施工説明書

電源コード用直付け金具
品番

NTN98002W
NTN98002B

※ 上記イラストは、本製品を別売品のプロジェクターに取り付けた状態のものです。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■■お客様へ

この「施工説明書」は、工事業者様用です。取り付け工事は、必ず工事専門業者にご依頼ください。
また、工事完了後は、この「施工説明書」を工事業者様よりお受け取りのうえ、大切に保管してください。
移設、撤去の際には、工事専門業者にご依頼のうえ、この「施工説明書」をお渡しください。

■■工事業者様へ

この「施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全に工事を行ってください。
特に「安全上のご注意」（3 ～ 4 ページ）は、施工前に必ずお読みください。
工事完了後は、この「施工説明書」をお客様にお渡しください。
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安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
■■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告
■■ 設置工事は、工事専門業者または販売店に依頼する
（工事の不備により、火災・感電・落下事故の原因になります。）
⇒⇒ 本書の「設置する」に従って確実に施工してください。
⇒⇒ 電気配線などの施工には、電気工事士の資格が必要です。
■■ 配線用遮断装置（定格電流 10A 以下のブレーカー）を容易に手が届く位置に設置する
（電源用屋内配線の容量不足や、設置に不備があった場合に、火災や感電の原因になります。）
⇒⇒ 異常があったときは、すぐに配線用遮断装置で屋内配線の電源を切ってください。
■■ 取り付け場所の構造、材質に合った工事を行う
（工法を誤ると、火災や感電、落下事故の原因になります。）
■■ 設置作業は足場の安全を確保して行う
（倒れたり、落ちたりして、けがの原因となります。）
■■ 取り付け作業は 2 人以上で行う
（本機を落下させて、故障やけがの原因になります。
■■ 取り付けの際は、必ず付属の構成部品を使用する
（強度不足や取り付けが不完全であると、落下によるけがや火災、感電の原因になります。）
■■ 電源プラグ（コンセント側）や、電源コネクター（プロジェクター側）は、根元まで確実に差し込む
（差し込みが不完全であると、感電や発熱による火災の原因になります。）
⇒⇒ 傷んだプラグやゆるんだコンセントのまま使用しないでください。
■■ ぬれた手で電源プラグや電源コネクターに触れない
（感電の原因になります。）
ぬれ手禁止

■■ 電源コード・プラグが破損するようなことはしない
［傷つける、加工する、高温部や熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いもの
を載せる、束ねるなど］
（傷んだまま使用すると、火災や感電、ショートの原因になります。）
⇒⇒ 電源コードやプラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
■■ 交流 100 V 以外での使用はしない
（発熱による火災の原因になります。）
■■ 付属の電源コード以外は使用しない
（付属以外の電源コードを使用すると、ショートや発熱により、感電・火災の原因になることがあり
ます。また、付属の電源コードを使い、コンセント側でアースを取らないと感電の原因になります。）
■■ 荷重に耐えられない壁面や天井に設置しない
（落下によるけがや火災、感電の原因になります。）
■■ プロジェクターの吸・排気をさまたげる場所に設置しない
（プロジェクターの内部が高温になり、火災の原因になることがあります。）
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安全上のご注意（つづき）

警告（つづき）
■■ 人が通る場所にプロジェクターを設置しない
（ぶつかったり、電源コードに足を引っかけたりして、火災や感電、けがの原因になることがありま
す。）
⇒⇒ 人が通る場所に設置する場合は、プロジェクターの周囲に囲いを設けるなどして、人が近づけな
いようにしてください。
■■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所に設置しない
（火災や感電の原因になることがあります。）
■■ 本製品を分解したり、改造したりしない
（こわれたり、落下してけがをしたりする原因になります。）
■■ 指定のプロジェクター以外は取り付けない
■■ 指定の方法以外の取り付けは行わない
（転倒事故や火災、感電の原因となります。）
■■ 付属の電源コードは、指定のプロジェクター以外の機器では使用しない
（付属の電源コードを指定のプロジェクター以外の機器で使用すると、ショートや発熱により、感電・
火災の原因になることがあります。）
■■ 付属のねじやストラップは、乳幼児の手の届くところに置かない
（誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。）
⇒⇒ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

注意
■■ 塩害が発生する所、腐食性ガスが発生する所に設置しない
（腐食による落下の原因になることがあります。）
■■ プロジェクター本体にぶら下がったり、ものをぶら下げたりしない
（プロジェクターが落下してけがの原因となることがあります。）
■■ 本製品を指定の向きで取り付ける
（誤った向きに取り付けると、落下事故の原因になります。また、床面に取り付けると、転倒事故の
原因になります。）
■■ 電源コードを取り外すときは、必ず電源プラグ（コンセント側）や、電源コネクター（プロジェクター
側）を持って抜く
（コードを引っ張るとコードが破損し、感電、ショートによる火災の原因になることがあります。）
■■ 施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害
が生じたときは、当社では責任を負えません。
■■ ご使用を終了した製品は、工事専門業者にご依頼のうえ、速やかに撤去してください。
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施工上のご注意
■■ プロジェクターと本製品の質量に十分耐えられる場所に設置してください。
■■ プロジェクターの吸気・排気を妨げないような場所に設置してください。
■■ 海の近くや腐食性ガスが発生する場所に設置しないでください。
■■ エアコンの吹き出し口や照明器具（スタジオ用ランプなど）の近くなど、温度変化が激しい場所に設置しな
いでください。
■■ 天井の取り付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから本製品を取り付けてください。
さびや塗装の変色などの原因になります。
■■ 木ねじを除くねじ類は、次の締めつけトルクで管理してください。
サイズ

締めつけトルク

M4

1.2 ± 0.3 N•m

M10

20 ± 1 N•m

■■ ねじ類の締めつけの際は、トルクドライバーやトルクレンチなどを使用し、電動ドライバー、インパクトド
ライバーを使用しないでください。

日本語 - 5
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製品の構成
以下の部品が入っていることを確認してください。< > は個数です。

■構成部品一覧
■
アタッチプレート <1>
落下防止ワイヤー

壁面または天井に取り付けて、製品全体を支える金具
です。
内側に落下防止ワイヤーがテープ止めされています。

プロジェクター取付金具 <1>

プロジェクターに取り付けたうえで、アタッチプレー
トに組み付ける金具です。

電源ケースカバー <1>

プロジェクターの〈AC IN〉端子部分を覆い隠す化粧
カバーです。

ストラップ <1>

電源ケースカバーの落下を防ぐためのものです。

電源コード <1>
品番：NKTN98001W01

別売品のプロジェクターの〈AC IN〉端子に接続します。

座金組み込みねじ <8>
（M4 × 8）

金具の取り付けや組み付けに使用します。

お願い
zz電源コードキャップおよび包装材料は製品を取り出したあと、適切に処理してください。
zz付属の電源コードは、指定のプロジェクター以外の機器では使用しないでください。
zz部品を紛失してしまった場合、販売店にご相談ください。
zz小物部品については乳幼児の手の届かない所に適切に保管してください。
お知らせ
zz部品の品番は、予告なく変更する可能性があります。
zz本製品は全数組立検査を行っているため、アタッチプレートとプロジェクター取付金具とを固定する部分周辺
に、ねじの締めつけ跡が付いています。あらかじめご了承ください。
zz本製品の構成部品やプロジェクター、本製品とプロジェクターとの組み合わせ状態などのイラストは、実際と
は異なることがあります。
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設置の前に
準備物
本製品を壁面または天井に取り付けるにあたり、構成部品以外にあらかじめ準備が必要なものは次の通りです。

■■本製品は、プロジェクター（別売品）を壁面または天井に取り付けるための金具です。本製品に対
応するプロジェクターに取り付けて使用します。
対応するプロジェクター：NTN91003W / NTN91003B

■■電源コード用直付け金具を壁面または天井に取り付ける際に、次の部品が必要になります。壁面ま
たは天井の構造や取り付け方法に応じて、市販品をお求めください。
< > は個数です。
取り付け部の構造
木製補強材付きの壁面または天井の場合

コンクリート製の梁などの場合
（ボルト径：M10）

木製の梁などの場合
（ボルト径：M10）

市販品
壁面または天井面の補強材へのねじの掛かり代を 20 mm 以
上確保できる、呼び径 4.1 mm の（丸頭）木ねじ <5> およ
び呼び径 3.1 mm の（丸頭）木ねじ <4>
つりボルト <2>
六角ナット <6>
平ワッシャー <6>
スプリングワッシャー <4>
アンカーナットまたはカールプラグ <2>
つりボルト <2>
六角ナット <8>
平ワッシャー <8>
スプリングワッシャー <4>

■■プロジェクター取付金具をプロジェクターに取り付ける際に、作業用の台と、傷つき防止用の柔ら
かい布が必要になります。
高さ：250 mm 以上の取り付け作業用の台と、プロジェクターの下に敷く傷つき防止用の柔らかい布など
をご用意ください。

246.4 mm

電源部

柔らかい布など

柔らかい布など

本体部
作業用の台
（机、箱など）

高さ調整用の台座
（必要に応じて、板や段ボール紙など）

床

■■廃棄について
本製品を廃棄する際は、最寄りの市町村窓口または販売店に、正しい廃棄方法をお問い合わせください。
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製品の構成（つづき）
設置姿勢について
本製品は、壁面または天井に指定の向きで取り付けてください。誤った向きに取り付けると、落下事故の原因に
なります。
■■ 壁面に取り付ける場合は、ポール側を上側にし、電源部の長手方向を垂直にして取り付けてください

壁

壁

壁

ポール側が上向き

ポール側が下向き

設置可能

設置不可

電源部が水平方向

電源部が垂直方向でない

設置不可

設置不可

■■ 天井に取り付ける場合は、左右に傾いた状態で取り付けないでください

天井

電源部

設置可能

設置不可

設置不可

■■ 傾斜天井に取り付ける場合は、電源部のポール側が電源〈v/b〉ボタン側よりも高くなる向きに取り付けて
ください
電源部
ポール側

天井
電源〈v/b〉ボタン側
設置可能

設置不可

■■ 床面に取り付けないでください
天井
壁
床
設置可能

設置可能

設置不可

zz本書内の本製品やプロジェクター、本製品とプロジェクターとの組み合わせ状態などのイラストは、実際とは異
なることがあります。
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製品の構成（つづき）
取り付け位置について
投写関係寸法図や投写距離、取り付け穴寸法を参考に、壁面または天井への取り付け位置を決めてください。
なお次のイラストは、プロジェクター本体部の投写レンズ面と被投写面が正対するように設置した場合の例です。
被投写面の位置や範囲に応じて、投写位置や投写画面サイズをプロジェクター側で調整できます。
■■ 投写関係寸法図

投写画面

295.5 mm

壁または天井

SD

L (LW/LT)

SH

SH

H

被投写面

レンズ中心

142.5 mm
SW

ポール中心

被投写面

149.2
mm

ポール中心

SW

L (LW/LT)

レンズ中心
ポール中心
L（LW/LT）*1

投写距離（投写レンズ面から被投写面までの距離）（m）

SH

画像高さ（m）

SW

画像幅（m）

SD

画面対角サイズ（m）

H

レンズセンターから投写画面端（電源コード用直付け金具を取り付けている壁面側または天井側）までの
距離（m）

*1 LW：最短投写距離■
LT：最長投写距離

■■ 投写距離（画面アスペクト比 4：3 のとき）
プロジェクターと被投写面との関係寸法は次の通りです。
なお、表に記載の寸法には若干の誤差があります。また、プロジェクター側で台形補正を行った場合は、所
定の画面サイズよりも小さくなる方向で補正されます。
（単位：m）
投写画面サイズ

投写距離（L）

対角 (SD)

高さ（SH）

幅（SW)

最短 (LW)

最長 (LT)

レンズセンターから画像
上端までの距離（H）

0.76 (30 型 )

0.457

0.610

0.79

1.75

0.152

1.02 (40 型 )

0.610

0.813

1.06

2.35

0.203

1.27 (50 型 )

0.762

1.016

1.34

2.94

0.254

1.52 (60 型 )

0.914

1.219

1.62

3.54

0.305

1.78 (70 型 )

1.067

1.422

1.89

4.14

0.356

2.03 (80 型 )

1.219

1.626

2.17

4.73

0.406

2.29 (90 型 )

1.372

1.829

2.45

5.33

0.457

2.54 (100 型 )

1.524

2.032

2.72

5.92

0.508

3.05 (120 型 )

1.829

2.438

3.28

7.12

0.610

3.81 (150 型 )

2.286

3.048

4.10

8.90

0.762

5.08 (200 型 )

3.048

4.064

5.48

11.88

1.016
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■■ 投写距離計算式（画面アスペクト比 4：3 のとき）
本書に記載のない画面サイズでご使用の場合は、投写画面サイズ SD（m）をご確認のうえ、それぞれの計算
式で投写距離（L）を求めてください。
式の単位はすべて m です。（次の計算式で求められる値には、若干の誤差があります。）
投写距離を画面サイズ呼称（インチ数値）を用いて計算する場合は、インチ数値を 0.0254 倍したものを投
写距離計算式の SD に代入してください。
最短投写距離 (LW)

L = 1.0907 × SD - 0.0507

最長投写距離 (LT)

L = 2.3468 × SD - 0.0379

■■ 取り付け穴寸法
〈アタッチプレート寸法図〉
78

シャフト

60
M10 ボルトが入る穴
（つりボルト用）

30

（単位：mm）

プロジェクターの
ポール中心位置

φ3

呼び径 3.1 mm
木ねじ取り付け位置
（× 2）

呼び径 4.1 mm
木ねじ取り付け位置
（× 4）

90

360

370

370

5

90

2

90

436
360

90

90

φ1

90

77.5

17.5

31.5

17.5

41.5

39

〈壁面または天井の穴位置寸法〉

呼び径 3.1 mm
木ねじ取り付け位置
（× 2）
4-

5

φ5

4-

φ3

R6

60

.8

M10 ボルトが入る穴
（つりボルト用）
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設置する
主な手順
本製品を使用してプロジェクター（別売品）を壁面または天井に設置する主な手順は次のとおりです。
工事の際は、配線用遮断装置を切るなどして、必ず屋内配線の電源を切ってください。
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

電源ケースカバーの準備をする（z 11 ページ）
アタッチプレートを壁面または天井に取り付ける（z 11 ページ）
プロジェクターの本体部の向きを変更する（z 17 ページ）
プロジェクター取付金具をプロジェクターに取り付ける（z 18 ページ）
プロジェクターをアタッチプレートに取り付ける（z 20 ページ）
電源コードをプロジェクターに接続する（z 23 ページ）
投写位置を調整する（z 25 ページ）

電源ケースカバーの準備をする
1) 電源ケースカバーにストラップを取り付ける
zzストラップの先端（輪の小さい方）を電源ケー
スカバーの穴に通したうえで、次図で示すよう
にして電源ケースカバーに取り付けてください。

ストラップ取付穴

アタッチプレートを壁面または天井に取り付ける
設置される場所の高さや広さ、建物構造をご確認のうえ、“取り付け位置について”（z 9 ページ）を参考
にして、あらかじめ壁面または天井への取り付け位置を決めてください。プロジェクターのポール中心を位置決
めの目安にしてください。
アタッチプレートの取り付け方法は、天井の構造によって異なります。取り付ける天井に適した施工をしてくだ
さい。つりボルトや電源コード用直付け金具の取り付け先が、プロジェクターと電源コード用直付け金具の質量
に十分耐えられることを確認したうえで取り付けを行ってください。
お願い
zzつりボルトで天井に取り付ける場合、つりボルト、六角ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー、ア
ンカーナットまたはカールプラグは、必ず M10 用の市販品をお求めください。
zzつりボルトでコンクリート天井に取り付ける場合のアンカーナットまたはカール■
プラグ取り付け用の穴は、メーカーが指定するサイズに合わせて開けてください。
zz各ナットは確実に締めつけ、緩みが発生しないよう必要に応じてダブルナット、■
ねじロックの処置を行ってください。
ダブルナット
zz木ねじで壁面や天井に取り付ける場合、壁面や天井の補強材へのねじの掛かり代■
を 20 mm 以上確保できる呼び径 4.1 mm および呼び径 3.1 mm の市販品の木■
ねじをお求めください。
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設置する（つづき）
■■補強された壁面に木ねじで取り付ける場合
A：呼び径 3.1 mm
木ねじ取り付け穴
シャフト
呼び径 4.1 mm
木ねじ

B：呼び径 4.1 mm
木ねじ取り付け穴

呼び径 3.1 mm
木ねじ
呼び径 4.1 mm
木ねじ

落下防止ワイヤー
アタッチプレート

補強材

A：呼び径 3.1 mm
木ねじ取り付け穴

呼び径 3.1 mm
木ねじ

壁面

1)“ 取り付け穴寸法”
（z 10 ページ）を参考にして、取り付け用の穴を加工する
zz壁面に取り付ける場合は、シャフトを上側にしてください。
zz取り付け方法は２通り選択できます。■
A：こちらは呼び径 3.1 mm の木ねじ 4 本で固定します。
■
B：こちらは呼び径 4.1 mm の木ねじ 4 本で固定します。
■
補強材の種類により、A の穴（4 か所）または B の穴（4 か所）を使用してください。
zz壁面に木ねじで固定する位置（4 か所）に印を付けてください。
2) アタッチプレートを壁面に取り付ける
zzアタッチプレートの固定には、上記の２通りの取り付け方法に応じて、呼び径 4.1 mm または 3.1 mm
の市販品の木ねじを使用してください。
zz取り付け先の壁面の強度が不足している場合、製品の落下や破損などが発生するおそれがあります。安全
係数に留意して十分な補強を行ってください。
zz壁面を補強する場合は、補強材へのねじの掛かり代を 20 mm 以上確保してください。
3) 落下防止ワイヤーを壁面に取り付ける
zz落下防止ワイヤーは、アタッチプレートにテープ止めされています。
zzテープをはがし、落下防止ワイヤーの片方を呼び径 4.1 mm の市販品の木ねじを使用して、アタッチプレー
トの大きな丸穴の中央付近に取り付けてください。
お願い
zz壁面に木ねじを使用して取り付ける場合は、必ず落下防止ワイヤーを壁面に取り付けてください。
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設置する（つづき）
［参考］
木ねじの引抜強度 	

単位（N）

木ねじ
木ねじ
樹種
（呼び径 4.1 mm × 掛かり代 20 mm） （呼び径 3.1 mm × 掛かり代 20 mm）
（厚み 20 mm 以上）
板目
柾目
小口
板目
柾目
小口
松

1317

1114

912

796

674

551

杉

1013

1013

709

檜

1621

2127

912

613

613

429

980

1286

551

ラワン

912

ー

551

ー

クロス合板

1114

810

674

490

平行合板

810

399

490

241

日本語 - 13

OM_NTN98002_J_161203.indd 13

2019/5/15 13:35:06

設置する（つづき）
■■つりボルトの取り付け先がコンクリートの場合
アンカーナットまたは
カールプラグ

平ワッシャー
スプリングワッシャー
平ワッシャー

アンカーナットまたは
カールプラグ

コンクリート

六角ナット
つりボルト
六角ナット

平ワッシャー
スプリングワッシャー
平ワッシャー

六角ナット
つりボルト
六角ナット

天井板
スプリングワッシャー
アタッチプレート

スプリングワッシャー

天井面からのボルトの出代 20 mm 〜 30 mm*1
*1 ダブルナットの場合は 27 mm 〜 30 mm

1)“ 取り付け穴寸法”
（z 10 ページ）を参考にして、取り付け用の穴を加工する
zzアンカーナットまたはカールプラグ取り付け用の穴は、メーカーが指定するサイズに合わせて開けてくだ
さい。
zz天井板には、つりボルト（M10）が通る穴（× 2）を開けてください。
2) コンクリート天井につりボルト 2 本を取り付ける
zzコンクリート天井にアンカーナットまたはカールプラグを取り付け、つりボルト 2 本をしっかりと固定し
てください。
zzアンカーナットまたはカールプラグの取り付けは、メーカーが指定する作業基準に従い、抜けや緩みのな
いよう、また位置ずれが発生しないよう、十分に注意してください。
zz天井のコンクリートが弱くてもろい場合や長年の使用で劣化が考えられる場合は、鉄骨や木材で補強を
行ってください。
3) アタッチプレートをつりボルトに取り付ける
zzアタッチプレート側のつりボルトの先端は、六角ナットから約 5 mm 飛び出すようにしてください。
zzアタッチプレートの表面からつりボルトの先端までの長さは、30 mm 以内にしてください。長すぎると、
プロジェクター取付金具が取り付けられなくなります。
zzアタッチプレートの取り付けには、必ず市販の平ワッシャーとスプリングワッシャーを使用してください。
お願い
zz天井板とアタッチプレートとを固定する六角ナットは、天井板の材料強度を考慮して締めつけを行ってくださ
い。天井板の材料強度が低い場合、指定のトルクで締めつけると、天井板が破損するおそれがあります。また
この場合、六角ナットの緩みが発生しないよう、ダブルナットやねじロックの処置を行ってください。
お知らせ
zzアタッチプレートをつりボルトに取り付ける場合は、天井板への落下防止ワイヤーの取り付けは不要です。
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設置する（つづき）
■■つりボルトの取り付け先が木製の梁の場合
スプリングワッシャー
平ワッシャー

スプリングワッシャー
六角ナット

平ワッシャー

六角ナット

梁
つりボルト
平ワッシャー

六角ナット

つりボルト
平ワッシャー

六角ナット

天井板
スプリングワッシャー

アタッチプレート

スプリングワッシャー

天井面からのボルトの出代 20 mm 〜 30 mm*1
*1 ダブルナットの場合は 27 mm 〜 30 mm

1)“ 取り付け穴寸法”
（z 10 ページ）を参考にして、取り付け用の穴を加工する
zz天井の梁部に、つりボルトの貫通穴を 2 か所開けてください。
zz天井板には、つりボルト（M10）が通る穴（× 2）を開けてください。
2) つりボルト 2 本を取り付ける
zz天井の梁部に、つりボルト 2 本をしっかりと固定してください。
zzつりボルトを固定する場所の強度が不足している場合は、安全係数に留意して十分な補強を行ってくださ
い。
3) アタッチプレートをつりボルトに取り付ける
zzアタッチプレート側のつりボルトの先端は、六角ナットから約 5 mm 飛び出すようにしてください。
zzアタッチプレートの表面からつりボルトの先端までの長さは、30 mm 以内にしてください。長すぎると、
プロジェクター取付金具が取り付けられなくなります。
zzアタッチプレートの取り付けには、必ず市販の平ワッシャーとスプリングワッシャーを使用してください。
お願い
zz天井板とアタッチプレートとを固定する六角ナットは、天井板の材料強度を考慮して締めつけを行ってくださ
い。天井板の材料強度が低い場合、指定のトルクで締めつけると、天井板が破損するおそれがあります。また
この場合、六角ナットの緩みが発生しないよう、ダブルナットやねじロックの処置を行ってください。
お知らせ
zzアタッチプレートをつりボルトに取り付ける場合は、天井板への落下防止ワイヤーの取り付けは不要です。
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設置する（つづき）
■■補強された天井板に木ねじで取り付ける場合
補強材

呼び径 3.1 mm
木ねじ
呼び径 4.1 mm
A：呼び径 3.1 mm 木ねじ
木ねじ取り付け穴

アタッチプレート

落下防止ワイヤー

呼び径 3.1 mm
木ねじ

天井板

A：呼び径 3.1 mm
木ねじ取り付け穴

B：呼び径 4.1 mm
木ねじ取り付け穴

1)“ 取り付け穴寸法”
（z 10 ページ）を参考にして、取り付け用の穴を加工する
zz取り付け方法は２通り選択できます。■
A：こちらは呼び径 3.1 mm の木ねじ 4 本で固定します。
■
B：こちらは呼び径 4.1 mm の木ねじ 4 本で固定します。
■
補強材の種類により、A の穴（4 か所）または B の穴（4 か所）を使用してください。
zz天井板に木ねじで固定する位置（4 か所）に印を付けてください。
2) アタッチプレートを天井に取り付ける
zzアタッチプレートの固定には、上記の２通りの取り付け方法に応じて、呼び径 4.1 mm または 3.1 mm
の市販品の木ねじを使用してください。
zz取り付け先の天井板の強度が不足している場合、製品の落下や、天井板の湾曲、破損などが発生するおそ
れがあります。安全係数に留意して十分な補強を行ってください。
zz天井を補強する場合は、補強材へのねじの掛かり代を 20 mm 以上確保してください。
3) 落下防止ワイヤーを天井に取り付ける
zz落下防止ワイヤーは、アタッチプレートにテープ止めされています。
zzテープをはがし、落下防止ワイヤーの片方を呼び径 4.1 mm の市販品の木ねじを使用して、アタッチプレー
トの大きな丸穴の中央付近に取り付けてください。
お願い
zz天井板に木ねじを使用して取り付ける場合は、必ず落下防止ワイヤーを天井板に取り付けてください。
［参考］
木ねじの引抜強度 	

単位（N）

木ねじ■
樹種
（呼び径 4.1 mm × 掛かり代 20 mm）
（厚み 20 mm 以上）
板目
柾目
小口

木ねじ■
（呼び径３.1 mm × 掛かり代 20 mm）
板目

柾目

小口

松

1317

1114

912

796

674

551

杉

1013

1013

709

613

613

429

檜

1621

2127

912

980

1286

551

ラワン

912

ー

551

ー

クロス合板

1114

810

674

490

平行合板

810

399

490

241

16 - 日本語

OM_NTN98002_J_161203.indd 16

2019/5/15 13:35:07

設置する（つづき）
プロジェクターの本体部の向きを変更する
取り付け作業を行いやすくするため、プロジェクターの本体部の向きを変更します。
1) プロジェクターを、平らな面に敷いた柔らかい布な
どの上に置く

ボールジョイント
固定ねじ

2) ボールジョイント固定ねじを緩める
zzプロジェクターのボールジョイント固定ねじを、
プロジェクターに付属の六角レンチ（対辺サイ
ズ 5.0 mm）で緩めてください。

ボールジョイント
ストッパー

シャフトホルダー

本体部

3) 本体部の向きを変更する
zzボールジョイント固定ねじを緩めるとシャフト
ホルダーが回転できるようになりますので、本
体部の向きを変更してください。
4) ボールジョイント固定ねじを締めつける
zz取り付け作業中に本体部が動かないよう、ボー
ルジョイント固定ねじをプロジェクターに付属
の六角レンチ（対辺サイズ 5.0 mm）でしっか
りと締めつけてください。
お願い
zzポール部分を手で持ちながらポールジョイント固定ね
じを緩めると、ポールと本体部との間で手や指を挟む
おそれがありますのでご注意ください。
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設置する（つづき）
プロジェクター取付金具をプロジェクターに取り付ける
プロジェクター取付金具をプロジェクターに取り付けます。
1) プロジェクターを作業用の台に置く
zzプロジェクターの電源部を、柔らかい布などを
敷いた作業用の台の上に置いてください。

電源部

お願い
zzプロジェクターが不安定な状態になりますので、
プロジェクター取付金具の取り付け作業は 2 人以
上で行ってください。

2) プロジェクター取付金具の向きを合わせる
zzプロジェクター取付金具を、プロジェクターの
電源部に対して 90°の向きにしてください。

プロジェクター
取付金具
電源部

開口部

3) プロジェクター取付金具をプロジェクターに取り
付ける
zzプロジェクター取付金具の開口部をプロジェク
ターの凸部の位置に合わせて取り付けてくださ
い。

凸部

18 - 日本語
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設置する（つづき）
4) プロジェクター取付金具を回転させる
zzプロジェクター取付金具を回転させ、プロジェ
クターの電源部の向きと合わせてください。

5) プロジェクター取付金具をスライドさせる
zzプロジェクター取付金具をスライドさせ、プロ
ジェクターの電源部の〈AC IN〉端子側にはめ
込んでください。

電源部

〈AC IN〉端子
電源部

6) 座金組み込みねじでプロジェクター取付金具を固
定する
zz付属の座金組み込みねじ（M4 × 8）4 本で、
プロジェクター取付金具をしっかりと固定して
ください。
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設置する（つづき）
プロジェクターをアタッチプレートに取り付ける
プロジェクター取付金具を取り付けたプロジェクターを、壁面または天井に取り付けたアタッチプレートに組み
付けます。

■■壁面に取り付ける場合
お願い
zz壁面へ取り付ける場合は、プロジェクターのポール側を上側にし、電源部の長手方向を垂直にして取り付けて
ください。
ボールジョイント
固定ねじ

引っ掛け部

シャフト

1) プロジェクターの本体部の向きを変更する
z“プロジェクターの本体部の向きを変更する”
z
（z 17 ページ）を参考にして、左図のイ
ラストの向きに本体部の向きを変更し、ボール
ジョイント固定ねじを締めつけてください。
2) アタッチプレートのシャフトに、プロジェクター
取付金具の引っ掛け部を引っ掛ける

警告
■■ 取り付け・設置作業は 2 人以上で行う
プロジェクター取付金具
アタッチプレート
引っ掛け部

シャフト

3) プロジェクター取付金具をアタッチプレートに組
み付ける
zzプロジェクター取付金具を左図のようにスライ
ドさせて、アタッチプレートのシャフトにプロ
ジェクター取付金具の引っ掛け部をはめ込んで
ください。
お願い
zzアタッチプレートのシャフトがプロジェクター
取付金具の引っ掛け部にはまり込むまでは、手
を離さないでください。
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設置する（つづき）

ねじ穴

4) プロジェクター取付金具のフックをアタッチプ
レートに引っ掛ける
zzシャフトを軸にプロジェクターのポールを少し
持ち上げるとフックがアタッチプレートに引っ
掛かり、プロジェクター取付金具とアタッチプ
レートのねじ穴も合わせることができます。
zz手順 5) のねじ固定のため、両者のねじ穴を合
わせて保持してください。

フック

5) 座金組み込みねじでプロジェクター取付金具をア
タッチプレートに固定する
zz付属の座金組み込みねじ（M4 × 8）4 本で、
プロジェクター取付金具をしっかりと固定して
ください。

日本語 - 21

OM_NTN98002_J_161203.indd 21

2019/5/15 13:35:15

設置する（つづき）
■■天井に取り付ける場合
シャフト

アタッチプレート

1) プロジェクターの本体部の向きを変更する
z“プロジェクターの本体部の向きを変更する”
z
（z 17 ページ）を参考にして、左図のイ
ラストの向きに本体部の向きを変更し、ボール
ジョイント固定ねじを締めつけてください。
2) アタッチプレートのシャフトに、プロジェクター
取付金具の引っ掛け部を引っ掛ける

引っ掛け部
プロジェクター取付金具

ボールジョイント
固定ねじ

警告
■■ 取り付け・設置作業は 2 人以上で行う

3) プロジェクター取付金具をアタッチプレートに組
み付ける
zzプロジェクター取付金具をスライドさせて、ア
タッチプレートのシャフトにプロジェクター取
付金具の引っ掛け部をはめ込み、反対側のフッ
クをアタッチプレートに引っ掛けてください。
お願い
zzプロジェクター取付金具の両端がアタッチプ
レートに引っ掛かるまでは、手を離さないでく
ださい。

シャフト

引っ掛け部

フック

4) 座金組み込みねじでプロジェクター取付金具をア
タッチプレートに固定する
zz付属の座金組み込みねじ（M4 × 8）4 本で、
プロジェクター取付金具をしっかりと固定して
ください。
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設置する（つづき）
電源コードをプロジェクターに接続する
付属の電源コードをプロジェクターに取り付けます。
電源コードの抜けを防止するため、付属の電源コードを使用して、プロジェクターの〈AC IN〉端子に根元まで
確実に差し込んで固定してください。
電源コードの詳しい取り扱いについては“安全上のご注意”（z 3 ページ）をご覧ください。
1) プロジェクターの〈AC IN〉端子と電源コードの
コネクターの形状を確認し、向きを合わせて根元
までしっかりと差し込む
<AC IN> 端子

コネクター

電源コード抜け
防止カバー

2) 電源コード抜け防止カバーを取り付ける
zz電源部の〈AC IN〉端子の両側のガイドに沿っ
て、プロジェクターに付属の電源コード抜け防
止カバーを取り付けてください。■
このとき電源コードのコネクターが、電源コー
ド抜け防止カバーのリブよりも内側（電源部側）
に納まっていることを確認してください。

リブ
コネクター
ガイド
電源コード抜け
防止カバー

ⅱ
電源部

ⅰ
ツメ

ストラップ
電源ケースカバー

ガイド

3) 電源ケースカバーのストラップを電源コード抜け
防止カバーに掛ける
zzあらかじめ付属の電源ケースカバーに取り付け
ておいたストラップを、左図のように電源コー
ド抜け防止カバーに掛けます。
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設置する（つづき）
4) 電源コード抜け防止カバーを閉じる
zzストラップを掛けた状態で、電源コード抜け防
止カバーのツメがカチッと音がするまで押し込
みます。■
このときストラップをツメで挟み込まないよう
にしてください。
zzストラップは、電源ケースカバーが外れ落ちる
ことを防止するためのものです。必ず電源コー
ド抜け防止カバーに引っ掛けた状態でご使用く
ださい。

切り欠き部
電源部

ⅰ
ⅱ

5) 電源ケースカバーを取り付ける
zz電源ケースカバー下側中央の凸部を電源部の凹
部に合わせながら（ⅰ）、電源ケースカバー上
側左右のツメを電源部の切り欠き部にカチッと
音がするまで押し込んでください（ⅱ）。■
このとき、電源ケースカバーでストラップを挟
み込まないようにしてください。

ツメ
電源ケースカバー

電源ケースカバー取り付け完了後のイメージ
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設置する（つづき）
投写位置を調整する
プロジェクターの本体部の向きを調整して投写位置を定めます。
1) ボールジョイント固定ねじを緩める
zzプロジェクターのボールジョイント固定ねじ
を、プロジェクターに付属の六角レンチ（対辺
サイズ 5.0 mm）で緩めてください。

ポール
シャフトホルダー
ボールジョイント固定ねじ
ボールジョイントストッパー
ボールジョイント可動部

シャフトホルダー

360°

本体部

シャフトホルダー

2) 本体部の向きを調整する

ボールジョイント
zzボールジョイント固定ねじを緩めると、シャフ
ストッパー

トホルダーを 360°回転することができます。
■
シャフトホルダーを回して本体部を傾けたい方
向に、ボールジョイント可動部を向けます。

ボールジョイント

zzボールジョイントストッパーを取り外すと、
可動範囲：約 90°
360°
ボールジョイントを自由に動かすことができま
す。■
本体部を 360°回転させることや、ボールジョ
イント可動部で本体部を 90°傾けることがで
きます。

ボールジョイント
ストッパー

360°

本体部
360°

ボールジョイント
可動範囲：約 90°

3) ボールジョイント固定ねじを締めつける
zz本体部を支えながら、ボールジョイント固定ね
じを、プロジェクターに付属の六角レンチ（対
辺サイズ 5.0 mm）でしっかりと締めつけて
ください。
お願い
zzプロジェクターの本体部と電源部はケーブルなどで接続されています。本体部を必要以上に回転させたり傾け
たりしないでください。
zz外部機器との接続ケーブルを接続したまま本体部の向きを調整する際は、接続ケーブルの破損にご注意ください。
zzポール部分を手で持ちながらポールジョイント固定ねじを緩めると、ポールと本体部との間で手や指を挟むおそ
れがありますのでご注意ください。
zz取り外したボールジョイントストッパーは、将来また取り付けられるように保管しておいてください。
お知らせ
zz概略調整後、プロジェクターの取扱説明書をご参照のうえ、実際に投写しながら投写位置やフォーカス、投写
画面サイズを調整してください。また必要に応じて、台形ひずみを補正してください。
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仕様
外形寸法 *1

横幅 84 mm

質量

高さ 40 mm

奥行 440.4 mm

1.3 kg

外装色

NTN98002W：白（NTN91003W との組み合わせ用）
NTN98002B：黒（NTN91003B との組み合わせ用）

電源コードの長さ

2.0 m

*1 ：本製品単独で組み立てた状態で、突起部および電源コード、電源ケースカバーを除いた寸法です。

外形寸法図
アタッチプレートとプロジェクター取付金具を組み合わせた状態の寸法です。
単位：mm

84
40

49.8

92

440.4
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仕様（つづき）
組立寸法図
本製品を別売品のプロジェクター（品番：NTN91003W / NTN91003B）に取り付けた状態の寸法です。

152.4

278.8

本体部回転 360°

単位：mm

97
φ 170

173.4
343.4

92
84

22.5

440.4

149.2
113.5

33.6

ボールジョイント
可動範囲：約 90°

37.1

258.4

295.5
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