
ご使用の前に
この説明書は、ご使用にあたり事故等を未然に防ぐために、注意してい
ただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよく
お読みの上、正しく安全にお使いください。また、説明書は大切に保管
し、必要な時にお読みください。

Precautions
This instruction manual explains important subjects 
to prevent any incidents.Please read this manual thoroughly 
before use and handle the product safely.Keep the manual 
in a safe place and read as needed.

Safe Handling Instructions
□When discarding plastic bottles, crushing is recommended. Do 
not shove bottles as it may interfere with the opening and closing of 
the lid. □To recycle, rinse milk cartons, bottles, and cans then 
thoroughly dry before putting them in a trash bin to prevent odor 
and mold. Please recycle according to the local rules. 
□Do not ride, hang, or lean on the product. Do not use as a trolley or 
cart. It may cause injury or damage.

Safety Precautions
□Place the product on a flat stable surface or alongside the wall 
or furniture to prevent falls. □Do not put items on the top lid. 
□Do not carry or lift the product using the lid. □Be careful not 
to get your hands or fingers pinched when opening and closing the 
lid. □Do not use the trash bin for something other than its 
intended use.
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ライクイット株式会社
〒639-0271奈良県葛城市加守814-1
Tel. 0745-77-3225　Fax. 0745-76-7335

（約）W450 × D320 × H650mm
52ℓ
20kg
ポリプロピレン
キャスター / ポリプロピレン・スチール

Size

Capacity
Load Capacity
Materials

W450 × D320 × H650mm 
(17.72" × 12.60" × 25.59"h)
52L (13.74 gal)
20kg (44.09 lb)
Polypropylene
Caster / Polypropylene · Steel
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Like-it Co., Ltd.
814-1 Kamori, Katsuragi, Nara, 639-0271, Japan
Tel. +81 745 77 3225　Fax. +81 745 76 7335

［取扱説明書］［Instruction Manual］

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。ご使用前に本説明書を必ずお読みください。

Please read this manual thoroughly before use.

Designed
by Like-it (Japan)

Made in China

取り扱い上の注意
□ペットボトルなどは十分つぶしたうえ廃棄することをお勧めします。
また、無理に押し込むなどの行為は、フタの開閉に支障をきたします
のでおやめください。□分別ゴミ箱としてご使用の場合、牛乳パックや
ビン・カンなどはニオイやカビの発生を防ぐために水洗いし、よく乾かし
てから入れてください。 （キャップやリングも外してください。）□フタの
上に乗ったり、ぶら下がる、寄り掛かる等の行為はしないでください。ま
た、製品を台車や運搬車代わりにしないでください。ケガや破損の原因
となります。

使用上の注意
□平らな面に設置し、壁面や家具に沿わせるなど転倒には十分注意
し、安全を確認した上でご使用ください。□フタの上に物を置かない
でください。□フタを持っての移動、及び持ち上げるのはおやめくださ
い。□フタの開閉で、手や指を挟まないようにご注意ください。□本製
品はゴミ収納を目的としていますので、他の用途での使用はご遠慮く
ださい。

Trash & Recycling Bin
分別ができるトラッシュビン52
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ポリ袋のセットの仕方 How to set the trash bag

1. 本体から袋止めを取り外します。
2. 袋止めにポリ袋をセットします。
3. ポリ袋の端を、袋クリップホールに差し込み、
　ゴミ箱へセットします。
※袋推奨サイズ：60ℓ

1. Remove the bag holder from the main body.
2. Set a trash bag on the bag holder.
3. Insert excess ends into holes from both sides.
※Recommended bag size: 60L (15.9gal)

Use notches and holes to secure bags.
 

袋止めの「切れ込み」と「袋クリップホール」にポリ袋
を差し込むことで、分別することができます。

Turn the main body upside down and insert 
4 casters all the way.

本体を裏返し、底面4箇所にキャスターを奥までしっ
かり差し込みます。

分別の仕方 How to set multiple bags

キャスターの取り付け方 How to install casters

袋クリップホール
Functional hole

切れ込み
Notch

キャスター
Caster

2分割-2
2 sections-2

3分割
3 sections

2分割-1
2 sections-1


