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Neat Board - Collaboration System

Neat Board transforms the meeting space experience by 
fitting powerful technology and all the capabilities of Zoom 
in an elegant all-in-one design.

Neat Board includes Screen, Camera, Speakers, Micro-
phones and environmental sensors all in one 
compact design.

It’s perfect for bringing superior-quality audio, video and 
collaboration tools to your huddle, focus and meeting 
spaces.

Neat Board works standalone but can also be accompanied 
by optional Neat Pad Controllers and Scheduling Displays.

Neat Board - コラボレーションシステム

Neat Boardは、強力な技術とZoomのすべての機能をエレガントなオールイン
ワンデザインに組み込み、会議スペースでの体験を変革します。

Neat Boardは、コンパクトなデザインの中にスクリーン、カメラ、スピーカー、
マイク、環境センサーを搭載しています。

これは、高品質の音声、動画、コラボレーションツールをグループチャット、フ
ォーカススペース、会議スペースに持ち込むのに最適です。

Neat Boardは、スタンドアロンで動作しますが、オプションのNeat Pad Con-
trollerおよびScheduling Displayと併用することもできます。



Simple Setup

Neat Board is easy to set up, having just 
one cable and a choice of either a floor 
stand, with optional wheels, wall mount 
or table mount

Wall Mount Table Stand Floor Stand

シンプルなセットアップ

Neat Boardは、ケーブル1本で簡単にセ
ットアップでき、オプションにホイール付
きのフロアスタンド取り付け、壁取り付け
、テーブル取り付けのいずれかを選択で
きます。

ウォールマウント テーブルスタンド フロアスタンド



Marker holder
2x Marker
1x 2,5mm hex wrench

Everything you need
Neat Board comes with everything you 
need to get started, including cables and 
the chosen mounting option.

MOUNTING OPTIONS:
Neat Board Floor Stand (optional)
Can be used with or without wheels

2x  M6 screw, 3 in (75mm)    1x 5mm hex wrench
12x M4 screw, 0.3 in (8mm)  1x 3mm hex wrench
4x  Wheels

Neat Board Table Stand (Included)

2x M6 screw, 2.4 in (60mm)
1x 5mm hex wrench

IN THE BOX:
Neat Board: All-in-one collaboration system
Ethernet cable: 16.4ft (5m)
Power cord: 9.9ft (3m)

Neat Board Wall mount (optional) 
VESA compatible

2x M6 screw, 0.8 in (20mm)
1x 5mm hex wrench

Screws for mounting to the wall are not included. 
Mounting on a wall should only be performed by

qualified personnel in line with applicable facility and 
state regulations. The wall and the mounting equipment 
must safely withstand the load of the product.

必要とするすべて
Neat Boardには、ケーブルや選択した取り付けオプ
ションなど、使い始めるために必要なものがすべて
付属しています。

取り付けオプション：
Neat Boardフロアスタンド（オプション）
ホイール付き、ホイールなしで使用可能

2x M6ネジ、75mm（3インチ）     1x 5mm六角レンチ
12x M4ネジ、8mm（0.3インチ）  1x 3mm六角レンチ
4x ホイール

2x M6ネジ、60mm（2.4インチ）
1x 5mm六角レンチ

2x M6ネジ、20mm（0.8インチ）
1x 5mm六角レンチ

マーカーホルダー
2x マーカー
1x 2.5mm六角レンチ

Neat Boardウォールマウント
（オプション）
VESA互換

内容：
Neat Board：オールインワンコラボレー
ションシステム
イーサネットケーブル：5m（16.4フィート）
電源コード：3m（9.9フィート）

Neat Boardテーブルスタンド
（付属）

壁に取り付けるためのネジは付属しません。
壁への取り付けは、該当する施設および州の規制に準
拠した資格のある担当者のみが行うようにしてください。
製品の荷重に安全に耐えることができる壁および取り付
け機器を選んでください。



Size and Weight 

Neat Board with Floor Stand
Weight: 124.6 pounds (56,5 kg)

Neat Board with Wall Mount
Weight: 111.6 pounds (50,6 kg)

Neat Board with Table Stand
Weight: 102.6 pounds (46,5 kg) 
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寸法と重量

Neat Board（フロアスタンド付き）
重量：56.5kg（124.6ポンド）

Neat Board（テーブルスタンド付き）
重量：46.5 kg（102.6ポンド）

Neat Board（ウォールマウント付き）
重量：50.6 kg（111.6ポンド）

1476 mm（58.1インチ） 91 mm（3.6インチ） 1476 mm（58.1インチ） 91 mm（3.6インチ） 1476 mm（71.3インチ） 91 mm（71.3インチ）

350 mm（13.8インチ） 104 mm（4インチ）

789 mm（31インチ）

18
12

 m
m（

71
.3
イ
ン
チ
）

99
6 

m
m（

39
.2
イ
ン
チ
）931 m

m（
36.7イ

ン
チ
）

931 m
m（

36.7イ
ン
チ
）

931 m
m（

36.7イ
aン
チ
）



HDMI in

Ethernet - Network Connection 
16.4 ft (5m) Cable

HDMI in (1080p) for HDMI sharing in 
Zoom Rooms. Cable not included

HDMI in (4K) External input. 
Cable not included

USB-C Debug. 
Cable not included

Factory reset buttonAC Power - 9.9 ft (3m) Cable
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Setup and Connectivity
Setup
Use the provided cables to set up the system.
Connect the cables according to the illustra-
tion.

Cables marked blue  are included
Cables marked in green        are optional and 
not required for basic use of the system.

Requirements for a complete setup
Internet connection
Zoom Room License

Environmental Requirements
Ambient operating temperature: 
32° to 95° F (0° - 35° C)
Storage temperature: 
5° - 149° F (-15° - 65° C)
Relative humidity: 20% to 80%

Additional Product Information
https://neat.no/board

The 16.4 ft Ethernet Cable provided is not to 
be used for in-wall installation. In-wall cable

routing should only be performed by qualified 
personnel using appropriate equipment.

セットアップと接続
接続
付属のケーブルを使用して、システムをセットアッ
プします。図に従って、ケーブルを接続します

青色にマークされたケーブル        は付属します
緑色にマークされたケーブルは        オプション
で、 システムを基本構成で使用する場合は不要
です。
セットアップを完成するための要件
インターネット接続
Zoom Room ライセンス

環境要件
周囲動作温度：
0°～35°C（32°～95°F）
保管温度：
-15°～65°C（5°～149°F）
相対湿度：20%～80%

製品に関する追加情報
https://neat.no/board

付属の16.4フィートのイーサネットケーブ
ルは、壁内取り付けには使用できません。

壁内ケーブルの配線は、資格のある担当者のみが、
適切な機器を使用して行うようにしてください。

AC電源 - 3m（9.9フィート）
ケーブル～
部入力用HDMI入力（4K）。
ケーブルは付属しません

Zoom RoomsでHDMIを共有するため
のHDMI入力（1080p）。ケーブルは付属しませ
ん

工場出荷時設定リセットボタン

デバッグ用USB-C。
ケーブルは付属しません

イーサネット - ネットワーク接続用
5m（16.4フィート）ケーブル
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