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      注意
• 必ず取扱説明書に従って本製品の組み立てを行って下さい。取り扱いを誤った場
合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れがあります。

• 取り付けるモニターの重量が、本製品で定められた最大積載重量を超えないよう
にして下さい。最大積載重量をオーバーした場合、傷害を負う恐れやモニターに
損害が発生する恐れがあります。本製品は、最大9kgまでのモニター重量に対応し
ています。

• 本製品で使用している部品の一部が紛失していたり損傷している状態で使用する
のは絶対に止めて下さい。

• 本製品を頑丈で損傷のない間仕切りデスクの壁に取り付けることができます。損
傷のある壁に本製品を取り付けた場合、製品が期待どおりに機能せず、モニター
や物品の損害が発生する恐れがあります。

• モニターの全重量を支えた状態で、モニターの高さ調整を始めて下さい。取り扱
いを誤った場合、傷害を負う恐れやモニターへの損害が発生する恐れがあります。

• 繰り返しモニターの角度や高さ調整を行うのは避けて下さい。そうした場合、L型
ブラケットが緩む恐れがありますので、再度ドライバーで締め直して下さい。

• ブラケットのネジを強く締めすぎたり、ネジの頭をつぶさないように注意して下さ
い。

• ケーブルの一部が本製品の可動部に引っ掛かってしまった場合、傷害を負う恐れ
やモニターや本製品に損害が発生する恐れがあります。

• モニターマウントを間仕切りデスクの壁の高い位置に取り付ける場合は、モニタ
ーマウントの底部から数えて7番目の穴よりも低い位置にモニターマウントを取り
付けないようにして下さい。
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 Warning statements
Make sure to assemble this product according to the instructions. Failure to do so might result in personal 
injury or property damage.

Make sure that the weight of the monitor doesn’t exceed the weight capacity of this product. If you exceed 
the weight capacity, you might experience personal injury or damage to the equipment. This product can 
support the following weight: Up to 20 lb. (9 kg).

Never operate this product if parts are missing or damaged.

This product should be attached to a cubicle wall that is sturdy and isn’t damaged in any way. If you attach 
this product to a damaged wall, the product may not work as expected and you may experience equipment 
or property damage.

Make sure that you support the weight of the monitor before you begin to adjust the height of the monitor. 
Failure to do so could result in personal injury or damage to the equipment.

Avoid repeatedly tilting or adjusting the monitor, as doing so might loosen the L-bracket. If the L-bracket 
does become loose, use a screwdriver to tighten it.

Avoid overtightening or stripping the bracket screws.

Allowing any part of your component cables to get caught between moveable parts might result in personal 
injury or damage to your equipment.

If hanging the monitor mount on a high cubicle wall, don’t position the monitor mount lower than the 
seventh hole from the bottom of the monitor mount.

注意
必ず取扱説明書に従って本製品の組み立てを行って下さい。取り扱いを誤った場合に、傷害を負う
恐れや物的損害が発生する恐れがあります。

取り付けるモニターの重量が、本製品で定められた最大積載重量を超えないようにして下さい。.
最大積載重量をオーバーした場合、傷害を負う恐れやモニターに損害が発生する恐れがあります。
本製品は、最大9kgまでのモニター重量に対応しています。

本製品で使用している部品の一部が紛失していたり損傷している状態で使用するのは絶対に止め
て下さい。

本製品を頑丈で損傷のない間仕切りデスクの壁に取り付けることができます。損傷のある壁に
本製品を取り付けた場合、製品が期待どおりに機能せず、モニターや物品の損害が発生する恐
れがあります。

モニターの全重量を支えた状態で、モニターの高さ調整を始めて下さい。取り扱いを誤った場合、
傷害を負う恐れやモニターへの損害が発生する恐れがあります。

繰り返しモニターの角度や高さ調整を行うのは避けて下さい。そうした場合、L型ブラケットが緩む
恐れがありますので、再度ドライバーで締め直して下さい。

ブラケットのネジを強く締めすぎたり、ネジの頭をつぶさないように注意して下さい。

ケーブルの一部が本製品の可動部に引っ掛かってしまった場合、傷害を負う恐れやモニターや本製
品に損害が発生する恐れがあります。

モニターマウントを間仕切りデスクの壁の高い位置に取り付ける場合は、モニターマウントの底部
から数えて7番目の穴よりも低い位置にモニターマウントを取り付けないようにして下さい。

Varningsmeddelanden
Se till att du monterar produkten i enlighet med instruktionerna. Om du inte gör det kan skada på person 
eller egendom uppstå.

Se till att skärmens vikt inte överstiger produktens viktkapacitet. Om viktkapaciteten överstigs kan skada på 
person eller utrustning uppstå. Denna produkt har stöd för följande vikter: Upp till  9 kg.

Använd aldrig produkten om delar saknas eller är skadade.

Denna produkt ska fästas på en båsvägg som är stabil och inte skadad. Om du fäster produkten på en 
skadad vägg kanske inte produkten fungerar som förväntat och skador på utrustning eller egendom 
kan uppstå.

Se till att skärmens vikt stöds innan du börjar justera höjden på skärmen. Om du inte gör det kan skada på 
person eller utrustning uppstå.

Undvik att luta eller justera skärmen upprepade gånger eftersom det kan göra att L-fästet lossnar. Om 
L-fästet lossnar, använd en skruvmejsel för att skruva fast det igen.

Undvik att skruva dit fästets skruvar för hårt eller att slita bort gängorna.

Om någon del av dina komponentkablar fastnar mellan rörliga delar kan skada på person eller utrustning 
uppstå. 

Om du hänger skärmmonteringen på en hög båsvägg, placera inte skärmmonteringen lägre än det sjunde 
hålet från skärmmonteringens botten.

Waarschuwingen
Zorg dat dit product volgens de instructies in elkaar wordt gezet. Indien dit niet goed gebeurt kan 
lichamelijk letsel of materiële schade ontstaan.

Zorg dat het gewicht van het scherm de maximale capaciteit van dit product niet overschrijdt. Als u de 
gewichtscapaciteit overschrijdt, kan persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur ontstaan. Dit product 
ondersteunt het volgende gewicht: Tot 9 kg.

Gebruik dit product nooit als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Dit product moet worden bevestigd aan een stevige en onbeschadigde cubicle-wand. Als u dit product 
aan een beschadigde wand bevestigt, kan het product niet zoals verwacht werken en kunnen apparatuur 
of eigendom beschadigd worden.

Zorg dat u het gewicht van het scherm ondersteunt voordat u begint met afstelling van de schermhoogte. 
Anders zou lichamelijk letsel of schade aan de apparatuur kunnen ontstaan.

Voorkom herhaaldelijk optillen of afstellen van het scherm, anders zou de L-beugel los kunnen raken. Als de 
L-beugel losraakt, moet u deze met een schroevendraaier vastdraaien.

Voorkom het te strak vastdraaien of strippen van de beugelschroeven.

Als uw componentkabels tussen bewegende delen vast komen te zitten, kan dit lichamelijk letsel of schade 
aan de apparatuur veroorzaken. 

Als u de monitor arm aan een hoge cubicle-wand hangt, plaats de monitor arm dan niet lager dan het 
zevende gat vanaf de onderkant van de monitor arm.

Warnhinweise
Montieren Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen. Anderenfalls kann dies zu Verletzungen von 
Personen oder Schäden an Eigentum führen.

Das Gewicht des Monitors darf die zulässige Traglast des Produkts nicht übersteigen. Wenn die Traglast 
überschritten wird, kann dies zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen. Dieses 
Produkt ist für folgendes Gewicht geeignet: Bis zu 9 kg.

Das Produkt darf nicht bedient werden, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Dieses Produkt muss an einer Arbeitskabinenwand befestigt werden, die stabil und in keiner Weise 
beschädigt ist. Wenn dieses Produkt an einer beschädigten Wand befestigt wird, funktioniert das 
Produkt möglicherweise nicht wie erwartet, und es können Schäden an Geräten oder anderem 
Eigentum entstehen.

Stützen Sie das Gewicht des Monitors ab, bevor Sie die Höhe des Monitors einstellen. Andernfalls kann es 
zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Vermeiden Sie wiederholtes Neigen oder Einstellen des Monitors, da sich hierdurch die L-Halterung lösen 
kann. Wenn sich die L-Halterung löst, schrauben Sie sie mit einem Schraubendreher wieder fest.

Vermeiden Sie zu starkes Festziehen oder Abziehen der Halterungsschrauben.

Wenn sich Komponentenkabel in beweglichen Teilen verfangen, kann dies zu Verletzungen von Personen 
oder Schäden an Geräten führen. 

Wenn der Monitorhalter an einer hohen Kabinenwand aufgehängt wird, darf der Monitor nicht niedriger 
als in der siebenten Bohrung von der Unterkante des Monitorhalters platziert werden.

Advertencias de uso
Asegúrese de ensamblar este producto según las instrucciones. De lo contrario, pueden producirse 
lesiones personales o daños de propiedad.

Asegúrese de que el peso del monitor no exceda la capacidad de carga de este producto. Si se excede 
dicha capacidad se podrían producirse lesiones personales o daños al equipo. Este producto tiene la 
siguiente capacidad de carga: hasta 9kg.

Este producto debe fijarse a la pared de un cubículo que sea resistente y que no esté deteriorada en 
modo alguno. Si instala este producto en una pared deteriorada, puede que el producto no funcione de 
la forma esperada y que se produzcan daños al equipo o la propiedad.

Antes de ajustar la altura del monitor, asegúrese de que el monitor esté debidamente soportado por la 
plataforma. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales o daños al equipo.

Evite inclinar o ajustar el monitor repetidamente, ya que esto podría aflojar los tornillos de fijación del 
soporte en L. Si el soporte en L se suelta o sus tornillos se aflojan, utilice un destornillador para apretarlo 
o volver a fijarlo de forma debida.

Evite atornillar demasiado fuerte, pues el hacerlo produce daños en la rosca de los tornillos.

Nunca opere o ponga en funcionamiento este producto si faltan elementos o hay daños en los mismos.

En caso de que los cables de su componente queden atascados en piezas en movimiento se pueden 
producir lesiones personales o daños al equipo. 

Si va a colgar el soporte de monitor en un cubículo con paredes altas, no lo sitúe en una posición inferior 
al séptimo agujero a partir de la parte inferior del soporte.

Mensagens de aviso
Certifique-se de que monta este produto de acordo com as instruções. O incumprimento pode resultar 
em ferimentos pessoais ou danos de propriedade.

Certifique-se de que o peso do monitor não excede a capacidade de peso deste produto. Se exceder a 
capacidade de peso, poderá sofrer ferimentos pessoais ou danos no equipamento. Este produto pode 
suportar o seguinte peso: Até 9 kg.

Nunca opere este produto se faltarem peças ou estas estiverem danificadas.

Este produto deve ser fixado à parede de um cubículo que seja resistente e não esteja danificada de 
forma alguma. Se fixar este produto a uma parede danificada, o produto pode não funcionar como 
esperado e pode sofrer danos no equipamento ou de propriedade.

Certifique-se de que apoia o peso do monitor antes de começar a ajustar a altura do monitor. O 
incumprimento resultará em ferimentos pessoais ou danos no equipamento.

Evite inclinar ou ajustar repetidamente o monitor, uma vez que isto pode soltar o suporte em L. Se o 
suporte em L ficar solto, use uma chave de fendas para apertá-lo.

Evite apertar demasiado ou descortiçar os parafusos do suporte.

Ao permitir que qualquer parte dos cabos do seu componente fique preso entre partes móveis, pode 
resultar em ferimentos pessoais ou danos no seu equipamento. 

Se pendurar a montagem do monitor na parede de um cubículo elevado, não posicione a montagem do 
monitor abaixo do sétimo orifício a contar do fundo da montagem do monitor.

Dichiarazioni di avvertenza
Assemblare il prodotto rispettando le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare 
danni a persone o proprietà.

Verificare che il peso del monitor non superi la capacità di supporto del prodotto. In caso di superamento 
della capacità del supporto potrebbero verificarsi danni a persone o apparecchiature. Il prodotto è in 
grado di sostenere i seguenti pesi: Fino a 9 kg.

In nessun caso utilizzare il prodotto in presenza di parti mancanti o danneggiate.

Installare il prodotto su una parete per box resistente e non danneggiata. Installando il prodotto su 
una parete danneggiata, il supporto potrebbe non funzionare in maniera ottimale e causare danni a 
proprietà o apparecchiature.

Sostenere il peso del monitor prima di regolarne l’altezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni 
potrebbe causare danni a persone o proprietà.

Evitare la regolazione o l’inclinazione ripetuta del monitor poiché potrebbe allentare la staffa a L. In caso 
di allentamento della staffa a L, serrarla con un cacciavite.

Non stringere eccessivamente o danneggiare le viti della staffa.
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L’eventuale intrappolamento dei cavi del componente fra elementi in movimento potrebbe causare danni 
a persone o apparecchiature. 

Installando il monitor su un muro per box di notevole altezza, non posizionarlo al di sotto del settimo foro 
partendo dalla parte inferiore del supporto del monitor.

Avertissements
Assemblez ce produit conformément aux instructions. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez 
de vous blesser ou d’endommager l’équipement.

Vérifiez que le poids du moniteur ne dépasse pas la capacité pondérale du produit. Si vous dépassez la 
capacité pondérale, vous risquez des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ce produit peut 
supporter jusqu’à 9 kg. 

N’utilisez pas ce produit si des pièces sont endommagées ou manquantes.

Ce produit est conçu pour être fixé en appui sur le dessus d‘une cloison solide et ne présentant aucun 
dommage. Si vous fixez ce produit sur une cloison en mauvais état, il pourrait ne pas fonctionner 
correctement et être endommagé.

Vérifiez que le poids du moniteur est bien supporté avant de commencer à régler la taille du moniteur. Si 
vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser ou d’endommager l’équipement.

Évitez de faire basculer ou de régler le moniteur trop fréquemment, car vous risqueriez de détendre le 
support en L. Si le support en L se détend, utilisez un tournevis pour le resserrer.

Évitez de trop serrer ou de dénuder les vis du support.

Si les câbles des composants se coincent entre des parties mobiles, vous risquez des blessures corporelles 
ou des dommages matériels. 

Si vous installez le support de fixation d’écran sur une cloison haute, ne positionnez pas l’écran plus bas que 
le septième trou en partant du bas du support de fixation.
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はじめに
ARMCBCLを使用すれば、モニタをパーティションに取り付けてデスク上の作業スペ
ースを最大限確保することができます。ARMCBCLに備わっている高さ調節ピンを利
用すればモニタの高さを素早く変更できます。また、ケーブルオーガナイザを利用す
ればデスク上でケーブルが乱雑に絡まるのを防げます。ARMCBCLはパーティション
の厚さにフィットするよう調節できます。ARMCBCLは簡単に組み立てられ、取り付け
に特別な工具は必要ありません。

製品図

ケーブルオーガナイザ

取付用金具

取付用金具ハードウェア

ケーブル調節ピン

高さ調節ピン

VESAモニタマウント

取付穴
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小型L型取付用金具

大型L型取付用金具

38.mm.-.64.mm
1.5インチ.-..2.5インチ

64.mm.-.89.mm
2.5インチ.-..3.5インチ

88.mm.-.102.mm
3.5インチ.-..4.5インチ

114.mm.-.139.mm
4.5インチ.-..5.5インチ
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100.mm
(3.9インチ)

75.mm
(2.9インチ)

100.mm
(3.9インチ)

6.5.mm
(0.3インチ)

75.mm
(2.9インチ)

20.mm
(0.8インチ)

460.5.mm
(18.1インチ)

55.mm
(2.2インチ)
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パッケージの内容

パーティション用.
ハンギングモニタマウント

数量：1

小型L型取付用金具
数量：1

大型L型取付用金具
数量：1

ゴム製パッド
数量：2

M4x12ネジ
数量：4

M4x25ネジ
数量：4

スペーサー
数量：4

ユーザマニュアル
数量：1

1 2 3

4 5 6

7 8

必要な工具
• プラスドライバー

システム要件は変更される場合があります。最新の要件は、www.startech.com/
ARMCBCLでご確認ください。



ユーザマニュアル
5

インストール手順
L型取付用金具について
ARMCBCLに付属している2つのL型取付用金具を使用すれば、モニタマウントをさま
ざまなパーティションに掛けることができます。取付用金具には穴が開けてあります
ので、パーティションの厚さにぴったり合わせることができます。.
各L型取付用金具は短辺または長辺のどちら側でもARMCBCLに取り付けられます。

L型取付用金具を取り付ける
警告！本製品は頑丈で破損した箇所のないパーティションに取り付けてください。本
製品を破損したパーティションに取り付けると正常に機能せず、機器や資産の損害に
つながる恐れがあります。
1. ARMCBCLを取り付けるパーティションのおおよその厚さを把握し、小型L型取付

用金具（2）または大型L型取付用金具（3）のいずれかを選択します。
2. 2つのゴムパッド（4）から裏当てを剥がします。
3. 取付用金具の各穴の上部に、ゴムパッドを貼り付けます。（図1）

取付用金具
ゴム製パッド

図1

4. プラスドライバーでパーティション用ハンギングモニタマウント（1）から取付用金具
ハードウェア（ネジとワッシャ）を取り外します。

5. パーティションの厚さをもとに、取付用金具の短辺または長辺とモニタマウント上
部の穴の位置を合わせます。

6. プラスドライバーで取付金具用のネジをワッシャ、取付用金具、モニタマウントに
差し込みます。ネジはまだ締めないでください。（図2）
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ゴム製パッド

取付用金具

パーティション用.
ハンギングモニタマウント

ワッシャ

ネジ

図2

7. モニタマウントをパーティションの端の上でスライドさせます。
8. 取付用金具をパーティションのおおよその厚さになるまで動かします。パーティシ
ョンと取付用金具の間に2.mmの空間を開け、モニタを取り付けるモニタマウント
をパーティションから離してスライドできるようにします。

9. プラスドライバーで取付金具用ネジを締めます。

モニタを取り付ける
警告！モニタの重量が本製品の耐荷重を超えないようにご注意ください。万一耐荷重
を超えるようなことがあれば、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。本製品
の耐荷重：最大9.kg。
注意！パーティション用ハンギングモニタマウントへの取り付け途中にモニタの表面
に傷が付かないよう、慎重に取り扱ってください。
1. パーティションからパーティション用ハンギングモニタマウント（1）を取り外します。
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ケーブルを配線する
警告！本製品の一部を可動部に挟んでしまうとケガや機器の損傷につながる恐れが
あります。
1. モニタをパーティション用ハンギングモニタマウント（1）に取り付けてから、ケーブ
ルをモニタに接続します。

2. ケーブルをモニタマウントとケーブルオーガナイザに沿って配線します。（図3）
注意：.パーティションにモニタマウントを取り付けた後からでも、モニタとケーブルオ
ーガナイザの取り付け位置を調節することができます。

図3

モニタ

ケーブル

ケーブルオーガナイザ
ケーブル調節ピン

高さ調節ピン

2. 次の手順のひとつを実行します。
• VESAマウントがモニタの取付表面にぴったりくっついている場合は、M4x12.

ネジ（5）4本をモニタマウントのVESAマウントとモニタ背面の取付用穴に通
します。.
プラスドライバーでネジを締めます。

• VESAマウントがモニタの取付表面にぴったりくっついていない場合は、付
属のスペーサーを使用してください。M4x25ネジ（6）4本をモニタマウントの
VESAマウント、4つのスペーサー（7）、モニタ背面の取付用穴に通します。.
プラスドライバーでネジを締めます。.



ユーザマニュアル
8

モニタマウントを掛ける
警告！モニタの高さ調節を開始する前に、モニタの重量をしっかり支えられることを
確認してください。確認を怠った場合、ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。
警告！モニタを何回も傾けたり調節することは避けてください。L型取付用金具が緩ん
でしまう可能性があります。L型取付用金具が緩んでしまったら、プラスドライバーで
締め付けてください。
1. モニタを取り付けたら、パーティション用ハンギングモニタマウント（1）をパーティシ
ョンの端の上で慎重にスライドさせます。

2. プラスドライバーで取付金具用ネジを締めます。あるいは、必要な場合は、L型取
付用金具を再調節します。

3. モニタを最適な高さになるまで移動するには、高さ調節ピンを引いたままモニタ
マウントを上下にスライドさせます。

4. モニタの高さが決まったら、高さ調節ピンを放して取付穴に確実に差し込みます。
5. ケーブルオーガナイザの位置を調節するには、ケーブルオーガナイザピンを引い
たままケーブルオーガナイザを上下に動かします。

6. ケーブルオーガナイザの高さが決まったら、ケーブルオーガナイザピンを放して取
付用穴に確実に差し込みます。（図4）

図4

ケーブルオーガナイザ

ケーブルオーガナイザピン

高さ調節ピン

取付穴
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モニタマウントを背の高いパーティションに掛ける
モニタマウントを背の高いパーティションに掛ける必要のある時は、モニタマウント
を調節してその高さに合わせることができます。
モニタが既にモニタマウントに取り付けられている場合は、パーティション用ハンギ
ングモニタマウントを調節する前にモニタを取り外しておきます。
警告！モニタマウントを下から7つ目の穴より上に取り付けてください。
1. ケーブルオーガナイザピンを引いてパーティション用ハンギングモニタマウントか
ら離し、ケーブルオーガナイザをスライドさせます。

2. 高さ調節ピンを引いてパーティション用ハンギングモニタマウントから離し、モニ
タマウントをスライドさせます。

3. モニタマウントを回転させて高さ調節ピンが上に来るようにし、モニタマウントを
スライドさせてパーティション用ハンギングモニタマウントに戻します。

4. モニタマウントの高さが決まったら、高さ調節ピンを放して取付用穴に確実に差し
込みます。（図5）

図5

高さ調節ピン

取付穴

モニタマウント
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技術サポート
StarTech.comの永久無料技術サポートは、. 当社が業界屈指のソリューションを提供
するという企業理念において不可欠な部分を構成しています。お使いの製品につい
てヘルプが必要な場合は、.www.startech.com/support までアクセスしてください。当
社では、お客様をサポートするためにオンライン工具、マニュアル、ダウンロード可能
資料をご用意しています。
ドライバやソフトウェアに関する最新情報は.www.startech.com/downloads でご確認.
ください

保証に関する情報
本製品は2年間保証が付いています。.
StarTech.comは、資材や製造工程での欠陥に起因する商品を、新品購入日から、記
載されている期間保証します。この期間中、これら商品は修理のために返品される
か、当社の裁量にて相当品と交換いたします。保証で適用されるのは、部品代と人件
費のみです。StarTech.comは商品の誤用、乱雑な取り扱い、改造、その他通常の摩耗
や破損に起因する欠陥や損傷に対して保証いたしかねます。

責任制限
StarTech.com.Ltd..やStarTech.com.USA.LLP（またはその役員、幹部、従業員、または
代理人）は、商品の使用に起因または関連するいかなる損害（直接的、間接的、特別、
懲罰的、偶発的、派生的、その他を問わず）、利益損失、事業機会損失、金銭的損失に
対し、当該商品に対して支払われた金額を超えた一切の責任を負いかねます。一部
の州では、偶発的または派生的損害に対する免責または限定的保証を認めていませ
ん。これらの法律が適用される場合は、本書に記載される責任制限や免責規定が適
用されない場合があります。

商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボルの使用
本書は第三者企業の商標、登録商標、その他法律で保護されている名称やシンボル
をウェブサイト上で使用する場合がありますが、これらは一切StarTech.comとは関係
がありません。これらの使用は、お客様に製品内容を説明する目的でのみ行われてお
り、StarTech.comによる当該製品やサービスの保証や、これら第三者企業による本
書に記載される商品への保証を意味するものではありません。本書で直接的に肯定
する表現があったとしても、StarTech.comは、本書で使用されるすべての商標、登録
商標、サービスマーク、その他法律で保護される名称やシンボルは、それぞれの所有
者に帰属することをここに認めます。



見つけにくい製品が簡単に見つかります。StarTech.comでは、これが企業理念です。.
それは、お客様へのお約束です。

StarTech.comは、お客様が必要とするあらゆる接続用パーツを取り揃えたワンストッ
プショップです。最新技術からレガシー製品、そしてこれらの新旧デバイスを一緒に使
うためのあらゆるパーツ。当社はお客様のソリューションを接続するパーツを見つけ
るお手伝いをしています。

当社はお客様が必要なパーツを見つけるのを助け、世界中どこでも素早く配送しま
す。当社の技術アドバイザーまでご連絡いただくか、当社のウェブサイトまでアクセス
していただくだけで、お客様が必要としている製品をすぐに提示します。

StarTech.comが提供しているすべての製品に関する詳細な情報はwww.startech.com
までアクセスでご確認ください。ウェブサイトだけの便利な工具をお使いいただけ.
ます。

StarTech.comは接続や技術パーツのISO.9001認証メーカです。StarTech.comは1985
年に創立し、米国、カナダ、イギリス、台湾に拠点を構え、世界中の市場でサービスを提
供しています。


