
接地面に段差
や凹凸がない
か、不安定で
ないか、アジャ
スターと接地
面全体がしっ
かり着いてい
るか確認して
ください。

※スパイス棚の裏面に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。
　剥がして組立説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

水切りバスケットのトレー受け
部分にボールチェーンを取り
付けたトレーを差し込んでくだ
さい。
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SB-130005 新潟県三条市須戸新田213番地3
0256-47-1867

この度は当社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
安全で快適な状態で末永くご使用頂けるよう、本説明書をご確認の上、組み立て・
管理を行ってください。尚、本紙は保管し使用説明や注意書きを時々読み返して
頂けますようお願い致します。

譲渡の場合…製品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
廃棄の場合…廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意にしたがって正しい廃棄の方法をお守りください。

耐荷重/(棚 約2kg/バスケット1段あたり 約1.5kg)

組み立てる前に必ず部品確認をしてください。

サイズ(約)：
　幅45.5×奥行21×高さ70～110cm
　　　　　　　　　(付属品含まず)

(白)

※裏面に、シリアル
ナンバーシールが
貼り付けてあります。

     数  字

シリアルナンバー
    貼り付け位置

※パイプに小さな穴を
　開けて固定する専用
　ネジです。

※両端に、
固定ピンが
飛び出して
います。

※固定ピンが４本ともフレームの後ろ
　になるように取り付けてください。

※トレーの穴位置は、
右側×1枚・左側×1枚
が同梱されています。

※組み立て動画はこちら！
(同型タイプの色違い商品の動画)

①フレーム
　　…2本

②スライドパイプ…2本

③スパイス棚…1枚

④水切りバスケット…2個

⑤アジャスター
　　　　…2個

⑥トレー…2枚

⑦ネジ…2個 ⑧包丁差し
　　…1個

⑨グラスホルダー
                     …2個

⑪箸立て
　…1個

⑫S字フック
　…3個

⑭ボールチェーン
　  長・短…各1本

⑬クッションゴム
　　　　  …2個

⑮六角スパナ
　…1本

⑩まな板立て&
　フキン掛け…1個

）Ｂ（.Ⅱ

良くお読みになり、指示に従って組み立ててください。　　※組み立ては必ず2人で行ってください。

注※突っ張る場所の強度を確認してから設置してください。

Ⅰ.フレームにアジャスターを取り
　 付け、逆側にスライドパイプを
　 差し込んでください。

※締め付けナット
は、設置部分に近
づけた状態で組み
立ててください。

Ⅰ.先程組み立てたフレームを1本用意
　 します。 設置する場所に合わせて、
　 位置と高さを確認してください。

赤シール以上
に伸ばしての
使用は危険な
のでしないで
ください。

Ⅱ.フレームの長さを設定します。スライド
　 パイプの長さを調整し、⑦のネジを使
　 用して仮止めします。水切りラックの上
　 下どちらにスペースを作りたいか決め、
　 Ａ・Ｂパターンのどちらかを選んで仮
　 止めしてください。

Ⅲ.もう1組のフレームの長さを合わせ
　 ます。 先に長さを決めたフレーム
　 1組を水平な場所に置き、その上に
　 もう1組のフレームを重ねて、長さを
　 合わせてください。2組のフレームの
　 長さを合わせた後、仮止めしてある
　 フレームのネジを、ネジ山が見えなく
　 なるまで締め、本締めしてください。

Ⅰ.棚、バスケットの間隔を決めてくだ
　 さい。寝かせた状態のフレームに片
　 側を先に引っ掛けます。その後、左右
　 が同じ段になるようにバスケットを
　 引っ掛けてください。

Ⅰ.製品を起こして、設置場所にアジャス
　 ター側を下（上も可）にして本体を置
　 き、手で押さえながらスライドパイプ
　 の締め付けナットを回し、突っ張らせ
　 て固定してください。
※必要以上に強く締めないでください。
　設置場所が変形する恐れがあります。

中のスライドパイプにネジで穴が
あいても使用時には問題ありません。

製品と壁が
平行に
なるように
固定して
ください。

⑫のS字フックは
お好みのところに
引っ掛けてください。

Ⅱ.スライドパイプの締め付けナットを
　 六角スパナでしっかり締めて固定して
　 ください。その際、フレームがずれない
　 ようにを手で押さえてください。

Ⅲ.最後に固定した製品を、軽く揺すって、
　はずれたり、動いたりしないか確認してください。

　※組み立てた後に！
　　取り付け後、物を入れて荷重をかけた状態でゆ
　　るみ、ガタつきを確認し、必要な場合は締め直し
　　てください。 又、定期的に確認していただき、
　　必要な場合は締め直してください。

●トレーの穴にボールチェーンを
　通してください。

クッションゴム

トレーの穴

バスケット
トレー
裏面

●水切りバスケットのトレー受け部分にクッションゴム
　を1個つけてトレーを傾かせるようにしてください。
　（トレーの穴と対角側に）

⑬

※締め付けナット
は、設置の最終調
整に使用します。
 ４ 設置する の時
までは、伸ばして
使用しないでくだ
さい。

（Ａ）（Ｂ）

仮止め ⇔ 本締め

●設置場所の高さが70cm以下、又110cm以上の
　ところに置かないでください。
●必ず水平な場所に設置してください。がたつき、
　きしみの原因になります。　
●本体が垂直に設置できないところに置かないで
　ください。
●段差や凹凸がある場所、又本体上下設置面より
　設置場所が狭いところに置かないでください。
●強度が不十分な設置面では取り付けないでく
　ださい。
●固定されていない他の棚や、ラックの上に置か
　ないでください。
●異常音を生じたりネジが緩んだ状態で使用しな
　いでください。転倒によるケガや破損の原因に
　なります。また月に一度はネジの緩みがないか
　点検してください。
●畳の上や柔らかい床材の上でご使用になると、
　転倒の危険がありますのでおやめください。ま
　た床材を傷つけることがあるので床材保護の
　措置をしてください。
●ストーブ等の火気のそばや、屋外では使用しな
　いでください。
●天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注
　意による故障、破損などは補償いたしかねます。　　　
●商品の端等に手をついたり、もたれかかったり
　しないでください。転倒してケガをする恐れが
　あります。
●商品の上にのぼったり、踏み台としてのご使用
　は禁止します。転倒してケガ・破損をする恐れが
　あります。
●片寄った荷重で、物を乗せないでください。転
　倒してケガ・破損をする恐れがあります。
●移動される時は、十分注意して行ってください。
●重い荷物を乗せたまま移動しないでください。
●時々、商品に変形、歪み等がないか確認してく
　ださい。
　異常な状態でご使用を続けますと、破損・ケガ
　の原因となります。
●シール・テープを貼ったり、過熱した鍋・湯沸し
　や調理家電等を置かないでください。変形・
　変色の原因になります。
●直射日光のあたる場所や、高温・多湿になる場
　所、冷暖房の強風が直接あたる場所でのご使用
　は避けてください。破損の原因となります。
●工具類の取扱いには十分ご注意ください。
●指を挟まれないよう手袋などを着用してください。
●時 ぬ々れたタオル等で、汚れをよく落としてください。
●著しく汚れた場合は中性洗剤を付けた柔らか
　いスポンジで洗い、よく汚れを落とした後、水気
　をよく拭き取ってください。
●ステンレス部分にサビが発生した場合は、クリ
　ームクレンザーをスポンジ等につけて搾り落と
　し、よくすすいでください。（塗装部分は、キズや
　剥がれの原因となるので、クレンザー等は使用
　しないでください。）
●製品に付着した水をそのまま放置しますと、水
　道水に含まれているカルキ等により白く変色す
　る場合がありますので、こまめに水洗いし乾い
　たタオル等でよく拭き取ってください。

①
⑦ ⑦

⑤

⑭

⑥

②

④ ④

③

⑮
箸立て、包丁差し、まな板立て＆
フキン掛けはサイドのフレーム
に引っ掛けてご使用ください。
グラスホルダーとS字フックはサ
イドフレームにもバスケット手前
部分にも引っ掛けてご使用でき
ます。

⑧

⑩

⑪

⑨　　　　　　　　　　

⑨　　　　　　　　　　

赤シール

設置部分

締め付けナット

②

⑥

⑥

②

②

・フレーム、水切りバスケット、包丁差し、グラスホル
  ダー、まな板立て＆フキン掛け/スチール(カチオン
  電着塗装+ポリエステル樹脂粉体塗装)
・スパイス棚/スチール(ポリエステル樹脂焼付塗装)
・S字フック、トレー、スライドパイプ、ボールチェーン
  /ステンレススチール
・箸立て/ポリプロピレン
・クッションゴム/シリコンゴム
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