
By using this bracket set, you can install the Digital Recorder to the EIA rack. Space for 4 units
is required for installing.

1. Remove 2 screws from one side of the re-
corder.
(Also remove 2 screws from the other side of

the recorder.)

Screw on the
Recorder

2. Fix the bracket 1 to the recorder with
the removed screw.
(Fix it on the other side in the same way.)

Screw on the 
Recorder

3. Remove 4 insulators at the bottom.
Unscrew the scews to remove the insulators.

INSTALLATION TO THE EIA RACK

NOTE:

• As the digital recorder is heavy, it may cause injury when dropped.

Working by two or more persons is recommended.

• Do not remove the top cover.

• Some parts keep holding voltage even after the power switch is turned

off. To prevent electric shocks, be sure to turn off the recorder's power

and unplug the power cord from the power outlet before installing. To

protect the HDDs, do not move the recorder at least one minute after the

power is turned off.

• Read the cautions stamped or labelled on the recorder's chassis and

parts.

• Do not touch the internal wires. They have been routed or clamped in-

tentionally from the parts that generate heat.

INCLUDED ITEMS
Bracket 1 : L/R x 1
Bracket 2 : L/R x 1
Installation manual (This sheet) x 1

MITSUBISHI RACK MOUNT ADAPTER DX-RM5

4. Fix the bracket 2 to the rack.
Fix the bracket 2 anywhere on the rack.  (Use

screws that fit the rack.)

(Fix the other side of the bracket in the same

way.)

Screw

5. Fix the recorder to the rack.
Fix the recorder equipped with the bracket 1 to

the bracket 2 on the rack.

(Use screws that fit the rack.)

(Fix the other side of the bracket in the same

way.)
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EIAラックへの取り付け方

1. デジタルレコーダー側面のネジ2本をは
ずす。
（反対側も同様にネジをはずしてください。）

レコーダー�
本体のネジ�

2. はずしたネジを使ってブラケット1をレ
コーダーに取り付ける。
（反対側も同様に取り付けてください。）

レコーダー�
本体のネジ�

3. 底面にある脚を取りはずす。
ネジをはずし、脚を取りはずしてください。

本セットを使って、本セットを使って、本セットを使って、本セットを使って、本セットを使って、デジタルレコーダーをデジタルレコーダーをデジタルレコーダーをデジタルレコーダーをデジタルレコーダーをEIAEIAEIAEIAEIAラックのラックのラックのラックのラックの44444ユニット分に取り付けるユニット分に取り付けるユニット分に取り付けるユニット分に取り付けるユニット分に取り付ける

ことができます。ことができます。ことができます。ことができます。ことができます。

同梱部品
･ ブラケット1 ：左右一式
･ ブラケット2 ：左右一式
･ 取付説明書(本シート)：1枚

ご注意
･ デジタルレコーダーは重いので、落下等で思わぬけがをする可能性がありま
す。二人以上で作業することをおすすめします。
･ トップパネルは外さないでください。
･ 電源スイッチを切っても電圧がかかっているところがあります。
感電するおそれがありますので、取り付ける時は必ずデジタルレコーダーの
電源を切り、電源プラグをコンセントからぬいて作業してください。HDD
を保護するため、電源を切ってから少なくとも1分間はレコーダーを移動さ
せないでください。
･ デジタルレコーダーのシャーシ、部品等のラベルや捺印による注意事項もお
読みください。
･ 内部配線は、引きまわしやクランプによって発熱部品に接近しないように配
慮されていますので、触らないでください。

三菱ラックマウントアダプター DX-RM5

4. ラックにブラケット2を取り付ける。
お好みの位置にブラケットを取り付けてくださ
い。
（ネジはラックに合わせてご用意ください。）
（反対側も同様に取り付けてください。）

固定ネジ�

5. ラックにレコーダーを取り付ける。
ブラケット2に合わせてレコーダーを取り付け
てください。
（ネジはラックに合わせてご用意ください。）
（反対側も同様に取り付けてください。）


