
Ｍ6ボルト 棚受けダボ

本体

部品明細

脚

●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控えください。

お願い
●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気•乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残る
　おそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
    布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。注意

取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
150/180TVB-L-1
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・本体を逆さにし、脚をM6ボルトで固定します。

※一か所ずつ固定しながら組み立てると後で組むボルトが
　入りにくなることがありますので、必ず全部のボルトが
　入るのを確認してから最後にドライバーで締めてください。

脚の取り付けの方法

ガタツキの調整

脚の下面には、アジャスターがついており、
床面との隙間やガタツキがある場合、回して
調整してください。

下がる　上がる

150/180TVB　  　　8本　 150/180TVB　  　　4個

Ｍ6ボルト



この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
150/180TVB-L-2

　2/2

引出しの取付け方

奥まで縮める

位置を合わせ真っすぐ差し込む

（図は左側）

本体側のレールを奥まで縮めた状態で、引き出し側のレールを
本体側のレールに合わせ真っすぐ差し込みます。

引出しの取外し方

引き出せる位置まで出した状態で、黒いレバーを動かします。
【左レールは上に】　【右レールは下に】押し上げてください。

レバーを動かした状態で
真っすぐ手前に引く。

黒いレバーを動かしてください。

左側のレール

右側のレール

下げる

上げる

フラップヒンジの調整方法

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

カブセ調整ネジ

固定ネジ 

扉 

家具本体 

①フラップヒンジの固定ネジを緩めます。この時扉が脱落する場合
があるので注意してください。
②カブセ調整ネジを回してカブセ量を調整します。時計回りに回す
と扉は上へ動き、時計回りにネジを回すと扉は下へ動きます。
調整が完了したら固定ネジを締め、扉を確実に固定してください。
※調整範囲を超えて無理に調整すると、不具合が起きる可能性があ
ります。

棚板の設置

①棚受けダボを
お好みの高さにねじ込む

裏面の切り欠きに合わせて
棚板を設置します。



Ｍ6ボルト

部品明細

棚板バックパネル

●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控えください。

お願い
●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気•乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残る
　おそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
    布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。注意

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
150/180TVB用バックパネル-1
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①TVB本体の裏面にバックパネルをM6ボルトで固定します。
②バックパネルに固定棚板をM6ボルトで固定します。　　　　　　　　
※一か所ずつ固定しながら組み立てると後で組むボルトが
　入りにくなることがありますので、必ず全部のボルトが
　入るのを確認してから最後にドライバーで締めてください。

TVB及び棚板の取り付けの方法

TVB-L本体

固定棚板

バッba

Ｍ6ボルト

②

①

バックパネル

150/180パネル　　21本



Ｍ6丸座Ｍ6ボルト スペーサーＭ6ボルト

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
150/180TVB用バックパネル-2
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Ｍ6ボルト　55ｍｍ

スペーサー38ｍｍ

付属の
◎スペーサー38ｍｍ  　(4個）
◎Ｍ6×55ｍｍボルト　（4本）
は、ＴＶ裏面に凸凹がある場合等に使
用します。
詳しくは、ＴＶ対応表をご覧下さい。

ＴＶ裏面

ＴＶブラケット　ＴＫ4-2001　取り付けボルト

及び、特殊背面ＴＶ用取り付けボルト

別売りのＴＶ壁掛け金具（ＴＫ4-2001）が
取り付けられます。
ＴＶ壁掛け金具の詳しい説明は、金具の取
り扱い説明書を参照して下さい。

Ｍ6ボルト　40ｍｍ

丸座

ＴＫ4-2001

Ｍ6丸座
　　　　　４枚

Ｍ6×40ボルト
　　　　　４本

スペーサー38ｍｍ
　　　　　４個

Ｍ6×55ボルト
　　　　　４本

特殊ＴＶ取り付け金具ＴＫ-4金具取付金具



●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控えください。

お願い
●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気•乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残る
　おそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
    布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。注意

取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
45CABL/R-1
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引出しの取付け方

奥まで縮める

位置を合わせ真っすぐ差し込む

（図は左側）

本体側のレールを奥まで縮めた状態で、引き出し側のレールを
本体側のレールに合わせ真っすぐ差し込みます。

引出しの取外し方

引き出せる位置まで出した状態で、黒いレバーを動かします。
【左レールは上に】　【右レールは下に】押し上げてください。

レバーを動かした状態で
真っすぐ手前に引く。

黒いレバーを動かしてください。

左側のレール

右側のレール

下げる

上げる
ガタツキの調整

脚の下面には、アジャスターがついており、
床面との隙間やガタツキがある場合、回して
調整してください。

下がる　上がる

棚板の設置

①棚受けダボを
お好みの高さにねじ込む

裏面の切り欠きに合わせて
棚板を設置します。

棚受けダボ

40CAB L/R　  　　12個　



取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
45CABL/R-2
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扉の調整方法

カブセ代調整

前後調整

高さ調整

(+)

(-)

PZ2

(-)

(+) PZ2+

(-)  (+)

PZ2

+



●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控えください。

お願い
●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気•乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残る
　おそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
    布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。注意

取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
45キュリオL/R-1

1/2

引出しの取付け方

奥まで縮める

位置を合わせ真っすぐ差し込む

（図は左側）

本体側のレールを奥まで縮めた状態で、引き出し側のレールを
本体側のレールに合わせ真っすぐ差し込みます。

引出しの取外し方

引き出せる位置まで出した状態で、黒いレバーを動かします。
【左レールは上に】　【右レールは下に】押し上げてください。

レバーを動かした状態で
真っすぐ手前に引く。

黒いレバーを動かしてください。

左側のレール

右側のレール

下げる

上げる

棚受けダボ グラフィックス ダボキャップ LED照明コード

40キュリオ L/R 　　8個　 40キュリオ L/R 　　4個　40キュリオ L/R 　　1個　 40キュリオ L/R 　　1本

棚受けダボ

ガラス棚

グラッフィックス

④ガラス棚にグラッフィックスを付けた
状態で棚受けダボにはめ込む。

注意-ガラス棚を取り付ける時、落下してケガなどしない様に充分注意して下さい。

（　前面　）

側板

①棚受けダボを
ねじ込む

③ダボキャップを
差し込む

②グラフィックスを
差し込む

ガラス棚

硝子棚の固定方法

ダボキャップ



取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
45キュリオL/R-2
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ガタツキの調整

脚の下面には、アジャスターがついており、
床面との隙間やガタツキがある場合、回して
調整してください。

下がる　上がる

扉の調整方法

カブセ代調整

前後調整

高さ調整

(+)

(-)

PZ2

(-)

(+) PZ2+

(-)  (+)

PZ2

+

照明部品の取扱い （注意）
◎照明器具の分解取り外し行なわ
ないでください。
◎このLEDの消費電力は1.0Wです。
◎ACプラグは、付属の物をご使用
ください。他のACプラグなどをご
使用の場合、故障/事故の原因にな
ります。

LEDライト

ON/OFFスイッチ

ON

OFF

◎付属のACプラグのコネクターを
　本体壁板から出ているコネクタ
ーと接続します。
この時、コネクターの抜き差しは
コネクターを持って行ってくださ
い。
コードを持って無理に引っ張ると
コネクターが外れ感電などの事故
の原因になります。

コネクター部分

後ろ面

ACプラグ ※ＬＥＤ球の交換は
、左に廻せばはずす
事が出来ます。



●連結ボルトやジョイント金具がゆるんだ状態で使用しないでください。
●商品を移動する際は、必ず二人以上で持ち上げて移動してください。
●床に傾きや段差のある不安定な場所でのご使用はおやめください。
●商品の分解や改造はしないでください。
●商品の耐荷重（引出し20kg）を超えてのご使用はお控えください。

お願い
●時々ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ゆるみのある場合は閉め直してください。
●直射日光やストーブなど熱の影響を受ける場所、湿気•乾燥の著しい場所でのご使用はお控えください。
●商品の表面にセロテープやシールなど粘着性のあるものを貼付けないでください。表面材が剥がれます。
●商品の上に高温のものをのせないでください。変色し跡が残ります。
●商品の上でボールペンなど先の硬いものを直接使用しないでください。表面を傷付けたり、跡が残る
　おそれがあります。
●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水で薄めたものを使い
    布をよくしぼってから拭き取ってください。最後に乾拭きしてください。

故障、破損、けが、物的損害につながることがあります。注意

取扱説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読み頂き、正しくご使用下さい。また大切に保管し必要な時にお読み下さい。

安全の為に必ずお読み下さい。
70デスク

/1

引出しの取付け方

奥まで縮める

位置を合わせ真っすぐ差し込む

（図は左側）

本体側のレールを奥まで縮めた状態で、引き出し側のレールを
本体側のレールに合わせ真っすぐ差し込みます。

引出しの取外し方

引き出せる位置まで出した状態で、黒いレバーを動かします。
【左レールは上に】　【右レールは下に】押し上げてください。

レバーを動かした状態で
真っすぐ手前に引く。

黒いレバーを動かしてください。

左側のレール

右側のレール

下げる

上げる

ガタツキの調整

脚の下面には、アジャスターがついており、
床面との隙間やガタツキがある場合、回して
調整してください。

下がる　上がる

Ｍ6ボルト

部品明細

棚板　×2枚70デスク本体

①70デスクバックパネルに固定棚板をM6ボルトで固定します。　　　　　
　※一か所ずつ固定しながら組み立てると後で組むボルトが
　入りにくなることがありますので、必ず全部のボルトが
　入るのを確認してから最後にドライバーで締めてください。

棚板の取り付けの方法

70デスク本体

固定棚板

バッba
Ｍ6ボルトバックパネル

70デスク　　　　6本
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