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１． 製品使用上の注意事項 

この度はりらっくハウスをお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 

ご使用の前にこの説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。 

・基礎が必要です。 平坦度 2ｃｍ以下

べたコンクリート（推奨）、または、束石基礎

アスファルト上にも設置可能ですが□30ｃｍ以上の平板（７カ所）の上に設置ください。

沈み込みや凍上等が発生した場合は、お客様によるメンテナンスが必要になります。

・建物、敷地境界から 50ｃｍ以上離して設置ください。

・大屋根から、雨水や雪が直接りらっくハウスの屋根に落ちる場所には設置しないでください。

・4ｔ車で輸送します。通路と、荷卸しに十分なスペースの確保をお願いします。

・台風や強風の時は風が吹き込まないよう扉を閉めてください。必要に応じて風対策を行ってください。

・耐積雪 - 20ｃｍ相当(600N/㎥、比重 0.3)20ｃｍを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。

・設置場所の高さに関しては、建物の２階以上、屋上等へは設置できません。

・防火地域、準防火地域には設置できません。

２． 基本寸法 

りらっくハウス 重量：約５２０ｋｇ 
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３． 基礎に関して 

基礎が必要です。（平坦度2ｃｍ以下） 

３-１ アジャスタ位置

アジャスタ位置は下記の位置になります。

３-２. べたコンクリート基礎  “推奨” 
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３-３ 束石

300 角サイコロ 埋設 

200ｍｍ ぐり石 

３-４ アスファルト

アスファルト上にも設置可能ですが□30ｃｍ以上の平板（７カ所）の上に設置ください。

沈み込みや凍上等が発生した場合は、お客様によるメンテナンスが必要になります。
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４. 荷卸し移動設置

４-１ フォークリフト（ハンドリフター）

フォークリフトは下記を使用ください。

・ 1.5ｔ以上

・ 爪の長さ 1070ｍｍ以上

フォークリフトでの輸送時には、りらっくハウスが不安定な状態での輸送になりますので、

転倒等に十分注意ください。

急発進、急ハンドル、急停止は転倒、落下等が起こりますので絶対に行わないようにお願いします。 

フォークリフトでの作業基準の順守をお願いします。、
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４-２ ユニック

雨樋部、下面の保護を行ってラッシングを掛けてください。 

天井には登らないようにしてください。 

ユニック、クレーンでの輸送時には、りらっくハウスが不安定な状態での輸送になりますので、転倒、落下等に

十分注意ください。

急操作は転倒、落下等が起こりますので絶対に行わないようにお願いします。 

ユニック、クレーン、玉掛け等での作業基準の順守をお願いします。
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４-３ 所定の位置へ設置

（お客様に位置を確認してください） 

設置後微調整の為、基礎に置いた状態で、人手やバール等でこじて横曳きを絶対にしないでください。 

アジャスタの曲がりや破損に繋がります。

微調整する場合は必ず、フォークリフトやユニックで持ち上げて調整してください。 
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５. レベル調整

設置面の平坦度が出ていない場合実施してください。 

アジャスタにて、ボルトを回して上下させてレベル調整を行ってください。

※レール及びデッキ面を基準に行ってください。

レベル調整は、レール、デッキ等で全体が一番水平に近くなるよう調整してください。

製品の性質上すべての位置で完全な水平になりませんが、使用上問題ありませんのでご了承お願いします。 

５-１ ４隅（４ヶ所）

① ロックナットを緩めます。

② 高さ調整ナットにて高さ調整を行ってください。調整範囲（-0、+20mm）

③ 調整終了後必ずロックナットを締めてアジャスタをロックしてください。

ロックナット

高さ調整ナット
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５-２ 中間部（４ヶ所）

デッキを外して調整してください。 

先端の細い＋ドライバが必要です。（φ5ｍｍ以下） 

中心部の２枚のデッキを取り外します。 

取外しデッキ２枚

デッキ取付ネジ（８ヶ所）

デッキ取付金具（6 ヶ所） 
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手順は以下に記載します。 

① デッキ取付ネジ８本を外します。

② デッキ間の溝にデッキ取付金具があります。

そのネジを緩めてください。（６ヶ所） 
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③ デッキを斜めにして取り外します。

④ アジャスタが４ヶ所ありますので高さ調整を行います。

アジャスタ位置
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⑤ 根太の間から手を入れてアジャスタ調整を行ってください。

（ネジは上下で逆ネジになっています）

上下のストッパーを緩めます。（上から見て反時計回り） 

中央の高さ調整ネジで高さ調整を行います。 

上から見て、「時計回り：上がります(アジャスタが伸びる)」 

「反時計回り：下がります(アジャスタが縮みます)」 

上下のストッパーを締めてください。（上から見て時計回り） 

⑥調整が終わりましたら逆の手順でデッキを固定してください。

ストッパーネジ

高さ調整ネジ
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６. アンカーの設置（オプション）

オプションのアンカー金具を設置する場合。（４ヶ所あります。）

① ジャスタ金具固定ネジを緩めます。

アジャスタ金具固定ネジは絶対に外さないでください。アンカー金具とアジャスタ固定ネジは

共締めしており、外すとアジャスタが外れてしまいます。

②床面に合わせてアンカーを下に下げます。

③アジャスタ金具固定ネジを締めます。

④アンカー取付穴部（φ20）にアンカーを施工してください。

アンカーはお客様にてご用意ください。

現場の状況に合わせてアンカーの選定をお願いします。 

② 

① 、③

アジャスタ

固定ネジ 

④
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７. サッシ調整、錠の動作確認

サッシを開閉させて隙間等が、無くなるよう戸車調整を行ってください。

合わせて錠が掛かるよう確認を行ってください。 
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８. 保護シート除去

ポリカパネルの保護シートをはがしてください。 

下記の場所になります。 

保護シート撤去 

屋根 上面 ４ヶ所 

欄間 外   ２ヶ所 

背面 外   ３ヶ所 

側面 外   ４ヶ所 

正面 外   ３ヶ所 

欄間 内   ２ヶ所 

背面 内   ３ヶ所 

側面 内   ４ヶ所 

正面 内   ３ヶ所 
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９. 配線

配線ボックス内のブレーカーに電源の配線をしてください。 
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１０. 確認

りらっくハウス納入　チェックシート

　客先名

　納入日

　担当

　項目 基準・方法 チェック 　特記事項

　お客様挨拶 挨拶

　設置場所確認 確認

フォークリフト借用 借用

　荷卸し 荷卸し

　設置　（お客様に位置を確認） お互いに

　アジャスタ調整　（レベルだし） ４隅 水準器

　アジャスタ調整　（レベルだし）　中央 水準器

屋根　上面 　４ヶ所 はがす

欄間　外　　　２ヶ所 はがす

背面　外　　　３ヶ所 はがす

側面　外　　　３ヶ所 はがす

正面　外　　　３ヶ所 はがす

欄間　内　　　２ヶ所 はがす

背面　内　　　３ヶ所 はがす

側面　内　　　４ヶ所 はがす

正面　内　　　３ヶ所 はがす

　錠　の動作　（入口プッシュ錠） 動作に問題ないこと 窓がある場合はクレセント動作に問題ないこと

　動作確認(電気接続した場合、換気扇・コンセント・照明等） 動作に問題ないこと

　外観（傷・破損・汚れ・ネジのゆるみ・キャップはずれ） 無き事

クリーニング　（柱形材、床デッキ） クリーニング
ﾊﾟﾈﾙは乾いた布等で
絶対に拭かないこと

　ゴミ撤去　→　処理 清掃

 工具等の方づけ 片づけ

　写真撮影　（正面、側面60°左右、側面左右、背面左右） 撮影
お客様の許可は事前に営業がもらう
合計7枚　+　α

　お客様に使用方法等説明 説明

　取説・鍵をお渡しする。（付属品がある場合付属品も） 渡す

フォークリフト等借用品返却 返却

　お客様確認・受領書に印鑑またはサインを頂く サイン

　お客様挨拶 挨拶

　保護シート撤去

    ｖ1.04 


