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ARMUNONB

連接型アームとノートパソコン用ライザー
スタンド付きモニタマウント

*実際の製品は写真と異なる場合があります。
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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。
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はじめに
ARMUNONBを利用すれば、ノートパソコンとモニタをデスクより高い位置に簡単便
利に設置することができます。ARMUNONBは組み立てやすく、モニタとノートパソコ
ンを安心して取り付けられる頑丈な設計になっています。

製品図

モニタマウント

拡張アーム

支柱

高さ調節リング

ケーブル管理クリップ（支柱用）

スプリングアーム

ノートパソコントレイ

回転アーム

ゴム製パッド

ケーブルマネージャ
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クランプネジ

クランプノブ

ベース

デスククランプ
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技術仕様

測定の種類 数値

ディスプレイサイズ
15 ~ 27インチ

（381 mm ~ 686 mm）

モニタマウント可搬重量
最大8 kg

ノートパソコントレイ可搬重量
最大8 kg

傾き
-900 / +850

前後回転
1800

上下回転
3600

VESAモニタマウント
75x75 mm 穴パターン

100x100 mm 穴パターン
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パッケージの内容

回転アーム
数量：1

拡張アーム
数量：1

ノートパソコントレイ
数量：1

スプリングアーム
数量：1

支柱とクランプ
数量：1

M4x12 mmネジ
数量：4

M4x30 mmネジ
数量：4

M5x12 mmネジ
数量：4

M6x25 mmネジ
数量：1

ケーブル管理クリップ
（支柱用）

数量：1

M3六角レンチ
数量：1

M5六角レンチ
数量：1

M5 ケージナット
数量：4

高さ調節リング
（支柱とクランプに取り
付けられた状態で出荷さ

れます）
数量：1

スペーサー
数量：4

1 2 3

4 5 6

7 8 9

121110

151413
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ケーブル管理クリップ（ノ
ートパソコンアーム用）

数量：2

ゴム製パッド
数量：4

プラスチック製キャップ
数量：1

ユーザマニュアル
数量：1

インストールに必要な道具
• プラスドライバー
• 調節可能レンチ

インストールに必要な道具は変更される場合があります。最新の要件は、 
www.startech.com/ARMUNONBでご確認ください。

16 17 18

19
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組み立て手順
警告文
ARMUNONBは必ず以下の指示に従って組み立ててください。指示に従わない場合、
ケガや機器の損傷につながる恐れがあります。
モニタマウントまたはノートパソコントレイの可搬重量を超えた場合、ARMUNONBは
正常に動作しない可能性があります。また、ケガや物的損害が生じる恐れがあります。
部品が足りない場合や壊れている場合は決してARMUNONBを使用しないでください。

クランプをデスクまたはテーブルに取り付ける
注意： デスククランプは最大厚さ9 cm（90 mm）までのデスクまたはテーブルに取り
付けることができます。
1. 支柱とクランプのクランプノブを、クランプがデスクまたはテーブルの厚さに届く

まで反時計回りに回します（5）。
2. 支柱とクランプを奥までスライドさせてデスクまたはテーブルに乗せます。
3. クランプがデスクにしっかり固定されるまでクランプノブを時計回りに回してクラ

ンプを締めます。（図1）

図1

支柱とクランプ

クランプノブ
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ノートパソコントレイを回転アームに取り付ける
1. M5x12 mmネジ（8）4本をノートパソコントレイ（3）と回転アーム（1）のVESAマウン

トの4つの穴に通します。
2. M5 ケージナット（13）をM5x12 mmネジに通します。（図2）
3. レンチででM5 ケージナットを締めます。
4. 4つのゴム製パッド（17）から裏当てを剥がし、ノートパソコントレイに貼り付け、ノ

ートパソコンが滑るのを防ぎます。（図3）

図2

図3

M5x12 mmネジ

ノートパソコントレイ

回転アーム

VESAマウント

ゴム製パッド

ノートパソコントレイ
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回転アームを支柱とクランプに取り付ける
1. 高さ調節リング（14）の調節可能カラーを反時計回りに回し、高さ調節リングを支

柱とクランプ（5）から引き抜きます。（図4）
2. 回転アーム（1）を支柱とクランプの下方にスライドさせます。（図5）
3. 回転アームを希望する高さまでスライドさせたら、M5 六角レンチ（11）を使って回

転アームのネジを時計回りに回して締め付けます（図6）。

ユーザマニュアル

図5

回転アーム

支柱とクランプ

図4

支柱とクランプ

調節可能カラー 高さ調節リング
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図6

回転アームM5六角レンチ
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拡張アームを取り付ける
1. 高さ調節リング（14）を支柱とクランプ（5）に通して、拡張アームを取り付けたい高

さまで下方向にスライドさせます。
2. 高さ調節リングの調節可能カラーを時計回りに回して締めます。
3. 拡張アーム（2）を高さ調節リングに当たるまで支柱の下方向へスライドさせます

（図7）。
4. 回転テンションを調節するには、M3六角レンチ（11）で拡張アームのネジを時計回

りまたは反時計回りに回します。（図8）

図7

図8

M3六角レンチ

拡張アーム

調節可能カラー

高さ調節リング
支柱とクランプ
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ディスプレイをスプリングアームに取り付ける
注意！スプリングアーム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。
マウントの可搬重量を超えた場合、ARMUNONBは正常に動作しない可能性がありま
す。また、ケガや物的損害が生じる恐れがあります。

1. 次の手順のひとつを実行します。
• VESAマウントがディスプレイの取付表面にぴったりくっついている場合

は、M4x12 mmネジ（6）4本をスプリングアーム（4）のVESAマウントとディスプ
レイ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（図9）。

• VESAマウントがディスプレイ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。M4x30 mmネジ（7）4本をスプリン
グアーム（4）のVESAマウント、4つのスペーサー（15）、ディスプレイ背面の取
付用穴に通します。プラスドライバーでネジを締めます（図10）。

M4x12 mmネジ
VESAマウント

ディスプレイ

M4x30 mmネジ
VESAマウント

ディスプレイ

スペーサー

図9

図10
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スプリングアームを拡張アームに取り付ける
1. ディスプレイを取り付けたスプリングアーム（4）を慎重に持ち上げ、拡張アーム（2）

に取り付けます。（図11）
2. M6x25 mmネジ（9）を拡張アーム、スプリングアーム、そしてプラスチック製キャップ

（18）に通します。（図12）
3. プラスドライバーでM6x25 mmネジを締めます。

図11

スプリングアーム

拡張アーム

図12

M6x25 mmネジ

プラスチック製キャップ

拡張アーム

スプリングアーム
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スプリングアームの高さテンション調節
スプリングアームの高さテンションを調節すれば、ディスプレイの重量に関係なくデ
ィスプレイの位置を固定することができます。

1. ディスプレイが固定されない、または動かしにくい、という場合は以下の作業のい
ずれかを実行してください。

• テンションを増やすには、M5六角レンチ（12）でスプリングアーム（4）のネジ
を時計回りに回します。（図13）

• テンションを減らすには、M5六角レンチ（12）でスプリングアーム（4）のネジ
を反時計回りに回します。（図13）

図13

M5六角レンチ

スプリングアーム
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ディスプレイマウントの回転テンション調節

• ディスプレイマウントの回転テンションを調節するには、M5六角レンチ（12）
でVESA上部のネジを時計回りまたは反時計回りに回します。（図14）

図14

M5六角レンチ
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ケーブルを配線する
警告！ マウントアームを完全に伸ばせるように、アーム関節部分に余裕を持たせてく
ださい。
次の手順を実行する前にケーブルが外れていることを確認してください。

1. スプリングアーム（4）沿うケーブルラングを引き出して、ディスプレイケーブルをラ
ングに通します。

2. ディスプレイケーブルを拡張アーム（2）下側のくぼみに通します。
3. ディスプレイケーブルを支柱とクランプ（5）に沿わせ、ケーブル管理クリップ（支柱用）

（10）をケーブルと支柱の上から取り付けます。
4. ケーブル管理クリップ（ノートパソコンアーム用）（16）を回転アーム（1）に取り付

けます。
5. ノートパソコンの電源ケーブルを回転アームに沿わせ、ケーブル管理クリップ

（ノートパソコンアーム用）のフックに通します。
6. 回転アームのケーブ管理クリップ（ノートパソコンアーム用）の位置を調節するに

は、ケーブル管理クリップを左か右へスライドさせます。（図15）

図15

ケーブル管理クリップ
（回転アーム）

ケーブル管理クリップ
（支柱用）

支柱とクランプ

拡張アーム

スプリングアーム
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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。



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。


