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以下に記載されている警告事項をお読みになってご理解の上、本製品をご使用ください。

重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の警告事項を必ず守ってください。

ベース

・タンクの上に人が立ったり座った状態、または砂利等をタンク上にのせた状態で移動させないでください。

・器具が転倒する恐れがありますので、平らでない場所を移動させる場合は十分に注意してください。

安全にお使いいただくために
重傷事故や物損事故が生じる恐れがありますので、下記の注意事項を必ず守ってください。
安全にお使いいただくために、必ず所有者は利用者に以下の注意事項を伝えて、守らせてください。

・組み立てる際にはしご等を使用する場合は、十分に注意しておこなってください。

・タンクは定期的にもれがないかを確認してください。少しでももれがあると、器具が突然転倒する原因になります。

・ポールの組み立ては正確かつ確実におこなってください。おこなわれていない場合、使用中や移動中に結合部分から抜ける場合があり

大変危険です。

・悪天候、腐食、誤った取り扱いは製品の不具合を引き起こす原因につながります。

その際は製品を倒して保管してください。
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組み立てる際の注意点

組み立てに必要なもの

・必ず大人2人以上で組み立てをおこなってください。

・包装資材は速やかに処分してください。

・定期的に細かい部品がゆるんでいないかを点検してください。

・組み立てが完了したら、水か砂で完全に満たしてください。タンクが水または砂で満たされて

　いない時は製品を立てないでください。製品が転倒して負傷や事故を引き起こす原因となります。

※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

3

組立人数　3人

巻尺

使わない段ボールや廃木材
などの床に敷けるもの

作業台

ハンマー

脚立（2.4m）

下記サイズのレンチかソケットレンチ、
もしくは調節式レンチ（大・小）のいず
れかを２つ

延長ソケット

約160キロの砂
もしくは約110リットルの水

（13mm） （14mm）

砂

ソケットレンチ



図の中のパーツは本製品の形状とは異なり、本製品には含まれていないものもあります。

SPALDINGの公式YouTubeアカウントで、バスケットゴールの組立説明動画を公開しています。
事前にご覧いただいてから、組立を始めることをお薦めいたします。

◇組立説明動画
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代表的な構成パーツ位置確認

バックボード

リング

ポール

ベースタンク

タンクストラット
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パーツリスト

パーツNo.数量 管理 No. 名称 パーツNo.数量 管理 No. 名称

1 　　　　　   ベースタンク

2 　　　　　   ホイールアクスル

3 　　　　　   ホイール

4 　　　　　   トップポール

5 　　　　　   ミドルポール

6 　　　　　   ボトムポール

7 　　　　　   ヘックスボルト

8 　　　　　   プラグキャップ

9 　　　　　   ヘックスフランジボルト

10 　　　　　   タンクストラット

11 　　　　　   ボルト

12 　　　　     フラットワッシャー

13 　　　　　   ナイロンインサートロックナット

14 　　　　　   ヘックスフランジナット

15 　　　　　   プッシュナット

16 　　　　　   ホイールブラケット

17 　　　　　   バックボード

18 　　　　　   リング

19 　　　　　   ネット

20 　　　　　   バックボードブラケット

21 　　　　　   スペーサー

22 　　　　　   キャリッジボルト

23 　　　　　   プラスチックノブ

24 　　　　　   ヘックスフランジボルト

25 　　　　　   高さ調整ラベル

26 　　　　　   ポールキャップ

27 　　　　　   フラットワッシャー

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

6

1

6

2

1

1

1

1

2

2

2

2

4

1

1

4

600046

205424

266200  

FR908200

FR908246

FR908602

203679

266300

205528

908601

201625

203218

203099

203100

207550

20062701

900057

200837

203053

201344

203104

5E2356

600138

203309

※パーツの予備が入っている場合が有ります。
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パーツ認識表(ボルト&ネジ）

パーツ認識表(ナット&ワッシャー）

パーツ認識表(その他）

#7(2)

#22(2)

#11(1)

#12(6)

#15(2) #23(2) #21(2)

#13(1) #14(6)

#24(4) #9(2)
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1

5

4

トップポール(4)、ミドルポール(5)、ボトムポール(6)の各ポールに判別
ステッカーが添付されているか必ず次の工程に移る前に確認して下さい。

注意：一度差し込んでしまうと外す事は出来ませんので必ず
　　　それぞれのポールを確認した後に作業を行って下さい。

差口から9㎝の場所に印をつけておいて下さい。

図のようにミドルポール(5)をトップポール(4)に差し込んで下さい。
この際、図のように使わない段ボールや廃材木等を地面に敷き、地面に叩きつけてしっかりと
差し込んで下さい。

2  

HOLE - SLOT

HOLE - SLOT

9 cm

middle

(3.5")

9 cm
(3.5") 注意：段ボールや廃材木は商品に

　　　含まれません。

判別ステッカー

トップポール

   

   

 (9 cm)

   

   

(9 cm)

4

5

6

ミドルポール

ボトムポール

middle
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図のようにミドルポール(5)(前の工程でトップポール(4)と繋ぎ合わせています。)を

ボトムポール(6)に差し込んで下さい。

この際、図のように使わない段ボールや廃材木などを地面に敷き、地面にたたきつけてしっかりと

差し込んで下さい。

3  

ポール接合部分は最低9cm重なり合う
ようにポールを差し込んで下さい。

一度差し込んでしまうと外す事は
出来ませんので必ず確認作業をした後
行って下さい。

注意

注意：段ボールや廃材木は
　　　商品に含まれません。

"Bad Alignment" icon idea

       

 

4

5

6

9 cm

Bottom

Bottom

(3.5")

9 cm
(3.5")
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4

注意
※この工程で使用する
　プッシュナット(15)
　を固定すると外れなく
　なります。

段ボールや廃材木

7

6

1

15 3

16 152

3

図のように、ホイールブラケット(16)にホイール(3)と
ホイールアクスル(2)を通してください。図のように、両端に
プッシュナット(15)をハンマーで固定してください。
これでホイールキャリッジアッセンブリーの完成です。

警告!

この手順を行うには大人2名以上が必要です。
これらの警告に従わなかった場合、
負傷や事故を引き起こす原因となります。

図のように、ホイールキャリッジアッセンブリー(下図)とベースタンク(1)とポールをヘックスボルト(7)で
固定してください。

ホイールキャリッジアッセンブリーの組み立て方
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11

ナイロンインサートロックナット(13)の外側の縁に
ぴったりとはまるまで、ボルト(11)をきつく締めて下さい。

図のように、タンクストラット(10)の平らな端を、ボルト(11)、
フラットワッシャー(12)とナイロンインサートロックナット(13)で

図のように、前工程で固定したタンクストラット(10)の、もう片方の端をタンク側の固定位置に合わせてください。
その後タンクストラット(10)を、ヘックスフランジボルト(9)、フラットワッシャー(12)と
ヘックスフランジナット(14)を使用してベースタンク(1)に固定してください。

        
        

        
警告!

6

6
6

10

10

6
11

12

10

10

12

13

1

110

10 9

9

12

12

12 12

14 14

ポールに固定してください。
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8

14

20

21

17

18

27

24

バックボードブラケット(20)とリング(18)をバックボード(17)に固定してください。
その際にスペーサー(21)、ヘックスフランジナット(14)、ヘックスフランジボルト(24)、
フラットワッシャー(27)を使用してください。※必要以上にボルトを強くしめ過ぎないようにしてください。

12

図のようにリング(18)にネット(19)を取り付けます。

18

18

19
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9

10

A図のように、作業台を利用してバスケットゴールを立てかけてください。
その後ゆっくりとポールに前工程で組み立てたバスケットボードを差し込んでください。
B図のように、キャリッジボルト(22)とプラスチックノブ(23)を使用して好きな高さで固定してください。
最後にポールキャップ(26)を取り付けてください。

製品をお好みの場所に移動し、水(約110リットル)か砂(約160キログラム）
を使ってタンクを満たします。砂袋の場合タンクの上に置いてください。
タンクを満たした後、タンクキャップ(8)を取り付けてください。

A B

22

26

23

8

8
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1

3
2

お子さまだけによる製品の移動はおこなわないでください。

警告

 タンクから水をぬいてからおこなってください。
（おもしに水を使用している場合）

注意

移動方法

①ポールを持ちながらタイヤが地面に設置するまで製品を手前に倒します。

②お好みの場所まで移動します。

③十分に注意しながら製品を立てます。

④製品が安定しているか確認します。

　タンクの水は凍らないようにしてくだ
　さい。タンクの破損の原因となる場合
　があります。
　氷点下で設置、使用する場合はタンク
　の水に約 8 リットルの不凍液を加えて
　ください。（砂を使用する場合は不凍
　液は必要ありません）

警告

　タンクが水または砂で満たされていな
　い時は製品を立てないでください。転
　倒する恐れがあります。

警告

　お子さまだけによる製品の移動はおこ
　なわないでください。

警告
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この度はスポルディング製品をご購入頂きありがとうございます。

本製品は 1年間の製品保証をお客様にお約束しています。

スポルディングの正規販売店でご購入頂いた製品に関して、ご購入日から 1年間

の間に製造上不具合が認められた場合には、無償にて補修部品の交換致します。

但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。

※弊社は組み立てサービスを一切行っておりません。

次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。

● 取り扱い不注意、誤用、乱用及び改造によって生じた損傷

● 使用中に生じた表面的な損傷（摩耗、擦傷、退色、サビ等）

● 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷

● その他当社の責任によらない事由で生じたもの

ご購入後 1年以上を経過した製品の部品交換及び送料等は有料とさせて頂きます

ので、ご了承ください。

この保証を受けるためには、正規販売店での購入証明の提示が必要となりますの

で、レシート等、ご購入の証明となるものを大切に保管して下さい。正規販売店

以外での購入製品や購入証明のご提示がない場合には、有償にて修理を承ります。

また本保証は日本国内においてお買い上げ頂いた商品についてのみ有効です。

交換した製品の保証期間は、交換日からではなくお買上げ頂いた製品の当初の購

入日から起算します。

上記記載事項は製品保証に関する当社の責任のすべてを述べたものであり、当社

は当社製品の使用に関係する間接損害、付随的損害または派生的損害に関して

いかなる責任も負いかねます。

商品名　： 77455 CN

ご購入店：

ご購入日：

氏名 様

住所
お客様

スポルディング・ジャパン株式会社

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿 4-4-6 MARIX恵比寿ビル 3階

TEL:03-6408-0451

www.spalding.co.jp

総輸入販売元

スポルディング・カスタマーセンター
（株式会社ノアロジスティック内）

〒340−0813　

埼玉県八潮市木曽根1359
TEL:048-999-1151 （平日9 : 00 ～ 17 : 00）

Eメール:info@spalding.co.jp

カスタマーセンター

保証書



保証規約

第１条（定義） 

本保証規約（以下、「本規約」という。）において、別段の定義を伴わずに

用いられる本条各号の用語の意味は、それぞれ以下の通りとする。 

（１）「当社」とは、スポルディング・ジャパン株式会社をいう。 

（２）「当社製品」とは、当社が販売を取扱う製品をいう。 

（３）「正規品販売店」とは、当社が指定した、当社製品を販売する第三者

（法人であると個人であるとを問わない。）をいう。 

（４）「購入者」とは、当社または正規品販売店から、当社製品を購入するす

べての者をいう。 

（５）「マニュアル」とは、当社製品を購入した際に交付されるオーナーマニ

ュアルを含む当社製品の取扱い説明書一切（名称を問わない。）をいう。 

（６）「故障」とは、購入者がマニュアルに従い、正しい方法で当社製品を組

立てかつ正しい使用方法で当社製品を使用し、保管をしている場合であっ

ても、製品が正常に機能しない状態をいう。 

（７）「無償交換」とは、当社製品が故障した場合、当社が無償で当社製品の

全部または一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または

一部を提供することをいう（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行う

ものとする。）。 

（８）「無償保証」とは、本規約に定める条件により、購入者に対し、当社が

無償交換を約束する場合をいい、修理は含まない。 

（９）「有償交換」とは、購入者が費用を負担し、当社が当社製品の全部また

は一部（部品を含む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提

供するこという（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとす

る。）。 

第２条（適用範囲） 

１ 本規約は、購入者が、日本国内において、当社または正規品販売店から当

社製品を購入した場合に適用される。 

２ 本規約は、購入者が当社製品の購入を申込み、当社または正規品販売店が

承諾し、当社製品の売買契約が成立したと同時に、購入者が本規約に同意を

したものとみなす。購入者が、本規約に同意しない旨の意思表示をしたとき

は、本規約に基づく保証を受けることができない。 

３ 本規約とマニュアルとの間において、同一の事項に関し、異なる規定があ

る場合には、本規約が適用されるものとする。 
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第３条（無償保証） 

１ 購入者は、当社製品に製造上の故障がある場合に限り、購入日から１年に

限り、無償保証の適用を受けることができる。ただし、次の各号に掲げる場

合には無償保証の適用を受けることができない。 

（１）故障の状況を確認するための検査を拒否したとき。

（２）当社または正規販売店での購入を証明する書面を提示しないとき。

（３）上記（２）の書面が偽造または変造されているとき。

（４）購入者が、当社製品を日本国外において使用したとき。

（５）当社製品の運送または移動中の、落下または衝撃等を起因して故障また

は損傷したとき。 

（６）購入者が使用上の不注意、誤用、乱用または改造等によって故障または

損傷したとき。 

（７）購入者が、当社製品を当社が定める適合する当社製品以外の製品（他社

製品のほか、当社の関連会社が販売する製品及び適合しない当社製品を含

む。）と組み合わせまたは当社以外の部品を使用したこと等により故障また

は損傷したとき。 

（８）使用中に通常生じる自然摩耗または自然劣化により損傷が生じたとき。

（９）火災、地震、落雷、風水害その他の天変地異または盗難等の人災により

故障または損傷したとき（荒天、強風時に当社製品が転倒し、または飛行物

が衝突をした場合等を含む。）。 

（１０）購入者がマニュアル記載の警告を遵守せず、故障または損傷が生じた

とき。 

（１１）前各号に掲げる場合の他、故障の原因が購入者の使用方法または保管

方法にあると認められるとき。 

２ 前項の保証期間を経過したときまたは前項各号の場合に当たり無償保証の

適用を受けることができない場合には、購入者は有償交換のみをすることが

でき、有償での修理を依頼することはできない。ただし、購入者が有償交換

を希望しない場合であっても、当社において当社製品を預かっている場合に

おいて、当社製品の返還等の送料その他にかかる実費については購入者が負

担するものとする。 

第４条（交換） 

本規約による交換は、次の各号に掲げる方法による。 

（１）当社製品の故障が疑われるときは、マニュアル記載のカスタマーセンタ

ーに対し、連絡をするものとし、当社に対し当社製品を発送してはならな
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い。かかる場合における送料は、返送費用を含め、購入者の負担とする。

なお、購入者が受領を拒否した場合においては、３か月間の保管期間の経

過をもって、当社製品の所有権は当社に移転し、当社が処分もしくは第三

者へ譲渡できるものとする。この場合において、当社は、当社製品の保管

に要した費用及び処分に要した費用を、購入者に対し、請求することがで

きる。 

（２）当社製品の交換は、当社の判断により、当社製品の全部または一部（部

品を含む。）の交換をするための当社製品の全部または一部を提供するこ

とをいう（なお、部品等の交換作業は購入者本人が行うものとする。）。 

（３）交換した旧製品または部品等については、購入者において廃棄等の処分

を行う。 

（４）交換をした当社製品の保証期間は、交換をした日を基準とせず、当初購

入日から起算するものとする。 

第５条（損害賠償及び免責事項） 

１ 当社が当社製品に関連して損害賠償責任を負う場合、当社の故意または重

大な過失による場合を除き、当社製品に関する債務不履行又は不法行為に基

づく損害賠償の責任は、購入者の当社製品の購入金額を限度とする。 

２ 購入した当社製品に関し、購入時に発見することが不可能な製造上の故障

があった場合には、本規約にかかわらず、故障を発見した日から１年に限

り、無償で故障のない製品若しくは同等品との全部または一部（部品を含

む。）を交換するための当社製品の全部または一部を提供するものとし、当

該故障に基づく損害賠償義務を負わないものとする。 

第６条（反社会的勢力の排除） 

 購入者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条２号に定

義される暴力団、同法同条６号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった

日から５年を経過しない者、暴力団準構成員、もしくはその関係者、不法収

益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、又は総会屋その他反社会的勢力（以

下、併せて「反社会的勢力」という。）であることが判明したときは、当社は

かかる事由判明したときからいつでも、何らの催告を要することなく、本規約

を適用しない。 

第７条（規約の変更） 

購入者は、本規約が、事前の書面による通知なく、変更される場合があるこ

とを承諾する。なお、当社は、本規約を変更した場合には、当社ホームページ
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上において変更後の規約を掲載する。 

第８条（準拠法及び裁判管轄） 

 本規約は、日本法に準拠し、本規約に関連して生じた一切の紛争について

は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

発行日 2020年 1月 22日 
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