

1.1" - 2.4"
(28mm - 61mm)

d

b

2
1

作業面をライザーにネジで取り付けます。

デスク用クランプを分解します。

クランプのベースから２個のネジを取り外し
ます。

クランプベースからクランプをを取り外しま
す。

机の厚さを測ります。

クランプベースに部分的にネジをはめます。（1.5回転）

机の厚さ
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 Desk Depth
30”

(76cm)

32”
( 81cm)

33”
( 84cm)

 31”
(79cm)

 36”
( 91cm)

 35”
( 90cm)

34”
(86cm)

b

c

4x
M6 x 12mm

4mm

4
a

2
1

机の奥行き

クランプベースをライザーに固定します。

机の奥行きを測ります。 後

前

ライザーの下からクランプをスライドさ
せて挿入します。

クランプベースをライザーに固定します。

注：机の奥行きに合わせ、ライザーの下部の
ラインとクランプの穴を合わせます。
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a

4mm5

c

b

2x

d

机に取り付けます。

2名で持上げてください。

作業面をサポートするために、段ボールのブロッ
クをご使用ください。

警告： 
クランプが固定されるまで、
作業面は安定しません。

クランプのベースにクランプを固定します。
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4x
M6 x 10mm

4mm
6

e

f

2"
(51mm)
2"

(51mm)
2"

(51mm)

クランプを締めます。
警告：本マニュアルを参照し、取り付け表面に製品をし
っかり取り付けてください。従わない場合には、機器の
損傷や怪我の原因となることがあります。

注：取り付け表面の端に、クランプベース
を押し付けてください。

作業面の下から段ボールのブロックを
取り除いてください。

クロスバーをライザーにネジで取り付けます。

注：クロスバーは、異なった高さに合わせ
て取り付けられます。
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7
2x

a
8

ケーブル固定用クリップをクロスバーにスラ
イドさせて取り付けます。

モニターの画面を下にして作業面上に置
きます。
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9
a

c

M4 x 10mm

M4 x 10mm

4x

4x

M4 x 8mm

1x

b

0°

M4x 6mm

1xオプション：縦置き／横置き
のモニター回転をロックする
には、ストップスクリューを
挿入します。

 モニターをマウンティング用ブラケットに取
り付けます。 

ケーブル管理

電源およびビデオケーブルをケーブルクリップ
に通し、モニターに差しこみます。

つまみネジをマウント用ブラケ
ットにゆるく差し込みます。
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b c

10

a

ライザーの側面上のケーブルクリップに
ケーブルを通します。

ケーブルの長さを確認します。 

ケーブルを通す時
には、ケーブルに
遊びを持たせてく
ださい。 

クロスバーにモニターをスライドさせ
て取り付けてください。

注：モニターのマウント用ブラケッ
トは、逆さまに取り付けて、モニタ
ーを4インチ（約10cm）さげること
ができます。

ケーブルの長さが十分か確認してください。（ケー
ブルの長さは10フィート（約3メートル）が推奨され
ます）
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b

11 2x
M3 x 6mm

2x
2mm

1x

b

a

取り付ける機器の総幅の中央にスタンドがくるようにします。

つまみネジを締めてモニターを固定します。

エンドキャップをクロス
バーに取り付けます。 

エンドキャップを
クロスバーに固定
します。
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12
a

b

キーボードおよびマウスのケーブル

ライザーの側面上のケーブルクリップにマウスとキ
ーボードのケーブルを通します。

ケーブルを通す時に
は、ケーブルに遊びを
持たせてください。 
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a

13
WARNING

A primary mechanism within the 
tower is under tension and can 
be hazardous to people 
exposed to it under certain 
extreme conditions. DO NOT 
open the tower; DO NOT attempt 
to service the cart/stand. DO NOT 
remove safety guards or labels 
designed to protect or inform of 
possible hazards. Only 
Ergotron-approved installers may 
service or otherwise modify 
cart/stand. Failure to heed this 
Warning may result in serious 
Personal Injury and Damage both 
to the cart/stand and equipment.

STORED ENERGY HAZARD!
DO NOT OPEN TOWER OR REMOVE 

SAFETY GUARD!

822-959-00

4mmb

10mm

調節ステップ
重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての
機器が本製品に適切に取り付けられていることを確認してください。本製品は可
動範囲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。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、
あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように
調整してください。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。本製品に機器を追加したり、機器を
取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するた
めに調節手順を繰り返してください。 

リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製
品の位置を上げても下がってくる場合に
は、リフト強度を高める必要があります。

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製
品の位置を下げても上がってくる場合に
は、リフト強度を弱める必要があります。

リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製
品の位置を上げても下がってくる場合に
は、リフト強度を高める必要があります。

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製
品の位置を下げても上がってくる場合に
は、リフト強度を弱める必要があります。

昇降

昇降
調整には、最高72回の360°フル回転が必要になることがあります。

調整には、最高115回の360°フル回転が必要になることがあります。
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c

14
2x

10mm

リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製
品の位置を上げても下がってくる場合に
は、リフト強度を高める必要があります。

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製
品の位置を下げても上がってくる場合に
は、リフト強度を弱める必要があります。

旋回調整

キャップを取り付けます。

注：キャップを取り付ける際には、マウント用ブラケットのス
ロットに、キャップのスロットを合わせてください。
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15
a

b

注: ケーブルが自由に動くよう、たるませた状態で配線し
ます。
注意: ケーブルの挟まりを防ぐため、必ず本マニュアルの
ケーブル配線手順に従ってください。この指示に従わな
いと、機器の損傷や怪我を招く恐れがあります。

全可動域でテストを行ないます。

ライザーを一番上まで上げます。

クロスバーを一番下まで下げます。
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16
4x2x

17

18
a

ケーブルにカバーをつけ、ケーブル用留め
具で留めます。

サイドパネルを取り付けます。

フロントパネルを取り付けます。
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19

b

キャップを上部に取り付けます。
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a

b

c

作業面と机の位置を合わせる

設置後に、作業面と机の位置が適切に合って
いない場合には、この指示に従ってくださ
い。

上面図 クランプを緩めます。

Workfi t SRを回転させ、机の前端と作業面が平行になるようにします。

机にクランプを固定します。
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 ™

注: カスタマー サービスにご連絡の際は、シリアル番号をお知らせください。
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

人間工学的なコンピュータの使用法については次のサイトを参照してください
www.computingcomfort.org

一人ひとりにピッタリのワークステーション! 

 高さ スクリーンの上端が目よりわずかに下に来るようにします。
  キーボードが、手首を水平に伸ばした状態でひじとほぼ同じ高さに来るようにします。
 距離 スクリーンを顔から腕の長さ分（少なくとも508mm）離します。
  ひじが直角になる位置にキーボードを置きます。
 角度  反射光をなくすようにスクリーンの角度を調整します。
  キーボードを後方に 10° 傾けて、手首が水平になるようにします。

疲れを軽減する方法
呼吸 - 鼻から深く呼吸します。
まばたき - 目の乾燥を防ぐために頻繁にまばたきしてください。
休憩 • 20分ごとに2～3分
• 2時間ごとに15～20分


