
取扱説明書
壁掛け用本体ブラケット
形 

名

エーディー エーティー ダブルエー

AD-AT10WA
お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために
この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のよ
うに区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。�

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。�

図記号の意味
A A A A A A A A A A

記号は、気をつける必要があることを表しています。
A A A A A A A

記号は、してはいけないことを表しています。

安全のため特に注意してください

●取扱説明書に従い、正しく組み立ててください。
組み立てが不完全な場合、落下して、ケガや破損の原因となることがあります。

●取り付けの際には、金具等に指などをはさまないようにご注意ください。
●取り付ける壁面は十分な強度があることを確認してください。
（壁に補強材の入っている部分に取り付けてください。）

●取付金具には他の荷重をかけないでください。落下によるケガや破損の原因とな
ります。

●取付部品の改造・変更は行わないでください。落下によるケガや破損の原因とな
ります。

●本体の通風孔をふさだり、テーブルクロスなどを掛けないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

●取り付け位置には十分ご注意ください。
頭を打ったりしてケガの原因となることがあります。

●本体の上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
落下によるケガや破損の原因となることがあります。

この製品についてのご意見､ご質問は､お客様相談センターへお申しつけください。
DVD1ビットデジタルシアターシステムの取扱説明書に記載の「お客様ご相談
窓口のご案内」をごらんください。

お問い合わせは
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本　　　　　　　　社�

AVシステム事業本部� 〒739-0192

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号�
電話（06）6621-1221（大代表）�

東広島市八本松飯田２丁目13番１号�
電話（0824）28-2401（大代表）�

同梱部品
A 壁用金具×1 D 型紙×1

B 本体用金具×1 E 取扱説明書×1

C 付属ネジ（φ4mm×10mm）×4

・壁面に取り付けるネジ類は、材質によって仕様が異なるため、付属していません。
取り付ける場合は、適切なものを選んでください。

・壁面の強度をよく確認してください。強度不足や、取り付けの不備による落下などの事
故につきましては、当社は一切責任を負いません。

・不安定な取り付けは、落下の危険性があります。
ご自分での取り付けが不安な方は、お買いあげの販売店や工事店にご相談ください。

用意するもの
  a ネジ（市販品）7本

ご用意いただく際は、販売店や工事店にご相談ください。

  b アンカー（市販品）7本
ご用意いただく際は、販売店や工事店にご相談ください。

組立方法
1 型紙 D の仮止め位置に、市販のネジ a（2本）を仮止めします。
ネジ頭は壁用金具が掛けられるよう、壁から4mm～5mm浮いた状態にします。

1 木壁に取り付ける
じょうぶな壁を選び、一定の厚み（5cm以上）のある所へ取り付けてくださ
い。
ベニヤ板など薄い板壁やボード版（石こう板）には、直接取り付けないでください。

2 コンクリート壁に取り付ける
ドリルを使い壁に穴をあけ、市販のアンカー b を打ち込んだあと、市販
のネジ a を止めます。
市販のアンカー b は、壁の表面と同じ高さまで打ち込んでください。

2 壁用金具 A を仮止めしたネジに掛け、しっかりとネジを締めます。
残りのネジ穴にも市販のネジ a を使って止めます。

3 本体用金具 Bに本体 c を付属のネジ C（2本）を使って、しっかり固定します。

4 壁用金具 A のフック部分に、本体用金具 B の角穴を引っ掛けたあと、付属
のネジ C（2本）で、壁用金具 A と本体用金具 B をしっかり固定します。
・ネジでの固定は必ず行ってください。

フックに引っ掛けただけでは、落下の可能性がありたいへん危険です。

・スピーカーコードなどの接続を確認してください。

ご注意
壁掛け用本体ブラケットを取り付けた後、ネジなどがゆるむことがあります。
必ずネジなどを締め直してください。
清掃は、中性洗剤をしみ込ませたやわらかい布でふいてください。
ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は、使用しないでください。

仕様
耐荷重： 5kg以下

最大外形寸法：300mm（幅）×145mm（高さ）×180mm（奥行）

質量： 約1.7kg

カタログなどに掲載されている推奨機種以外には使用しないでください。

INSTRUCTION MANUAL
MAIN UNIT WALL BRACKET
MODEL

AD-AT10WA
Thank you for purchasing this SHARP product.
To obtain the best performance from this product, please read this manual carefully.
It will guide you in operating your SHARP product.

Included parts
A Wall Bracket × 1 D Pattern Paper × 1

B Main Unit Bracket × 1 E Instruction Manual × 1

C Screws (4 mm × 10 mm) × 4

• Screws for mounting the bracket on the wall are not included as their specifications
may vary depending on the material of the wall. Choose the most appropriate type for
mounting.

• Check the firmness of the wall fully. SHARP is not liable for accidents caused by
insufficient firmness of the wall or improper mounting.

• The unit may fall due to unstable mounting.
If you need any assistance, contact the dealer you purchased the system from.

Items required for mounting
  a Screws (commercially available): 7 pcs.

Consult your local dealer for selecting the most suitable type of screws.

  b Anchor (commercially available): 7 pcs.
Consult your local dealer for selecting the most suitable type of anchors.

Mounting
1 Drive 2 screws  a  lightly through the wall by aligning them to the pattern paper  D .

Keep the screw head off the wall by 4 - 5 mm to hang the unit on it.

1 Mounting on wooden wall
Mount the bracket on the firm and strong portion of the wall with certain
thickness (5 cm or more).
Never mount it onto thin plates such as veneer plate or boards (plaster boards).

2 Mounting on concrete wall
Drill holes into the wall and hammer in the anchors  b  before tightening the
screws  a .
The commercially available anchors  b  must be knocked into the wall until they are

leveled to the wall surface.

2 Hang the wall bracket  A  on the lightly driven screws, and then fasten them tight.
Drive the rest of the screws   a  in other holes.

3 Fix the main unit bracket  B  to the unit   c  firmly using 2 supplied screws  C .

4 After hanging the main unit bracket  B  onto the hook of the wall bracket  A ,
fasten both brackets ( A ,  B ) with 2 supplied screws  C .
• Be sure to fasten them with screws. If the unit is just hung on the hook, it may fall off.

• Check the speaker cable connections.

Notes:
Screws may be loosened after hanging the main unit wall bracket. Tighten them regularly.

 Clean the brackets with soft cloth dampened with neutral detergent. Never use organic

solvents such as benzene, thinner, etc.

Specifications
Load capacity : 5 kg or less

Maximum outside dimensions : 300 mm (W) × 145 mm (H) × 180 mm (D)

Weight : approx. 1.7 kg

Use this bracket for recommended models only.

Caution:
Mount the wall bracket observing instructions in this manual.
If it is not mounted properly, the unit may fall and cause injury or damage to people and
the unit.
Be careful not to jam your fingers in brackets whilst mounting.
Make sure that the wall is firm enough to bear the unit. (Mount it at the portion where the
reinforcing material is applied.)
Do not apply any other load to the fittings. Otherwise it may cause injury or damage to
people and the unit.
Do not modify or change the fittings. Otherwise it may cause injury or damage to people
and the unit.
Do not block the ventilation opening of the unit or cover it with tablecloth, etc. The heat is
kept inside and may cause fire.
Check the mounting position carefully so that people do not hit their heads against it.
Never step on or hang from the unit. Especially pay attention to small children. It may
cause injury or damage to the unit.
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