
	 	 	 	 	 	 	 AT-TQ2450用スマートカバー

AT-CVR-01 ユーザーマニュアル
この度は、AT-CVR-01をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。
本製品は、弊社無線LAN アクセスポイントAT-TQ2450を、天
井・壁設置ブラケットAT-BRKT-J26または壁設置用磁石 マグ
ネットシート Mを使用して、壁面または天井に設置する際の専用
カバーです。
はじめに本書をよくお読みになり、内容をよくご理解いただいた
うえで、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後
は、大切に保管してください。

製品の最新情報について

本製品リリース後の最新情報を弊社のホームページにてお知ら
せします。
http://www.allied-telesis.co.jp/

表記について

以下では、「本製品」と表記している場合は、「AT-CVR-01」
を意味します。「機器本体」と表記している場合は、「AT-
TQ2450」を意味します。「ブラケット」と表記している場合は、

「AT-BRKT-J26」を意味します。

安全のために
必ずお守りください

警告

●	本製品の天井への取り付けは、専門の設置業者にご相談
ください。設置に不備がある場合、落下によるケガや機
器破損の原因となるおそれがあります。

●	設置面の状態、取り付けネジによっては、充分な強度を得
られない場合があります。

●	本製品の取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの
重みにより機器が落下しないように確実に行ってくださ
い。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。

●	振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置し
ないでください。落下によるケガや機器破損の原因とな
るおそれがあります。

	1	 アイコンの説明
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知っていると便利な情報、操作の
手助けになる情報を示しています。

物的損害や使用者が傷害を負うことが
想定される内容を示しています。

使用者が死亡または重傷を負うことが
想定される内容を示しています。

関連する情報が書かれているところを
示しています。

	2	 梱包内容
最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確
認してください。

　□ カバー本体（1 個）

　□ 固定用磁石（2 個）

　□ 拘束ネジ（磁石取り付け用、2 個）

　□ ゴムクッション（2 個）

　□ ユーザーマニュアル（本書）

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱
包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、
緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

	3	 取り付け
本製品の取り付けをはじめる前に、必ず「安全のために」をよく
お読みください。

取り付け方法

本製品は、次の機器への取り付けができます。

　○ 天井または壁面の機器本体への本製品の取り付け  
（AT-BRKT-J26 併用）

　○ スチール製壁面の機器本体への本製品の取り付け  
（マグネットシート M 併用）

	
	 AT-TQ2450を天井または壁面に設置する際は、天井・
壁設置ブラケットAT-BRKT-J26をご用意ください。	
AT-TQ2450をスチール製壁面に設置する場合は、壁
設置用磁石	マグネットシート	Mをご用意ください。	 	
本製品のみを単独で使用して機器本体を天井・壁面に設
置することはできません。

●	壁面における取り付け可能方向

本製品と機器本体を壁面に設置する場合は、機器本体および併
用する設置器具のマニュアルをご確認ください。

	
・	必ず機器本体および設置器具のマニュアルに記載の方向
に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常
な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。
・	水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」で
あっても、水平方向に設置した場合に比べ、ほこりがたま
りやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を
確認し、異常がある場合には直ちに使用を止め、弊社サ
ポートセンターにご連絡ください。

●	設置するときの注意

本製品および機器本体を設置する場所を確認してください。設
置場所については、次の点にご注意ください。

　○ 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わる
ような設置はさけてください。

　○ テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。

　○ 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。

　○ 機器本体の底部を上にして設置しないでください。

　○ 充分な換気ができるように、本製品および機器本体の通気
口をふさがないように設置してください。

　○ 本体の上にものを置かないでください。

　○ 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に
設置しないでください。

　○ 本製品は屋外ではご使用になれません。

　○ 機器本体のコネクターの端子には触らないでください。
（静電気を帯びた手（体）でコネクターの端子に触れると、
静電気の放電により故障の原因となります。）

また、設置の際には、下記の点を考慮して、設置する場所を決めて
ください。

　○ 無線クライアントや無線通信における障害物の位置

　○ 電源ケーブルの引き回し

　○ UTP ケーブルの引き回し

　○ LED 表示の監視

特に、ブラケットを使用して天井または壁面に機器を設置する場合
は、本製品、ブラケット、機器本体を合わせて約2.3kg（ケーブル類
含まず）ありますので、タッピングスクリューを使用した場合に、充
分な設置強度が得られることを確認してください。

	
・	充分な取り付け強度が得られない壁面・天井面に設置し
ないでください。充分な強度が得られない場合、落下な
どにより重大な事故が発生するおそれがあります。
・	ブラケットを壁面に固定する際は、適切なタッピングス
クリューを使用してください。不適切なタッピングスク
リューを使用した場合、落下などにより重大な事故が発
生するおそれがあります。

取り付け

●	天井または壁面の機器本体への取り付け

天井・壁設置ブラケット AT-BRKT-J26を使用して機器本体を
天井または壁面に設置している場合は、本製品内側のツメでブ
ラケットの通気孔に直接固定します。

1.	 機器本体のアンテナを折り畳みます
 機器本体の側面の2 対のアンテナを内向きに、コネクター

面の1 対のアンテナを外向きに折り畳みます。図1は、機器
本体のコネクター面を上にした場合の例です。

	

図1	 アンテナの折り畳み

2.	 取り付ける方向を確認します
 AT-BRKT-J26と本製品の前面に印刷されたロゴの向き

が同じになるよう、本製品を向けます。

3.	 本製品を天井・壁設置ブラケットに取り付けます
 本製品内側のガイドをブラケットの外側に沿わせて、本製品

をゆっくり押し込みます。本製品内側のツメをブラケットの通
気孔に固定します。

	

図2	 本製品の取り付け



●	スチール製壁面の機器本体への取り付け

壁設置用磁石 マグネットシート Mを使用して機器本体をスチー
ル製壁面に設置している場合は、本製品を付属の固定用磁石で
機器本体天面に固定します。

1.	 本製品に固定用磁石、ゴムクッションを取り付けます
 本製品を裏返して、固定用磁石2 個の銀色のキャップ側を

本製品側に向け、図3の位置に拘束ネジで固定します。
 ゴムクッション2 個を台紙から剥がし、貼り付けます。

固定用磁石ネジ留め位置

ゴムクッション貼り付け位置

拘束ネジ ゴムクッション

固定用磁石

図3	 固定用磁石、ゴムクッションの取り付け

	
	 固定用磁石、拘束ネジ、ゴムクッションは、いずれも付属
のものを使用してください。付属品以外のものを使用し
た場合、落下によるケガ、本製品の破損のおそれがありま
す。

2.	 機器本体のアンテナを折り畳みます
 機器本体の同じ面のアンテナ同士を、互いの方向に折り畳

みます。図4は、機器本体のコネクター面を上にした場合の
例です。

	

図4	 アンテナの折り畳み

3.	 取り付ける方向を確認します
 機器本体天面と本製品の前面に印刷されたロゴの向きが同

じになるよう、本製品を向けます。

4.	 本製品を機器本体に取り付けます
 本製品内側のガイドをブラケットの外側に沿わせて、本製品

が機器本体に固定用磁石で固定されるまで、本製品をゆっく
り押し込みます。

	

図5	 本製品の取り付け

	4	 取り外し

●	天井または壁面の機器本体からの取り外し

本製品内側のツメは、一方は固定、もう一方はスプリング式と
なっており、両方のツメでブラケットの両脇を挟み込んで固定し
ています。
以下の手順は、本製品前面のロゴを正しく読める方向に向かっ
て設置してある場合を例に記載します。

1.	 前面ロゴに向かって左側内部のツメを外します
 本製品前面のロゴを正しく読める方向に向かって右側内部

のツメは、スプリング式になっています。  
本製品全体をロゴに向かって左側に寄せ、本製品左側内部
のツメ（固定式）をブラケットの通気孔から外します。

 

スプリング式ツメ

図6	 カバーの取り外し

2.	 本製品をブラケットから取り外します
 本製品左側をゆっくり起こしながら、右側内部のツメも外し、

そのまま本製品をブラケットから取り外します。

●	スチール製壁面の機器本体からの取り外し

1.	 本製品と機器本体を壁面から外します
 本製品に付属の固定用磁石は、マグネットシート Mよりも強

力ですので、固定された機器本体ごと本製品を壁面から外
します。

 本製品に両手を掛けて、壁面から外します。

2.	 本製品を機器本体から取り外します
 本製品を裏返して、機器本体に手を掛け、本製品と機器本体

を外します。

	
	 取り外しの際、本製品の中で機器本体をずらすと、機器本
体天面に固定用磁石のキャップで跡がつくことがありま
すので、ご注意ください。

	5	 製品仕様

外形寸法（突起部含まず）
310（W）×230（D）×62（H）mm

質量
　本体のみ 450g
　固定用磁石（2個）80g

	6	 ユーザーサポート
障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情
報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

○　アライドテレシス株式会社	サポートセンター
	 http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/
	 	0120-860772
	 携帯電話／PHSからは：045-476-6203
	 月〜金（祝・祭日を除く）	 9:00〜 12:00
	 	 13:00〜 17:00

	7	 ご注意
本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式
会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス
株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス
株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピー
または転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあ
ります。
弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありま
す。

©2011　アライドテレシスホールディングス株式会社

	8	 商標
CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の
登録商標です。

	9	 廃棄方法について
本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してくだ
さい。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますよう
お願いいたします。

	10	 輸出管理と国外使用について
お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国
為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国
為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関
連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての
手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。
弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品
保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理な
ど一切のサービスが受けられません。

	11	 マニュアルバージョン
2011 年 11 月 Rev.A 初版


