
Neat Bar Pro & Neat Pad
ユーザーマニュアル



Neat Bar Pro
ビデオ会議デバイス

Neat Bar Proは、シンプルでエレガ ント
なスリムライン装置に大量のテ クノロジ
ーを詰め込んでいます。

3つの大画面を接続でき、2つの高解像
度カメラ、複数のマイクアレイ、 3つのフ
ルレンジスピーカーを備えています。

Neat Bar Proは、高品質のオーディオ、
ビデオ、およびその他の独自機能をあ
らゆる会議室に提供するのに理想的
なデバイスです。専用のNeatPadコン
トローラー、本体に統合された環境セ
ンサーが付属しています。



簡単なセ
ットアッ
プ
マウント、ケーブル、明確 な説明な
ど、必要なものは すべて箱に入って
います。 そのため、1つ、2つ、また は
3つの画面の上または下 に、誰でも
簡単にインスト ールおよびセットア
ップで きます。

ウォールマウント

スクリーンマウント

テーブルスタンド



Neat Bar Pro
Neat Barには、ケーブル、ウォ
ー ルマウント、スクリーンマ
ウン ト、テーブルスタンドな
ど、始め るために必要なもの
がすべて付属 しています。

箱の中

Neat Bar Pro: ビデオ会議デバイス
HDMIケーブル:6.5フィート(2m)
イーサネットケーブル:9.8ft (3m)
電源コード:9.8ft (3m)
マウントアダプター、ウォールマウン 
ト、スクリーンマウント、テーブルスタ 
ンド

壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の
規制に従って、資格のある担当者のみ施行してください。壁と取り付け装置は、製品の負荷に
安全に耐えられることが必須です。

Neat Bar Proマウントアダプター
三脚マウント対応

テー
ブルスタンド

スクリー
ンマウント

ウォー
ルマウント

 選択したブラケッ
トをマウントアダ
プターにスライド
させ、六角レンチ
で固定します。

VESAマウント用の4×M8ネジ(0.94インチ/ 24 mm)
VESAマウント用の4×M6ネジ(0.94インチ/ 24 mm)
2×スペーサー(パラレルTVマウントを固定するため)
スクリーンマウント用の1×5mm六角レンチ
マウントアダプター用の1×2mm六角レンチ

デュアルまたはトリプルスクリーンセットアップ用の2つの追 加
スクリューバッグ
 VESAマウント用の4×M8ネジ(0.94インチ/ 24 mm)
2 × VESAマウント用の4×M6ネジ(0.94インチ/ 24 mm) 
 4×スペーサー(すべての画面の位置合わせを確実に 
 するため)



Neat Pad

壁に取り付けるためのネジは含まれていません。壁への取り付けは、該当する施設および州の
規制に従って、資格のある担当者のみ施行してください。壁と取り付け装置は、製品の負荷に
安全に耐えられることが必須です。

Neat Padは、Neat Barのコントローラーと 
して機能し、会議室のスケジュール表示と 
して構成することもできます。ケーブルや 
取り付けオプションなど、始めるために必 
要なすべてのものが付属しています。

箱の中

 マウントアダプタ
ーをウォールマウ
ントに引っ掛け、
六角レンチで固定

  します。

ウォールマサイドマウ マウントアダ Neat Pad

8インチのタッチスクリーン
2×イーサネットケーブル:9.8フィート (3m)+ 
16.4フィート(5m)
PoE電源アダプター
マウントアダプター、サイドマウント、ウ ォー
ルマウント

壁取り付け用4×M4ネジ(0.30インチ /7.5mm)
サイドマウント用の3×M4ネジ(0.19インチ 
/4.7mm)
アダプター用の1×2.5mm六角レンチ
ニートパッドをウォールマウントに固定する
ための1×2mm六角レンチ



取り付けと取り外し

取り付け

ニートバーを選択した
取 り付けオプション(1)
に スライドさせます。完
全 に挿入したら、ニート
バ ーを水平に傾け、慎
重に 手前に引いて固定
されて いるかどうかを
確認しま す。

取り外し

ニートバーを完全に前
方 に傾けます(1)。ユニ
ッ トが停止し、赤いリリ
ー スレバーが表示され
るま で(2)、手前に引きま
す (3)。リリースレバーを 
押し上げ、ニートバーを 
マウントアダプターから 
そっと引き抜きます。



サイズと重量
Neat Bar Pro

Neat Pad

35.04 インチ (890 mm)

3.15イン チ
(80 mm)

3.15イン チ
(80 mm)

7.8イン チ (198 mm)

5イン チ
(127 mm)

1.7イン チin
(42 mm)

幅:35.04インチ(890 mm)
高さ:3.15 インチ(80 mm)

奥行き:3.15インチ(80 mm)
重量:6.83 ポンド(3.1 kg

幅:7.8インチ(198 mm)
高さ:1.7 インチ(42 mm)

奥行き:5インチ(127 mm)
重量:1.15 ポンド(520 g)



セットアップと接続
セットアップ

付属のケーブルを使用して、ニートバーをセットアッ
プします。図に従ってケーブルを接続します。
       のマークが付いたケーブルが含まれています。
のマークが付いたケーブルはオプションであり、シス
テムの基本的な使用には必要ありません。

完全なセットアップ
の要件
画面
インターネット接続
ビデオサービス

環境要件

周囲動作温度：32℉ - 95℉ (0℃ ‒ 35℃)
保管温度：-4℉ - 140℉ (-20℃  - 60℃)
相対湿度：10％から90％
ネットワークスタンバイ：<8W（20 分後)

追加の製品情報

https://neat.no/bar-pro
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AC電源
9.8フィート（3m）ケーブル

補助ポート (RJ45)

USB-C デバッグ

イーサネットポ
ート

工場出荷時のリセット

Power over Ethernet
(PoE)

AC 用電源アダプター

工場出荷時のリセットポタン

USB-C

 外部画面用の HDMI 出力

付属の16.4フィート (5m)
イーサネットケ ーブルは、
壁内設置に は使用しない
でくださ い。壁内ケーブル
の配 線は、適切な機器を
使 用する資格のある担当 
者のみが実行する必要

セキュリティロックスロット

WiFi

WiFi

 外部画面用の HDMI 出力

イーサネットポート
9.8フィート（3m）ケーブル
画面共有用の HDMI 入力

外部スクリーン用のHDMI出力
6.5フィート（2m）ケーブル


