
組立に必要なもの

●組立人数2人

●下記サイズのレンチかソケ
ットレンチ、もしくは調整式
レンチのいずれかを2つ

7/16”
(約11mm)

1/2”
(約12mm)

9/16”
(約13mm)

●メジャー

●安全ゴーグル

お客様へ
こちらのオーナーマニュア
ルには保証書がついてお
ります。お読みいただいた
後も、このオーナーマニュ
アルを大切に保管してくだ
さい。

WARNING!

ご使用の前に必ず
このマニュアルを
読んで下さい。

仕様 お問合せ先 組立説明動画

スポルディング・カスタマーセンター
品番：791351CN

素材：ポリカーボネイト製

（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



下記警告サインをご理解の上、この取扱説明書をお読みください。
警告：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を
　　  負うことが想定される内容を示しています。
注意：指示に従わない場合、または製品の取り扱いを誤った場合、軽傷を負ったり、
　　  物的損害の発生が想定される内容を示しています。

組立・使用前の準備

使用上の注意

警告

注意

保管上の注意

注意

●箱からすべてのパーツを取り出してください。

●必ず大人2名以上で組立を行ってください。

●組立に使用する工具の取り扱いには十分注意してください。

●屋外で組立を行う場合、雨天や荒天での組み立てはおやめください。雨によりパーツが滑りやすくなり大変危険です。

●製品の組立を行う時は、広いスペースのある場所で行ってください。狭い場所で組立を行うと、パーツをなくしたり

製品の破損、またはその他の財物の破損の原因になります。

●体調の悪い時や、怪我をしている時はご使用をお控えください。

●ご使用の前は必ず準備運動（ストレッチ運動など）を行ってからご使用ください。

●本来の目的以外には使用しないでください。

●ご使用中、体に異常を感じた時は速やかにご使用を中止して医師の診断を受けてください。

●製品の組立は、説明書をよく読み正確に行ってください。

●ご使用の前に、各部取付箇所がしっかりと確実に固定され、弛みがないことを確認してください。また、製品に
傷や亀裂などが無いかを確認してください。異常が発見された場合はご使用をおやめください。

●風の強い日、雨の日や製品を設置している場所がぬかるんでいるなど、状態が悪いときはご使用をおやめください。
製品の破損、または転倒により負傷や事故を引き起こす可能性があります。

●ご使用ごとにリングやボードを点検し、腐食の兆候（さび、塗装のはがれ、傷）がある場合はエポキシ塗料で
再塗装してください。もしさびが内部まで浸透している場合は、ただちに部品を交換してください。

●ボード、リングまたはネットを含め、本製品のいかなる部品にもぶら下がらないでください。

●ダンクシュートは絶対にしないでください。

●お子様だけの使用は絶対におやめください。必ず監督できる保護者の方がお付添ください。

●本組立に使用する工具の取り扱いには十分ご注意ください。

●必ず周囲の安全を確認してからご使用ください。周りの人に迷惑をかけるような場所でのご使用はおやめください。

●ご使用の際は、アクセサリー（指輪、時計、ネックレスなど）を身に着けないでください。ネットにからまり、
負傷や破損事故を引き起こす場合があります。

●本製品は過激な競技用ではなく、家庭などにおけるレクリエーション用として設計製造されていますので、注意
してください。

●熱源、火気には絶対に近づけないでください。

●高温、多湿な場所では保管しないでください。

●本製品の耐久性は設置環境、使用状況などにより異なります。また、殺虫剤、除草剤、塩分などの腐食性のある
物質により、本製品の寿命は左右されます。
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Read and understand warnings listed below 
before using this product.

Failure to follow these warnings may result in 
serious injury and/or property damage.
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*ご購入のキットは様々なモデルのバスケットボールシステムに合うよう、
余分にパーツが入っています。

*当商品の組み立てには使用しないパーツもありますので予めご了承ください。

No. 数量 パーツ品番 品名
1 4  200580 アングルブラケット
2 240017 ヘックスボルト
3 203071 ヘックスボルト
4 203326 ロックワッシャー
5 203228 ナット
6 10 * 203100 ヘックスフランジナット
7 4 203104 ヘックスフランジボルト
8 90096401 ブラケット
9 579800 警告ラベル
10 203470 フラットワッシャー
11 6 * 203063 ナット
12 1 リング
13 バックボード
14 1 ネット
15 208892 ヘックスフランジボルト
16 4 * 203309 フラットワッシャー
17 900033 スラムジャムブラケット
18 206048  T字ボルト
19 200318 スラムジャムリインフォースメントブラケット
20 208760 スプリング
21 203795 スペシャルナット
22 208815 スペーサー
23 203331 ヘックスボルト
24 208818 スペーサー
25 20279502 ロゴラベル

1
1

パーツ認識表(ボルト)

パーツ認識表(ナット、ワッシャー、スペーサー)

パーツ認識表
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バックボードとリングの組立

必要な工具

レンチ

1/2”
(約11mm)

9/16”
(約12mm)

3/4”
(約13mm)

もしくは

ソケットレンチ

1/2”
(約11mm)

9/16”
(約12mm)

3/4”
(約13mm)



バックボードとリングの取付け

① T字ボルト(18)をスラムジャムブラケット(17)に通してください。ヘックスフラン
　ジボルト(7)、ヘックスフランジナット(6)でスラムジャムブラケット(17)をバック
　ボードに固定してください。

②図のように、リング(12)をスラムジャムブラケット(17)に差し込み固定してくだ
　さい。この際に、T字ボルト(18)をリング(12)の中心にある穴に通してください。

③スラムジャムリインフォースメントブラケット(19 ) の穴にT字ボルト(18)を差し
込んでください。

④スプリング(20)をT字ボルト(18)に差し込んでください。

⑤スプリング(20)をスペシャルナット(21)とフラットワッシャー(10)で固定してください。

⑥スペシャルナット(21)からT字ボルト(18)の先端が約3mm出るまで締めてください。



players know and follow these rules Owner must ensure that all 

WARNING

• 

for safe operation of the system.

DO NOT HANG on the rim or any part of the system including 
backboard, support braces or net.

• During play, especially when performing dunk type activities, 
keep player's face away from the backboard, rim and net. 
Serious injury could occur if teeth/face come in contact with 
backboard, rim or net.

• During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, 
etc.). Objects may entangle in net.

• Check system before each use for loose hardware, excessive 
wear and signs corrosion and repair before use.

• Never play on damaged equipment.
• See instruction manual for proper installation and 

maintenance.

 and understand warnings listed below Read
before using this product.

Failure to follow these warnings may result in 
serious injury and/or property damage.
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