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244cm x 305cm

屋外用物置
モデル番号 60295
ITM./ART. 1900782
組み立てる前に：

• 平面な場所で組み立ててください
• 3人以上での組み立てを推薦します

英国およびヨーロッパ本土のカスタマーサービスの場合：
Eメール：cs@lifetimeproducts.eu

ご家庭でのみ使用してください!
重要：本書をよく読み、
今後参照できるように保管しておいてください!
目次
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必要な工具

5/16” (8mm) 木材用ドリルビット

5/16” (8 mm) 石材用ドリルビット
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LIFETIMEカスタマーサービスにお問い合わせください：

電話：1-800-225-3865

月曜日〜金曜日7:00 am 〜 5:00 pm（山地標準時）
および土曜日9:00 am 〜 1:00 pm（山地標準時）

ライブチャット: www.lifetime.com/customerservice
（
「LIVE CHAT」
タブをクリックしてください）
説明ビデオ：www.youtube.com/lifetimeproducts

モデルおよび製品ID（弊社にご連絡の際は両方とも準備してください）

モデル番号： 60295
製品ID：
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アイコン凡例߂ࢄآԴ◔㣗◔ṉ
• 特に注意してお読みください。
• ࢋࡶҶઞطଞ࣯ࢂɼଗࡁଡࡶΟεТЬ
•墹䦋❹昂寑㚓村䋊≶䖪ㅠ˛
• セクションで使用する部品です。
• ଥк߾܊܀۰ࡈیѸЕٕ૽ҚࡶΟεТЬ
•墹䦋䶕央嫃愹㚓㊑村䛕愹˛

• 特定のセクションで必要な部品はありません。
• ଗܹٕ૽ࢇ߷Еࡶ܊܀ΟεТЬ
•墹䦋䶕央嫃䋊⯫愹㚓Ṟ村姒Ὄᾦ愹˛
• セクションで使用されるハードウェアです。
• ଥк߾܊܀۰ࡈیѸЕʼٕ૽ࡶΟεТЬ
•墹䦋䶕央嫃愹㚓㊑村䛕ụ戢⚹⇈˛
•特定のページで必要なハードウェアはありません。
• ଗܹʼٕ૽ࢇ߷Еࡶ܊܀ΟεТЬ
•墹䦋嫃䋊⯫桒枳䛕䶕央Ṟ村姒Ὄᾦ愹˛
•セクションで使用される工具です。
• ଥк߾܊܀۰ࡈیѸЕ˓˱ҚࡶΟεТЬ
•墹䦋䶕央嫃愹㚓㊑村䛕⸶⇈˛
•特定の手順で電動ドライバーを使用するか使用しないかを示します。
• ઞࢽЯ˃߾۰ࢷ̛ҖռࡶࡈیଥѦѸЕएࡈیଜִ߇ѸЕएձΟεТЬ
•墹䦋嫃䋊⯫㮶檰ῐ䕹Ṟῐ䕹杌抗˛
• ナットはセンターロック式です。
しっかり締まるよう設計されているため、
締めにくくなっています。金属やプラスチッ
ク部分と水平にぴったり重なるまで締めてください。
ࣸߒ̖࢜οઝձࡈیଜԂЕݤТЬࢇݤɼЕοઝЕࡶ࣯࣏߭ࠆߞଢТЬࢇʼٕ૽ࡵ
Οࣸ߾ГݝଥएЕʨࡶ؏एଜ̛ࡢଥࢇԜଞઞघࢇѦԼ۶˃Ѹ߹ݡТЬ
• 堐䣢ἧ䓐ᷕ⣖挾⭂坢ⷥˤ旬㚱忁ᾳ㧁姀䘬坢ⷥ㚫暨天䓐溆≃挾䵲ˤ忁ᾳḼ慹姕妰℟㚱忁ᾳ䈡⿏炻ẍ性ẍ⼴檮
僓ˤ
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警告と通知 / ʾ˅˅ऌۉଡ / 㮦⿍ᵉ曃
日本語:

• 以下の警告に従わなければ、重傷や物的損害が生じる可能性があり、保証が無効になります。
• 安全を期すため、
この製品を組み立てる際は必ず指示に注意深く従ってください。
• 物置の設置に建築許可が必要か確認するため、地域のあらゆる建築基準法をチェックしてください。
• 物置を組み立てる前に基礎が完全に水平であることを確認してください。
• プラスチック製部品はねじを締めつけすぎると損傷する可能性がある点に留意してください。損傷を防ぐには、低いトル
クに設定されたドリルを使用するよう強くお勧めします。2番のプラスドライバーを使用することもできます。
• 組立は大人3人で行う必要があります。
• 組立を行う人は全員、作業中に安全めがねを着用しなくてはなりません。
• 組立中に梯子を使用する場合は特に注意してください。
• 物置は完成後、固定するよう強くお勧めします。本書で後述されている手順を参照してください。
•
雪の多い地域では屋根から雪かきをするようお勧めします。雪が手のひらの長さよりも高く積もった場合は屋根から
雪かきをしてください。
•
製品の近くで熱い物を使用したり保管したりしないでください。
• 適切で完全な組立は、事故や負傷のリスクを減らす上で不可欠です。
• 組み立て中および組み立て後は、屋根を押し上げて物置をスライドさせたり持ち上げたりしないでください。
コーナーパ
ネルのみを押して移動させます。
• 物置は基礎に固定する必要があります。本書の最後の「物置の固定」セクションには、固定の完了に必要な金具が記載さ
れています。金具は地元の金具店で購入できます。
• ほとんどの負傷は誤用や手順に従わないことが原因で発生します。
この製品をご使用になる場合は注意を払ってください。
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基礎の準備 / ԑ૧ː ۉ/ ⶸ䪇⚸⊮

• 物置を組み立てる基礎を用意する必要があります。居住地域で建築許可証が必要な可能性があるため、物置を組
み立てる前に地元のあらゆる建築基準法を確認してください。組立を始める前に基礎を流し入れるか建設してくださ
い。基礎には2つのタイプがあります。
• コンクリート
• 木製枠組み
タイプを選択してください。ただし、設置前に表面は水平で平らにしなくてはなりません。表面が平らでなければ、物置を適切に
組み立てられません。表面を適切に水平にすると、長期的には時間の節約につながりますので、
この手順は怠らないでください。
弊社ではコンクリートの基礎を推奨しています。最も耐久性が高く、長期間持続します。建物内部に水がたまらないように、選択なさ
った基礎は地面の上に構築する必要があります。材木はすべて屋外用を使用してください！
•ɾࢇॷˈձ࣏վଟଐԔ૪ࡶࢿ˓ଥߞଢТЬʠ࣯एࠇࢂʢରɼऎࢇଗࡁଟܹݡТЬɾࢇॷˈ
࣏վࢷ߾ୃएʢ̍ࢽࡶֻѿۑଔ࣏ࠝݤݫվ߾ࢷݤଐԔ૪ࡶ˓ݤଥߞଢТЬɼएଐԔ૪ࡪ
•ચնચ
•ֹ࣌
ࡪࡶ۴ଢТЬЯ۶ࢷ߾ִࢇܹૡଜˈૡੋଥߞଢТЬִࢇܹૡଜए߉ˈૡੋଜए߉ࡳִɾࢇॷˈЕ
ࠠԻ࣏վѸए߉ݡТЬࠠԻִࢂܹૡࡶ࢝ࡳִʼ˲߾Е߶ݤɾࢇࢸʃѸЕփਾࢇЯ˃ձҟଞݤଜए
ցࠝݤݫ
նચԑ૧ࡳ˽࢝ଟПЩնચԑ૧ࡲέˮࠚ˅ࢎࢄۺԋʁПЩɻࢄॴ˅έْࢄ˅ࢄזऌ߆ѣԹ
ଙԫֱԑ૧ࡳऌֱݡːଢߛଟПЩָҕֹ࢟Вࠛ࠶ࡅࢄߪߛଟПЩ
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•㫲㮣㘽
•㗦㘽
惉㔘⇇Ṿṑ䩿熂ᾗ≘婩❹⯚央⊞➁枳〖桙⻄䪺˛⧓㟭➁枳Ṟ⻄熂Ↄ⮩㤫ⲂṞ兎⧶◕⯚央˛⻄䪺➁枳ⱘ寤ヹ↞暵梸ẜ㇓熂✱
㮵嬜✅惆㮵㮶檰˛ハỏⶸ娮䏦㫲㮣⚸⊮濕▞‴从䏦⻥⍊ㆿᴃ⻥Ʋ⽦弶㎅䕂⚸⊮⺃曆ⶸ㑺◮圦濕ᶣ㞘‥䤋㫲Ʋヾ㗇㗦㘽⺃曆
弧㑺ヴ⟔ḽ䏦濊
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1

X セクション1（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪Ჾ徦 䵊ℋ暿
必要なコンクリート / ਏչઝࡁʢ / 需水泥

1.1

1 yd3 (0,77 m3)
コンクリート基礎 / նચԑ૧ / 㫲㮣⚸⊮
• コンクリートは約10センチの厚さでなくてはなりません。物置の実際の寸法は、最も幅の広い部分と長い部分で
244cmと305cmです。
この寸法に適した場所を選択してください。床の寸法は屋根の寸法よりもわずかに小さいた
め、238cmと300cmの水平な面を準備する必要があります。
• ਏչઝѿ͉Еߟࢉ FP ࠆߞଢТЬɾࢇॷˈࢂࢿݨܹЕɼࢠυˈ̝एࢺࡶࣱ̛ࡳԻ
Ě[Ě P[P ТЬࢇԜଞܹ߾ٕଢଜЕٕएձ۴ଜѦԼଜࠝݤݫЪ̘Вऌٜ
̘лߜٵɻ̘ҳהĝZĝ OZO ࡿֱܶࡳݡːଢߛଟПЩ
• 㲅㴶㟐㈚䵕ⱉ 戡䳄 ⏫˛Ↄ⮩㤫ⰷ曬㝑ⰽⓝ㝑旈㚀ⱉ[ⱉ 䳄[䳄 ˛䤋ヹ惉㔘䛕⢅
➁兎㽐帄恪Ửⲋⱉ姒㲓˛◮㘽⫸⪶㪒㞘曀⫸⪶䐣⫍濤▞㨢⽦斾堿ⶸ廞Ჾỉ⪶[⪶ 䬱
䬱 䕂㫲㵔圦映Ʋ

96" (2,44 m)
120" (3,01 m)

118

1/4

" (3

m)

4" (10 cm)

!
7

93 1/2"

)

(2,37 m

X セクション1（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪Ჾ徦 䵊ℋ暿
必要な工具 / ଗܹ˓˱ / ㊑村⸶⇈

1.2

木製基礎 / ֹ࣌ԑ૧ / 㗦㘽⚸⊮
• 材木はすべて屋外用を使用してください！物置の実際の寸法は、最も幅の広い部分と長い部分で244cmと305cm
です。
この寸法に適した場所を選択してください。床の寸法は屋根の寸法よりもわずかに小さいため、238cmと
300cmの水平な面を準備する必要があります。
• ָҕֹ࢟Вࠛ࠶ࡅࢄߪߛଟПЩɾࢇॷˈࢂࢿݨܹЕɼࢠυˈ̝एࢺࡶࣱ̛ࡳԻ[ 
P[P ТЬࢇԜଞܹ߾ٕଢଜЕٕएձ۴ଜѦԼଜࠝݤݫЪ̘Вऌٜ̘лߜٵɻ
̘ҳהȟZȟ OZO ࡿֱܶࡳݡːଢߛଟПЩ
• ヾ㗇㗦㘽⺃曆弧㑺ヴ⟔ḽ䏦濊 Ↄ⮩㤫ⰷ曬㝑ⰽⓝ㝑旈㚀ⱉ[ⱉ 䳄[䳄 ˛䤋ヹ惉㔘䛕⢅
➁兎㽐帄恪Ửⲋⱉ姒㲓˛◮㘽⫸⪶㪒㞘曀⫸⪶䐣⫍濤▞㨢⽦斾堿ⶸ廞Ჾỉ⪶[⪶ 䬱
䬱 䕂㫲㵔圦映Ʋ

96" (2,44 m)
120" (3,01 m)

118

1/4

" (3

m)

,37 m)

(2
93 1/2"

8

1

X セクション1（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪Ჾ徦 䵊ℋ暿
必要な工具、部品、金具 / ଗܹ˓˱ٕ૽ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂杇憞ⓝụ戢

2" x 4" x 118 1/4" (5 cm x 10 cm x 3 m) (x2)

2" x 4" x 90 1/2" (5 cm x 10 cm x 2,3 m) (x9)

1.2.1

16d 3 1/2" (16d x 8,9 cm) (x36)
木製基礎 / ֹ࣌ԑ૧ / 㗦㘽⚸⊮
• 材木はすべて屋外用に処理・認定されたものを使用してください。238cm x 300cmの骨組みを造ります（寸法
の外側）。また、
この枠組みを造る際は平らな面に合板を使用することもできます。
• ֻҘּࢢɼࠞ࠹ࡈࡳԻঈչѸˈࢉݣѸ߹Еएࢉଜْ࠶ࠝݤݫܶɼĚ[Ě P[
P ࢉˌ࣏ձ˓ݤଜֹ࣌ࠝݤݫԑ૧ࡳݡːଜҳଟળࡳੈֱࡰԸࡅۉଜܶࢎݞПЩ
• 䤋㊑㝚䛕㝹㟐慎䷤悟嚦䑗ṷ悺㘍㊇⥧ῐ䕹˛㊑⽋㝹㠇村ⱉ[ⱉ 䳄[䳄 濑廯彈⫸
⪶濒Ʋ⽦ᴝ⊭ᶣ䏦᳇⋆㘽Ḛ㽸ヾⶸ㗦㙴䕂ⴱ映Ʋ

x8

118

1.2.2

1/4"

) )
3m m
(2, (2,37
"
2
1/ /2"
90 93 1

(3 m

)

• 次のステップで合板にクギを打つ際にスタッドが適切な場所になるよう、
コーナーから40cmの位置を測定し、
中央から中央まで測定します。
• ̛۠҆ VWXG ࢇଢશࠠ߾̛׃հࡢ߾ЕएࢉଜԮִֻ۰չ߾۰̧ࣸݪएࢂʠչ  
FP ձ্ࢽଞЬࡸࣸ߾ݪ۰̧ࣸݪएࢂʠչձ্ࢽଢТЬ
• 䄋䤋Ṝṑ㮶戩Ṛ㟐㚓㊑㝚䛕堋㡤慎❹⇇㈚❹䛕ᾞ便熂ṑ娣旜⨜戠⊁ⱉ 戡䳄 嚦熂䆇΅㭲
Ṿ〔戠⊁Ṿ〔˛

16" (4

0,1 cm

)

16" (4

0,1 cm

x28

)

16" (4

16" (4

0,1 cm

0,1 cm

)

16" (4

0,1 cm

)

16" (4

0,1 cm

)

16" (4

0,1 cm

)

16" (4

0,1 cm

)

118

1/4"

(3 m

)

!
9

m) m)
2,3 2,37
(
" (
1/2 1/2"
0
9 93

)

1

X セクション1（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪Ჾ徦 䵊ℋ暿
必要な工具、部品、金具 / ଗܹ˓˱ٕ૽ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂杇憞ⓝụ戢

22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(57 cm x 2,4 m x 19 mm) (x1)
48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,25 m x 2,4 m x 19 mm) (x2)
8d 2" (8d 5 cm) (x66)

1.2.3

• コーナーを合わせて枠組みを四角に設置します。AとBはほぼ同じ長さでなくてはなりません。
• ֻ۰չࢂࢇیʠչձ্ࢽଜࠆˌ࣏ࢂऐɽࡶ࢝ݡТЬ#ࠧ$ࡿࢺʝնВʝࡿѭࢇଢߛଟПЩ
• 寤㝹㠇㉡㘊⾳熂ⱞ娣㹽戠˛$ %䕂㳪悍⫸⪶ょ夰⟥傲䖶⋊Ʋ

A

!

A=B
B

!
1.2.4

• クギを使い、合板を骨組みに固定します。
その後、排水用に約8mmの穴をあけます。
• ࡈیࡶ׃ଥଢશࡶˌ࣏߾ˈࢽݤТЬ̐ԞЬࡸҖռԻPPࢂܹؑࡈ˱֦ࡶεТЬ
• 䕹戩⮡ⱘṚ㟐戩丛⊁㝹㠇ṛ˛䆇擎㰼䳄㶒㲅⮥˛

48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,25 cm x 2,4 m x 19 mm)

x66

22 1/4" x 93 1/2" x 3/4"
(57 cm x 2,4 m x 19 mm)

水抜き
؎ܶˮ
㯿㫲⨒

!
10

x24!

2

トラスの組立 / ચԙ࣌ݘջ / ⩇垛㛿㙴
必要な金具 / ଔܶঈ ז/ ヾ斾ᵒ悏

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

EHL
DST

DTK (x12)
ADJ (x6)

ADY (x12)

ADK (x24)

1111
9/16
in/po
(≈29,4
9/16"
(≈29,4
cm)cm)
ADH (x3)
AIP (x3)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴怋ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

50509/16
in/po
(≈1,28
9/16"
(≈1,28
m)m)
DSR (x6)
AIP (x3)

(≈1,22
m) m)
4848"
in/po
(≈1,22
AFG (x3)

必要な工具 / ଔܶːˮ / 所需工具

7/16" (≈11 mm) (x2)

3/8" (≈10 mm)

11

3/8" (≈10 mm)

X セクション2（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪ᵊ徦 䵊ℋ暿
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

3/8"
(≈10 mm)

ADK (x12)
DTK (x12)

2.1

• 図のようにコネクター（AIP）
を2本のトラスレール（DSR）の端に取り付けます。
• ̐ս߾ΟβʨঈԠʎࢂચԙݘΝܶܶԸ &54 Ζٕٗ߾ࠆʹˮ #+2 ձٕ९ଢТЬ
• ⱘ㉣曫 $,3 ㏶⊁↺㣮㛿㙴㯿㫲㢻 '65 䛕↺䭀煾⧓❧䦋煿˛

DSR
AIP

DSR

2.2

• キャップナットを締めすぎないようにしてください。
•২μચծऌΜʬ࣌ࢄऌվࠚݡݨ
• 噸⳻↽㎮⹕弌䲈Ʋ

2.3

• トラスブレース
（AFG）
をトラスレールに取り付
けます。
• ચԙݘɹۗ #() ձઝԜݛΠܹܹԻ߾
ٕ९ଢТЬ
• ⱘ㛿㙴㑚㍎ $)* ㏶⊁㢒㠇㶒㲅㩎˛

DTK (x4)

ADK (x4)
AFG

!

• 注：適宜、
ソケットレンチを使うこともできます。
• ࣬ଔ࠾ܒݡԥծࡅۉଢѣѹПЩ
• 㮦⿍濣⽦⊭侻ᴝ斾堿ḽ䏦⠕䨐ㄱㄉƲ

12

X セクション2（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪ᵊ徦 䵊ℋ暿
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

3/8"
(≈10 mm)

ADY (x12)

2.4

ADK (x12)

• 締めすぎないでください。
• μבண࣬ߪ࣌ࢄऌվࠚݡݨ
• ↽㎮⹕弌䲈Ʋ
ADY (x2)

ADK

ADY (x2)

ADK
ADK

ADK

ADY

13

ADK

X セクション2（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪ᵊ徦 䵊ℋ暿
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢
7/16" (x2)
(≈11 mm) (x2)

ADJ (x6)

1111
9/16
in/po
(≈29,4
cm)
9/16"
(≈29,4
cm)
ADH (x3)

2.5

• トラスロッド
（ADH）
をブレースとコネクターの穴に挿入します。
• ચԙݘԸғ #&* ձɼۚࠪࠉʼ˱߇ࢂ˱֦߾߭ϋݡТЬ
• ⱘ㛿㙴㘄 $'+ 㐣↶㗭㓡ⓝἜ枳Ṿ䛕⮥↸˛

ADH

ADJ

ADJ

14

X セクション2（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪ᵊ徦 䵊ℋ暿
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

2.6

• 2本のキャップナット
（ADJ）
で固定します。締めすぎないでください。二回、
このセクションを繰り返します。
•২μચ #&, ʎԻЯЯˈࢽݤТЬμבண࣬ߪ࣌ࢄऌվࠚݡݨѼؽࡳْٔࢄ؞ଟПЩ
•䕹↺⁜噸⳻ $'- ❋⯫˛↽㎮⹕弌䲈Ʋ悋⟋㨢兀䕂᳢ịƲ

15

3

切妻の組立 / ːળ࣌ջ / ⩇垛᳇墐䄄
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

GPV

ADW (x10)

ADV (x12)

ADZ (x6)

AHS (x4)
CXK (x2)
EYQ (x2)

EYR (x2)

AEE (x14)

ADK (x2)

AIQ (x2)

ENH (x2)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

59 1/2
in/po(≈1,51
(≈1,51m)
m)
59 1/2"
AFE (x1)

59 1/2
(≈1,51m)
m)
59 in/po
1/2" (≈1,51
EYS (x1)
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

EVZ (x1)

AGI (x1)

EWA (x1)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵

3/8" (10 mm)

16

AGH (x1)

ADZ (x4)

LIFETIME
©

• If you have trouble with this section, follow the code below
to view a how-to video on this section.
• Si vous avez des problèmes avec cette section, suivez le
code en bas pour voir un vidéo sur l’assemblage dans cette
section.
• Si tiene problemas con esta sección, siga el código debajo
para ver un video sobre el ensamble en esta sección.

3.1

• Align the holes in the Left (AGH) and Right (AGI)
Rear Gable Halves.
• Alignez les trous dans les pignons gauche (AGH) et
droite (AGI).
• Alinee los agujeros en las fachadas traseras
izquierda (AGH) y derecha (AGI).

AGI

AGH

http://go.lifetime.com/8gable

3.2

• Secure the two Gable Halves with four (4) Screws
(ADZ).
• Attachez l’un à l’autre à l’aide de quatre (4) vis
(ADZ).
• Sujete el uno al otro usando cuatro (4) tornillos
(ADZ).
ADZ
ADZ

3.3

• Place the Screen (AIQ) over the Vent (AGP) and
align the ﬁve holes in the Vent with those in the
Gable.
• Mettez la moustiquaire (AIQ) sur l’évent (AGP), et
alignez les cinq trous dans l’évent avec ceux du
toit à pignon.
• Coloque el mosquitero (AIQ) sobre la rejilla de
ventilación (AGP) y alinee los agujeros en la rejilla
con los de la fachada.

AIQ
AGP

X セクション3（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x4)

3.1

ADW (x5)

• 左後ろの切妻（AGH）
を右後ろの切妻（AGI）の
上に置き、
スクリュー（ADZ）
で固定します。
• ࠸ा୬ֱːળ #)* ࡶࠚխा୬ֱː
ળ #)+ ࡢ߾ϪݡТЬΜ ۉ#&< ԻЯЯ
ˈࢽଢТЬ
• ⱘⲤ⹊᳇墐䄄 $*+ 䗛㖏⊱⹊᳇墐䄄 $*, 
ṛ枳˛䕹噸䰰 $'= ❋⯫˛

3.2

AEE (x5)

• スクリュー（ADZ）
で固定します。
•Μ ۉ#&< ԻЯЯˈࢽଢТЬ
•䕹噸䰰 $'= ❋⯫˛

ADZ
ADZ

AGI

AGH

3.3

• 図のように穴の位置を合わせます。
• ̐սঈԠ˱֦ࢇΟԄଜѦԼ֍হТЬ
• ⱘ⮥ⱞ澛煾⧓❧㊑䦋煿˛

3.4

• スクリュー（ADW）
でベント/網戸を切妻に固定し
ます。
• Μ ۉ#&9 ձࡈیଥ̛˱ݛջࡶ˓શ
߾ЯЯˈࢽݤТЬ
• 䕹噸䰰 $': ⱘ恫㱴㟐Ⲡ❋⯫❹Ṛ娣䊗ṛ˛

ADW (x5)
AEE (x5)
AIQ

ENH

17

X セクション3（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADV (x6)
AHS (x2)

3.5

• エンドキャップ（AHS）
をサポートチューブ（AFE）のそれぞれの端に挿入します。
• ߽ғ২ #*5 ࡶɽऌऌ˔ #(' ࢂɽΖٕٗ߾Ηࡓϋࡳࠝݤݫ
•ⱘṑ⁜䩟厉 $+6 ≗≶㐣↶㏭㍎䩟 $)( 䛕↺䭀˛
AHS

AFE

AHS

3.6

• チューブの穴を切り妻の穴に合わせます。
• ⼔಄₈ڜ⁴ᕅإ₈ڜἀጎ⛕௸ఔ
• ⱘⱟ䯲䛕⮥剘Ⳃ䊗⮥ⱞ澛˛

3.7

• 六(6)つのスクリュー(ADV)で固定します。
• Ἔ  Ռৈ $'9 Ῑ⺈Ἔؐⅅ⺙௸ఔ
• 䕹↾  堋戩 $'9 ❋⯫⧎˛

ADV
ADV

18

ADV

ADV

ADV

ADV

X セクション3（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

3/8"
(10 mm)

ADW (x5)

ADZ (x2)

AEE (x7)
AHS (x2)
CXK (x2)

EYQ (x2)

3.8

3.9

• 左後ろの切妻（EYP）を右後ろの切妻（EYO）の上に
置き、
• ࠸ा୬ֱːળ ';2 ࡶࠚխा୬ֱːળ
';1 ࡢ߾ϪݡТЬ
• ⱘⲤ⹊᳇墐䄄 (<3 䗛㖏⊱⹊᳇墐䄄 (<2 ṛ
枳˛

• 付属の工具で固定します 。
• ૦ଡଞଜҖ࡛߭ԻˈࢽଢТЬ
• 䕹曹⺇䛕ụ戢❋⯫⧎˛

ADZ

EYQ
EYQ

EVZ

ADZ

EWA

AEE
CXK

3.10

3.11

• 入り口の切妻に対しステップ3.3‒3.4を繰り返します。
• ऎࢌːزлଢۭ`ЬˀծؽଟПЩ
• ⫋㑺‣⊡⬯䄄悋埅㨣椝ħƲ

CXK

AEE

• エンドキャップ（AHS）をサポートチューブ（EYS）
のそれぞれの端に挿入します。
• ߽ғ২ #*5 ࡶɽऌऌ˔ ';5 ࢂɽΖ
ٕٗ߾Ηࡓϋࡳࠝݤݫ
•ⱘṑ⁜䩟厉 $+6 ≗≶㐣↶㏭㍎䩟 (<6 䛕↺
䭀˛

AIQ
AHS

EYS

ENH
ADW

AHS

AEE
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X セクション3（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADV (x6)

3.12

!

EYR (x2)

ADK (x2)

AEE (x2)

• チューブの穴を入口の切妻の穴に合わせます。
• ହш߾Е˱֦˕˱ଢɽࡶࢽԱݤЬ
• ⱘⱟ䯲䛕⮥剘↶Ⳃ䊗⮥ⱞ澛˛

備考：平坦の穴の部分が切妻からみて外側に向くように
します。
॰˅ଛˮ֣ࡲːળࡿлाࡳବଟПЩ
㮦濣ヿⴱ⨒映㗛斠摉⬯䄄䕂㑷⋏Ʋ

!
3.13

備考：へこんだ穴が下向きになるようにします。
॰˅ࡌ઼ࢆˮ֣ࡲ߂ԋाࡳବଟПЩ
㮦濣₷䒓⨒映㗛㑷Ʋ

• 2つのスクリュー(EYR)、
ワッシャー(AEE)、
ナット
(ADK)で固定します。
• ѿ  ʎࢂΜ;' ۉ4 ѿ  ʎࢂࠧ ܅#'' 
ѿ  ʎࢂμચ #&- ԻˈࢽଢТЬ
• 䕹↺  梗噸悖 (<5 ˚↺  ⁜❈䄅 $(( ⓝ
↺  梗噸㪋 $'. ❋⯫⧎˛
ADK

AEE

3.14

ADK

• さらに6つのスクリュー(ADV)で固定します。
• ࠆ  ۻʎΜ ۉ#&8 ձшࡈیଜࠆ
ˈࢽଢТЬ
• 䕹↾  梗ἶṛ噸悖 $'9 ❋⯫⧎˛

ADV

AEE

EYR EYR
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ADV

ADV

ADV

ADV

ADV

4

左側ドアの組立 / ࠸ा࣌הջ / 安裝左門
必要な金具 / ଔܶঈ ז/ ヾ斾ᵒ悏

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

EOW

BYZ (x2)
AEE (x3)
AAB (x2)

ADW (x1)

ACH (x2)

ARA (x1) 1/8" (3 mm)

BYS (x1)
ENP (x2)

BYR (x1)

EOY (x1)

DHL
ADZ (x14)

EPH (x1)

DGR (x1)

DGS (x1)

下部 / ଜЯ / Ṝ

上部 / ۘЯ / ṛ

AEB (x2)

BBH (x1)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴怋ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

上 / ۘЯٕ / 桓䭀

74 5/8 in/po (≈1,90 m)
EDW (x1)

77 in/po (≈1,96 m)
CRD (x1)
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

BDJ (x1)
DHN (x2)

必要な工具 / ଔܶːˮ / 所需工具

ADC (x1)
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ENO (x4)

X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

BBH (x1)

4.1

• 長いチューブ（EDW）
をドアの穴に挿入し、
ドア
（BDJ）から15cm出るようにします。穴が開いている方が上になるよ
うにします。
•  ה$&, ࡳԻٕਫ਼Χࡵ̟ࢇɼĚ FP ɼѺҶ̧ए̚˔ '&9 ࡶ߭߾֦˱חϋݡТЬˮ֣ࢄ
ࢎВाࢄԸବଟПЩ
• ⱘṑ㢊搵䩟 (': 㼢↶旑⮥夲熂䖪≋ⱉ 戡䳄 ❹搾⥧ %'- ˛ ⨒䦭◦曀徦Ʋ

• ホール
• ˮ֣
•⨒
BDJ

EDW

4.2

• 穴は次のステップで位置を合わせます
• ЩࡵЬˀۭࢄˮ֣җࡳ֊শПЩ
• Ჾ㨣⫋済廗ᵙ⨒Ʋ
• エンドキャップ（BBH）
をチューブの端に取り付け、
ドアの最下部に並列するまでチューブを挿入します。チューブの
2つの穴をドアの穴に合わせます。
• ߽ғ২ $$* ࡶ˗Ζٕٗ߾Ηࡓϋˈ˗ࢇ˕חʋࡵϩࢇɼѸˈ˗ࢂ˱֦ѿʎɼࡢ֦˱ࢂח˕
ΟԄଥओҶ̧ए˗ࡶΗࡓϋ߭߶ࡶցהչଢТЬ
• ⱘṑ⁜䩟厉 %%+ 㐣↶䯲䛕ṑ䭀熂仍仝ⱘ旈䯲㐣↶旑⮥⊁⻦熂ṷṥ旈䯲䛕↺⁜⮥␛早⮥ⱞ澛˛

BBH
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X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

ACH (x2)

AAB (x2)

1/8"
(3 mm)
ARA (x1)

EOY (x1)

AEB (x2)

4.3

• 同梱の金具を使用して左側のラッチブラケット
（EOY）をドアに取り付けます。
この時点では手で締めるだけにしてく
ださい。
• ࢿ˓ѹঋࡈࢇࡶיଥ࠸ाԋٮԋ '1; ࡶٕ߾ח९ଢТЬࢄЬˀۭВࡰܕԸր࣌ࢌПЩ
• 䕹㐡Ῥ䛕ụ戢ⱘⲤ扔ㄡ (2< ❋⯫❹旑ṛ˛㨢⊨斾䏦ㄉ㎮䲈Ʋ

AAB

AAB

AEB

AEB

EOY

ACH

4.4

ACH

• ディボットと内側のチューブに穴をあけますが、
ドアを貫通しないようにしてください。
• ҖռԻࢇ˕߇ु˗߾˱֦ࡶӤ࣯߭ѸࡶחЬ˗ଜएЕ߉ѦԼଢТЬ
• 擎恫恪Ử䝃⮥熂ṷ擎恫旈䯲↸愹熂ᾗṞ姒擎恫旑˛

!
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X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

BYR (x1)
ENP (x2)

DGR (x1)
下部 / ଜЯ / Ṝ

DGS (x1)
上部 / ۘЯ / ṛ

4.5

ENO (x4)

BYS (x1)

• ロック(DGS & DGR)とスペーサー(ENP)を左ドアの上部と下部に取り付けます。
ロックのピンが自由に動かない場
合は、
スクリュー(ENO) をほんの少し緩めます。
• ࢙̓࢝ &)5)&4 ݘૐࢄۭ '02 ձ࠻ुѦ߭ࢂۘЯଜЯ߾ٕ९ଢТЬ࢙̓࢝ࡿଓࢄݏ
ʬࡌऍࢄऌ߆ВʾࡆΜ' ۉ01 ծߜɻࠚݡݨ
• ⱘ扔濑'*6ⓝ'*5濒ⓝ❈䄅 (13 ⯚央⊁⸷旑䛕桓愹ⓝ⻦愹˛⡀㙚扔‥䕂慵⨎侻弉↓储⡀濕䣋䣋㎮㘼噸䰰
(12 ᲾƲ

ENO

ENO

ENO

DGS
DGR

ENP

ENP

4.6

• 図のように2個のハンドル部品（BYRとBYS）
を組み立てます。
•̐ս߾۰ঈԠ ࢄ࢚ܕ$;4$;5 ʎձଡ͉ٕ९ଢТЬ
• ⧓❧㊑䦋ⱘ↺⁜ㅈㄉ %<5 %<6 ㏶❹ṑ巈˛

BYR

BYS
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X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

AEE (x3)
ADW (x1)

BYZ (x2)

4.7

• 同梱の金具を使用してハンドルをドアに取り付けます。
• ࢿ˓ѹঋࡈیࡶיଥࢄ࢚ܕձٕ߾ח९ଢТЬ
• 䕹㐡Ῥ䛕ụ戢ⱘㅈㄉ❋⯫❹旑ṛ˛
BYZ (x2)
AEE
AEE

ADW
AEE

4.8

• ヒンジチューブ(CRD) をドアの穴に数インチ底部
に残るまでスライドさせます。
• ऌક ٮ%4& ձଜЯٕ߾ֹࢉɼΧࡶ
Ҷ̧एѦ߭ࢂ˱֦ࡳԻ߭ϋࡳࠝݤݫ
• ⱘ⋆暿䩟 &5' 䫐↶旑ṛ䛕⮥熂䝅⊁⻦愹Ⱬ⊺
㗉卂ⱉ䄋㮳˛
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CRD

X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

EPH (x1)

4.9

•（黒色で示されているように）狭開先が各ドアの裏面の窓外側にあります。左ドアの上、左角の溝から1/8インチ
(3,2 mm)ずつブチルテープ (EPH) を溝に貼ります。
テープが溝に完全に付着していなくても大丈夫です。単にテープ
を溝に貼ります。溝にテープを押し込まないようにします。下に向かって続け(1)、窓の底部分(2)に沿いながらカーブ
させます。上に向かってカーブさせ(3)てから、窓の上側(4)に沿って、
スタート地点まで続けます。余分な部分を切り
取ります。
• ɽѦ߭ࢂҏִ߾ॷࢂࡶٕ̲ٗҬԂ۰ߧࡵ ʦࡵۛࡳԻݡࢇ ݤТЬ࠻ुѦ߭ࢂ࠻ुۘЯ
߾۰ݤଜࠆ߾Ě PP ٸҖࢂْફࢄଋ '2* ձ̫߅ϪݡТЬ߂ऍࡲٵғծࠩࢴட
ψВʥлଢʞࢺଙऌվٵࠚݡݨғծψ̘րଙٵࠚݡݨғծऌվࢂॷࠚݡݨ
߅Ԏ؏ଯࡳԻ  ߶ଜˈଜЯٕࡶଯଜѦԼ  ؏ଯࡶͶТЬॷࢂࡢձଯଜࠆ  ؏ଯࡶˈͰ
ݤଞ˒ࡳԻѪ߅ࠠҶ̧एЬࡢݤձଯଜࠆ  ߶ࡶଢТЬΤࡲْٔࡳհПЩ
• ❹㰠⁜旑䛕儝枳ṛ熂㴐䫨䛕⥧慎㝚ṑ㣮䫕㩎煾❧Ṿ⢨漢愹≗煿˛⸷旑ṛ㩎䛕⸷娣桓愹旜⨜熂ⱘᲿ⚸偞
(3+ 䛕卂ⱉ煾㰼䳄煿Ⱡ䐱㖏↶㩎↸˛堿㎒⺁⊭⋤ㅈ⫍䊞⩊…㏼‣㢻‥ĨĨ⊨堿⫅⫍䊞㏼◦㢻∱
⊭Ʋ↽⫅⫍䊞㇇➑⃮㢻‥Ʋ㍚㮵③Ṝ⡈墝  熂偝ṥ㌡偝⡈墝䫨⮡䛕⻦愹  ˛㌡偝③ṛ⡈墝  熂䆇⡈墝䫨
⮡䛕桓愹  熂䝅⊁ヹ急✯旜⨜嚦䄋㮳˛ℨ㉇⟘柖䕂徦Ʋ

溝//㩎

4
3

1

2
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X セクション4（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

ADZ (x14)

4.10

• 窓ガラス
（DHN）の両側から保護フィルムをはがします。窓ガラスの穴をドアの穴に合わせます。
• ॴࡧն &*0 ߔҋִ߾۰ࢢؿձاʷεТЬॷࡪչ߾Е˱֦ࡶ߾חЕ˱֦߾֍হТЬ
• 㓦旜䥕ヴ '+1 ↺惛䛕寈凭˛ⱘ䫨㊇ṛ䛕⮥␛早ṛ䛕⮥ⱞ澛˛
DHN

DHN

4.11

• 14個のスクリュー(ADZ)を使って窓枠をドアに固定します。
• ࠊό  ʎࢂΜ ۉ#&< ձࡈیଜࠆࡪչձѦ߭߾ˈࢽଢТЬ
• ῐ䕹⎒✬  梗噸䰰 $'= ⱘ㟐❋⯫⊁旑ṛ˛
ADZ

ADZ
ADZ

ADZ
ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ

ADZ
ADZ

ADZ

ADZ
ADZ
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5

右側ドアの組立 / ࠚխा࣌הջ / ⩇垛⊱搾
必要な金具 / ଔܶঈ ז/ ヾ斾ᵒ悏

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

EWI

EOZ (x1)

ADW (x1)

BYZ (x2)

ACH (x2)

EPA (x1)

BBH (x1)

DHL
ADZ (x14)

CHK (x1)

BBI (x1)

AEE (x3)

BYR (x1)
EPH (x1)

AEB (x2)

EPC (x2)

CXK (x2)

BYS (x1)

AAB (x2)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴怋ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ
上 / ەЬْ / 曀䦭

74 5/8 in/po (≈1,90 m)
EDW (x1)

77 in/po (≈1,96 m)
CRD (x1)
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

BDK (x1)
DHN (x1)

必要な工具 / ଔܶːˮ / 所需工具

ARA (x1) 1/8" (3mm)

28

7/16" (11 mm)

3/8" (10 mm)

X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

CHK (x1)
BBH (x1)

5.1

• 長いチューブ（EDW）
をドアの穴に挿入し、
ドア
（BDK）から数センチ出るようにします。穴が開いている方が上にな
るようにします。
•  ה$&- ࡳԻٕਫ਼Χࡵ̟ࢇɼܹࢉѺҶ̧ए̚˔ '&9 ࡶ߭߾֦˱ु߇חϋݡТЬˮ֣ࢄࢎВ
ाࢄԸବଟПЩ
• ⱘṑ㢊搵䩟 (': 㼢↶旑⮥夲熂䖪≋⻏ⱉ❹搾 %'. ⥧˛ ⨒䦭◦曀徦Ʋ
BDK

• 穴は次のステップで位置を合わせます
• ЩࡵЬˀۭࢄˮ֣ࡳ֊শПЩ
• Ჾ㨣⫋済廗ᵙ⨒Ʋ

00

,
" (2

78

EDW

5.2

m)

1/2

• ホール
• ˮ֣
•⨒

• エンドキャップ（BBH）
をチューブの端に取り付け、
ドアの最下部に並列するまでチューブを挿入します。ディボット
を通してチューブまでドリルで穴を開けます。
スクリュー（CHK）
を挿入して、チューブを所定の位置に固定します。
• ߽ғ২ $$* ࡶ˗Ζٕٗ߾ΗࡓϋࡵЬࡸ˗ࢇ˕חʋࡵϩࢇɼѺҶ̧ए˗ࡶΗࡓϋ߭
߶ࡶցהչଢТЬિࢉ˲߾۰ઘࡳ߇ٱԻҖռԻ˱֦ࡶӤݡТЬΜ ۉ%*- ձϋˈઘٱձ࢚
ˈࢽݤТЬ
• ⱘṑ⁜䩟厉 %%+ 㐣↶䯲䛕ṑ䭀熂仍仝ⱘ䯲㐣↶旑⮥⊁⻦˛擎恫㹋㻮⤢㩎悃↶䯲⮡↸˛㍚↶噸䰰 &+. 熂ⱘ
䯲⮡❋⯫˛

CHK

BHH
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X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢
7/16"
(11 mm)
3/8"
(10 mm)

AEE (x2)

BYS (x1)

BYR (x1)

EPA (x1)

EDA (x1)

EPC (x2)
ACH (x2)

5.3

AEB (x2)

CXK (x2)

AAB (x2)

• 図のようにラッチを取り付けます。
しっかりと締めてください。
• ̐ս߾۰ঈԠԎձٕ९ଢТЬЯЯ࣏ТЬ
• ⧓❧㊑䦋ⱘ⾙䱸揧❋⯫㕁丛˛

ACH
EPC

ACH
EPC

EPA
EDA

AEB
AAB
AEE
CXK

5.4

AEB
AAB
AEE
CXK

• 図のように2個のハンドル部品（BYRとBYS）
を組み立てます。
• ̐ս߾۰ঈԠ ࢄ࢚ܕ$;4$;5 ʎձଡ͉ٕ९ଢТЬ
• ⧓❧㊑䦋ⱘ↺⁜ㅈㄉ %<5 %<6 ㏶❹ṑ巈˛
BYR

BYS
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X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

AEE (x1)
ADW (x1)

BYZ (x2)

BBI (x1)

5.5

• 図のようにハンドルを取り付けます。
しっかりと締めてください。
• ̐ս߾۰ঈԠࢇ࢝ܘձٕ९ଢТЬЯЯ࣏ТЬ
•⧓❧㊑䦋ⱘ㋛㊜❋⯫㕁丛˛

BYZ

BYZ

BBI
ADW

AEE

31

X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

5.6

• ヒンジチューブ(CRD) をドアの穴に数インチ底部に残るまでスライドさせます。
• ऌક ٮ%4& ձଜЯٕ߾ֹࢉɼΧࡶҶ̧एѦ߭ࢂ˱֦ࡳԻ߭ϋࡳࠝݤݫ
• ⱘ⋆暿䩟 &5' 䫐↶旑ṛ䛕⮥熂䝅⊁⻦愹Ⱬ⊺㗉卂ⱉ䄋㮳˛

CRD
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X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

EPH (x1)

5.7

• 各ドアの裏側にある窓の外側に（黒色で示されているように）狭い溝があります。右ドアの上、右角の溝から1/8イ
ンチ (3,2 mm)ずつブチルテープ (EPH) を溝に貼ります。
テープが溝に完全に付着していなくても大丈夫です。単に
テープを溝に貼ります。溝にテープを押し込まないようにします。下に向かって続け(1)、窓の底部分(2)に沿いながら
カーブさせます。上に向かってカーブさせ(3)てから、窓の上側(4)に沿って、
スタート地点まで続けます。余分な部分
を切り取ります。
• ɽѦ߭ࢂҏִ߾ॷࢂࡶٕ̲ٗҬԂ۰ߧࡵ ʦࡵۛࡳԻݡࢇ ݤТЬࠝհुѦ߭ࢂࠝհु
ۘЯ߾۰ݤଜࠆ߾Ě PP ٸҖࢂْફࢄଋ '2* ձ̫߅ϪݡТЬ߂ऍࡲٵғծ
ࠩࢴடψВʥлଢʞࢺଙऌվٵࠚݡݨғծψ̘րଙٵࠚݡݨғծऌվࠚݡݨ
ॷࢂ߅Ԏ؏ଯࡳԻ  ߶ଜˈଜЯٕࡶଯଜѦԼ  ؏ଯࡶͶТЬॷࢂࡢձଯଜࠆ  ؏ଯࡶˈͰ
ݤଞ˒ࡳԻѪ߅ࠠҶ̧एЬࡢݤձଯଜࠆ  ߶ࡶଢТЬΤࡲْٔࡳհПЩ
• ❹㰠⁜旑䛕儝枳ṛ熂㴐䫨䛕⥧慎㝚ṑ㣮䫕㩎煾❧Ṿ⢨漢愹≗煿˛⑄旑ṛ㩎䛕⑄娣桓愹旜⨜熂ⱘᲿ⚸偞
(3+ 䛕卂ⱉ煾㰼䳄煿Ⱡ䐱㖏↶㩎↸˛堿㎒⺁⊭⋤ㅈ⫍䊞⩊…㏼‣㢻‥ĨĨ⊨堿⫅⫍䊞㏼◦㢻∱
⊭Ʋ↽⫅⫍䊞㇇➑⃮㢻‥Ʋ㍚㮵③Ṝ⡈墝  熂偝ṥ㌡偝⡈墝䫨⮡䛕⻦愹  ˛㌡偝③ṛ⡈墝  熂䆇⡈墝䫨
⮡䛕桓愹  熂䝅⊁ヹ急✯旜⨜嚦䄋㮳˛ℨ㉇⟘柖䕂徦Ʋ

溝//㩎

4

3

1

2
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X セクション5（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

ADZ (x14)

5.8

• 窓ガラス
（DHN）の両側から保護フィルムをはがします。窓ガラスの穴をドアの穴に合わせます。
• ॴࡧն &*0 ߔҋִ߾۰ࢢؿձاʷεТЬॷࡪչ߾Е˱֦ࡶ߾חЕ˱֦߾֍হТЬ
• 㓦旜䥕ヴ '+1 ↺惛䛕寈凭˛ⱘ䫨㊇ṛ䛕⮥␛早ṛ䛕⮥ⱞ澛˛

DHN

DHN

5.9

• 14個のスクリュー(ADZ)を使って窓枠をドアに固定します。
• ࠊό  ʎࢂΜ ۉ#&< ձࡈیଜࠆࡪչձѦ߭߾ˈࢽଢТЬ
• ῐ䕹⎒✬  梗噸䰰 $'= ⱘ㟐❋⯫⊁旑ṛ˛
ADZ
ADZ

ADZ
ADZ
ADZ

ADZ
ADZ
ADZ

ADZ

ADZ

ADZ
ADZ
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ADZ

ADZ

6

床の組立 / Ъ࣌ջ / ⩇垛◮㘽
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

BQH
BQC (x20)

ADC (x1)
AHO (x2)

!

注：スクリューでは床は固定されません。パネルを保持するだけです。
࣬ࢄΜۉВ઼πҗࡳْ६ଢ࣯֯ࢄڵЪࡳ˅ࢺଢ࣬ऌ߆ݞПЩ
㮦⿍濣廗ᵙ噸䰰侻▸⩘◮㘽濤⊨㓭ㅈ⋂㗦㘽㉣◦Ჾ尵Ʋ

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

1
CUW (x2)

CUD (x2)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵

35

2

X セクション6（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AHO (x2)

6.1

• 内側の床パネル
（CUD）
を45度の角度で保持し、
外側の床パネル
（CUW）
の
下側の端に沿って突起部を差し込みます。
突起部が連結します。パネルを平
らに置きます。
• έْЪ઼π %7& ࡶɽѦѦ࢝ˈ࠶ْЪ઼π %79 ࢂ
ɼࢠչձҬԂࡶࣶ߭ТЬࢇ֍יվТЬિσࡶૡૡଜʯ
ЂТЬ
• r㗭便‥◮㘽㗦㘽 &8' 熂ⱘ≊≉⢛㴐咨⟔◮㘽㗦㘽 &8: 映䕂彈䲡
㼢墝˛≊≉⢛㝔ợ䝉⦨˛⻄㖏㝹㟐˛

CUD

CUW

6.2

• 前のステップを繰り返します。
• ࢄࢴЬˀծؽଛЩ
• 悋埅ℋᲾ㨣椝Ʋ

6.3

• 外側の床パネル
（CUW）
を内側の床パネルに取り付
けます。ドアをどちらの端に設置したいのか決めま
す。
フロアの穴にブッシング
（AHO）
を挿入します。
• ̐ԞЬࡸ࠶ْЪ઼π %79 ࡶΰٕЭ
િσ߾ٕ९ଢТЬ߭ࡶחࢂࢉقГुֻ۰չ߾
۶ଟʨࢉएʼࢽଞЬЭ߾Е˱֦߾
ْ ݪ#*1 ࡶख߭ϋЕЬ
•䆇ⱘ⟔◮㘽㗦㘽 &8: ㏶⊁↸➁㟐㝹㟐˛䤋⯫
刻⹂姒ⱘ旑⯚央❹┻㣮惛ṛ˛ⱘ堭⠕濑$+2濒䫐↶
➁㟐ṛ䛕⮥Ṿ˛

CUD

AHO

!

CUW
注：ブッシングの切れ目はフロアの反対側に向いていなくてはなりません。
࣬ࡿْࢎݪВݛռࡲЪࡿл،ବࡳବଙѣԹଙࠃߛଛЩ
㮦⿍濣堭⠕ᳫ䕂摉⊡ょ储◮㘽⋏⟔Ʋ
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X セクション6（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒

2

必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

BQC (x18)

6.4

!

• 最後に、
スクリュー（BQC）
を床パネルのディボットと隣接する床パネルの突起部に挿入します。
（ディボットは床パ
ネルの継ぎ目の近くにあります。）
• ցएւࡳԻΜ ۉ$3% ձЭિσࢂ߾ϋ߭˕ݤЬࡸɼ̧ࡋЭિσࢂ߾ΗࡓϋݡТЬ
ࡵЭિσ̒ݪঈ߾ݡТЬ
• 㝑熂ⱘ噸䰰 %4& 㐣↶➁㟐㝹㟐ṛ䛕䝃⮥ἶ␛憁怢䛕➁㟐㝹㟐䛕≊≉枳 䝃⮥❹擃乼暕怢˛ 

注：スクリューは床を固定しません。パネルを保持するだけです。
࣬ࢄΜۉВ઼πҗࡳʹଟଢ࣯ڵЪࡳ˅ࢺଢ࣬ऌ߆ݞПЩ
㮦⿍濣廗ᵙ噸䰰侻▸⩘◮㘽濤⊨㓭ㅈ⋂㗦㘽㉣◦Ჾ尵Ʋ
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74

壁の組立 / ز࣌ջ / ⩇垛䄄
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

FLU
ADZ (x91)

ADV (x4)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

FLB (x1)

67 3/4 in/po (≈1,72 m)
AFM (x9)
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

AGY (x1)

AGN (x1)

AGW (x1)

AGL (x1)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵

AIW (x1)

38

AHD (x7)

AHH (x1)

4

X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

EUI (x1)
3/16 in/po
(5mm)

7.1
•上
• ۘЯٕ
• 桓䭀

• 図のように各壁パネル（AHD）のくぼみの真下に
ある溝に各壁レール（AFM）
を挿入します。4本のス
クリュー（ADZ）
を使って、図に示されている場所に
取り付けます。
•ॶزπ #(/ ࡶ̐ս߾ΟࠟоԻɽ઼زπ
#&* ࢂϠ˲ࢂԻ߾ЕࡳԻ
ەଞЬό  ʎࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶࡈیଜࠆ
̐ս߾ΟࠪЕࡢ߾ˈࢽݤЬ
• ⧓❧㊑䦋❹㰠ṑ䄄Ⰺ㘽濑$+'濒≊㮴Ṝ㘊䛕
㻮㩎Ṿ㐣↶䄄㢻濑$)0濒˛❹❧䦋ᾞ便䕹✬煾
煿⁜噸悖濑$'=濒❋⯫˛

• 上の穴用のスクリューはありません
• ۘЯ˱֦߾ЕΟیɼ߷ݡТЬ
• 桓⮥䅲堋䷃

ADZ
ADZ
AFM
ADZ

ADZ

AHD

βΞζ

LIF

ET

IM

E©

• それぞれのコーナー壁パネルには
AGL、AGN、AGW、
またはAGYの3つのアルファ
ベットIDが付いており、各パネルの上端あたり
に記されています。
• ɽ˱۱ִصિσ߾۰Еࢂ,' $*/
$*1$*:ӖЕ$*< ɼિσࢂࡢु
ֻ۰չ߾ݡТЬ
• 㰠⁜娣❞㟐➘⺇㝚Ṛ⮨㰞㩪宩
$*/˚$*1˚$*:㉧$*<熂ᾞ㘍㟐䛕桓惛
暕怢˛
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⻦愹
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4

X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x36)

7.2

• 壁サポートチャンネル(AFM)をコーナー壁パネル(AGL) に4つのスクリュー (ADZ)を使って固定します。2つの穴が
開いている方が上になるようにします。
• ό  ʎࢂΜ ۉ#&< ձࡈیଜࠆֱزऌऌॶπ #(/ ࡶˮ઼ֱزۮπ #). ߾ˈࢽଜࠝݤݫѼʋࡿ
ˮ֣ࢄࢎВЬْɹԸʁПЩ
• ῐ䕹✬  梗噸䰰 $'= ⱘ䄄㏭㍎㢻 $)0 ❋⯫⊁墐○㘽濑$*/濒ṛ˛‧ỉ⨒䕂Ჾ䦭◦曀徦Ʋ
ADZ
ADZ
ADZ
AFM

ADZ

AGY

7.3

• 壁サポートチャンネル(AFM)をコーナー壁パネル(AGN) に4つのスクリュー (ADZ)を使って固定します。2つの穴が
開いている方が底になるようにします。
• ό  ʎࢂΜ ۉ#&< ձࡈیଜࠆֱزऌऌॶπ #(/ ࡶˮ઼ֱزۮπ #)0 ߾ˈࢽଜࠝݤݫѼʋࡿ
ˮ֣ࢄࢎВЬْɹ߂ԋԸʁПЩ
• ῐ䕹✬  梗噸䰰 $'= ⱘ䄄㏭㍎㢻 $)0 ❋⯫⊁墐○㘽濑$*1濒ṛ˛‧ỉ⨒䕂Ჾ䦭◦ⵓ徦Ʋ
ADZ
ADZ
ADZ
AFM
ADZ

AGN

40
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X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AIW (x1)

ADV (x4)

7.4

7.5

ADV
ADV

FLB

ADV
ADV
AHH

7.6

• コーナーパネル(AGY) の底の左から2つのタブ
を床パネル上の右端2つのスロットに挿入しま
す。
• ˮ઼ۮπ #); ଜЯٕࢂɼࢠ࠻ुѿʎࢂ
ࡶЭࢂֻ۰չձҬԂ۰ɼࢠࠝհु
ʎࢂݞՁ߾ەଢТЬ
• ⫅墐○㘽 $*< ⻦愹㝑⸷䛕↺⁜≉
临㐣↶⻦㟐惛临ṛ㝑⑄䛕↺⁜㩎Ṿ˛

7.7

AGY

41

• パネルを左にスライドさせます。
• િσࡶ࠻ुࡳԻ߭ϪݡТЬ
• ⱘ㟐㼢③⸷˛

4

X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AIW (x1)

ADZ (x15)

7.8

7.9

• コーナーパネルを曲げ、
その他のタブをスロットに挿入します。
この挿入の際には、
挿入するタブの箇所の床パネル
の下に木片(AIW) を入れます。
きちんと挿入できた場合
「カチッ」
という音が聞こえるはずです。
この手順を2つ目のタブ
でも繰り返します。
• ˱۱િσࡶ˱ٕչˈΧࡵࡶչ߾̳ࡐТЬࡶەѮ̛ࡢଥΜٱבԹ #+9 ࡶەଜЕԻ߅Ԏ
Эિσࢂ߾ϪࡳࠝݤݫࢇչԻҚ߭ʀҶęү̨ĚܕչձҚ߭ߞଢТЬѼ؞तлଢࢄЬˀծ
ؽଟПЩ
• ⾟㝃娣㟐熂㚀⇇楩䛕≉临⎲↶⊁ᾞ˛䄋⺼⋺㐣↶熂ⱘ㗦✈ $,: 㖏⊁姒㐣↶≉临Ṝ⻦㟐䛕㮴Ṝ㘊˛䗇≉临⎲↶⊁
ᾞ㚓熂ヹ㈚兎僎⊁ŵ┳⛤Ŷ僃˛⫋㑺䧪ᵊỉ₶䲡濕悋埅⚵圊夰㨣椝Ʋ

• 壁パネル(AHD)または窓壁パネル (AHH)の底にある4つのタブを1つずつ床パネル
上のスロットに挿入します。
パネルを前方にスライドさせます。
窓壁パネルを物置の
いずれかのパネルに挿入します。
ゴム製小槌と木片を使ってやさしくパネルを前方にた
たきます。
5つのスクリュー(ADZ)を使ってパネルを取り付けます。
• ઼ֱزπ #*& ӖЕॴ઼ֱزהπ #** ࢂଜЯٕࢂʎࡶЭࢂ
ֻ۰չձҬԂ۰ЕЬࡸʎݞՁ߾ଜΟەଢТЬિσࡶߔࡳԻ߭
ϪݡТЬॴ઼ֱزהπࡳʵΥ˅ࡿߣाࣵଛाࢌےଟПЩ˅ב։ӓВ
ΜٱבԹࡳࡅۉଙࠃ઼πࡳɹصʬߑࡰԸߪψࡳܶࢎݞПЩЬ  ۻʎࢂ
Μ ۉ#&< Իિσࡶଡ͉ٕ९ଢТЬ
• ṑ㭲ṑ⁜➁熂ⱘ䄄Ⰺ㘽 $+' ㉧䥕○㘽 $++ ⻦愹䛕✬⁜≉临㐣↶⻦㟐惛临ṛ
䛕⇇楩✬⁜㩎Ṿ˛ⱘ㟐㼢③⊞枳˛⫅䥕○㘽㊐‣㞘䕂ᶹḓᲾἲƲ⽦⊭ḽ䏦㤟偞懖
⍊㗦✈巓巓◮⋏ℋ㐰㎈Ⰺ㘽Ʋ䕹ụ  梗噸䰰 $'= ⱘ㟐恴㏶❹ṑ巈˛
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AHD

AHH

AHD

部品識別子 / ْૺ شݢ/ 斴怋ᶴ㣗䟸
ボックス1の内容 / ࢂݛΰࡈ י/ 杇憞⍖央䜣

EVZ (x1)

BDK (x1)

EWA (x1)
AGQ (x8)

AGI (x1)

AGH (x1)

CUW (x2)

AFV (x1)

CUD (x2)

43

このセクションは削除 / ࢄࢼࡳ܇۽ʝଟПЩ / ㆄ摉廗徦

BDJ (x1)

部品識別子 / ْૺ شݢ/ 斴怋ᶴ㣗䟸
金属部品キット / ̖ੁ૽ٕܖઝ / 戢ⲽ⸶⇈䜣

上 / ۘЯ / 桓愹

(1,90
m) m)
7474
5/85/8"
in/po
(≈1,90

このセクションは削除 / ࢄࢼࡳ܇۽ʝଟПЩ / ㆄ摉廗徦

EDW (x2)

595959
1/2
in/po
(≈1,51
1/2
in/po
(1,51
1/2"
(1,51
m) m)
EYS (x1)

48 48"
in/po(1,22
(≈1,22
m) m)
AFG (x3)

FLB (x1)

67 3/4"
m) m)
67 3/4
in/po(1,72
(≈1,72
AFM (x9)

79in/po
1/2" (2,02
77
(≈1,96m)m)
CRD (x2)

50 50
9/16
in/po(1,28
(≈1,28
9/16"
m) m)
DSR (x6)

59 1/2 in/po (≈1,51 m)
AFE (x1)
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部品識別子 / ْૺ شݢ/ 斴怋ᶴ㣗䟸
ボックス2の内容 / ࢂݛΰࡈ י/ 杇憞⍖央䜣

AGN (x1)

AGW (x1)

AGL (x1)

AHD (x7)

AHH (x1)

AFY (117) (x3)
小さい部品ボックスの内容 / ܕٕ૽ࢂݛΰࡈ י/ Ⱡ杇憞⍖央䜣

AIW (x1)

AHE (x1)

AHC (x4)

AFL (x8)
AIX (x4)

AIP (x3)
AFW (116) (x1)
DHN (x2)
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AGG (115) (x1)

このセクションは削除 / ࢄࢼࡳ܇۽ʝଟПЩ / ㆄ摉廗徦

AGY (x1)

部品識別子 / ْૺ شݢ/ 斴怋ᶴ㣗䟸
金具セット / ঋיɼ؏ / ụ戢⍖央壜

EHL

GPV EOW

EWI

DHL

BQH
3

BHZ

FLV

BEJ

このセクションは削除 / ࢄࢼࡳ܇۽ʝଟПЩ / ㆄ摉廗徦

FLU EWH
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EDH

CAX

X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AIW (x1)

ADZ (x35)

7.10

• 最初のコーナーパネルの設置ステップを繰り返
します。挿入して、
カチッという音がするまでスライ
ドさせます。
• ءधֻ۰չિσࡶ۶ଟҶݤݨବы
Ьࡸ˕ࢽࡶ؆ـଢТЬΔࡐψ̘̘Ҫ
֊̘
• 戞奘⯚央䭽ṑ⢛娣❞㟐䛕㊑㝚㮶檰熐㊐‣濕㶏
‣᳤▸⩘˛
AGW

7.11

• 2枚の壁パネル(AHD) を物置後部に取り付けま
す。
スクリュー(ADZ)で固定します。
• ʸΨˈࢂҋ߾ѿʎࢂ઼ֱزπ #*& ࡶ
ٕ९ଢТЬΜ ۉ#&< ԻˈࢽଢТЬ
• ⱘ↺⢛䄄Ⰺ㘽 $+' ⯚央⊁㤫⮡䛕枳˛ῐ䕹
噸䰰 $'= ❋⯫⧎˛

AHD

7.12
AGL

• 最初のコーナーパネルの設置ステップを繰り返
します。挿入して、
カチッという音がするまでスライ
ドさせます。
• ءधֻ۰չિσࡶ۶ଟҶݤݨବы
Ьࡸ˕ࢽࡶ؆ـଢТЬΔࡐψ̘̘Ҫ
֊̘
• 戞奘⯚央䭽ṑ⢛娣❞㟐䛕㊑㝚㮶檰熐㊐‣濕㶏
‣᳤▸⩘˛

7.13

• 3枚の壁パネル(AHD) を物置右側にスクリュー
(ADZ)を使って取り付けます。
• Μ ۉ#&< ձࡈیଜࠆʸΨˈࢂ࠻ु߾ۿ
ʎࢂ઼ֱزπ #*& ࡶٕ९ଢТЬ
• ῐ䕹噸䰰 $'= ⱘṚ⢛䄄Ⰺ㘽 $+' ⯚央⊁
㤫⮡䛕⸷˛

AHD
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AHD

AHD

AHD

X セクション7（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AIW (x1)

ADZ (x5)

7.14

• 最初のコーナーパネルの設置ステップを繰り返します。挿入して、
カチッという音がするまでスライドさせます。
• ءधֻ۰չિσࡶ۶ଟҶݤݨବыЬࡸ˕ࢽࡶ؆ـଢТЬΔࡐψ̘̘Ҫ֊̘
•戞奘⯚央䭽ṑ⢛娣❞㟐䛕㊑㝚㮶檰熐㊐‣濕㶏‣᳤▸⩘˛

AGN
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8

棚の設置 / ۱۳ / 㙴士㞘㙴
必要な金具 / ଔܶঈ ז/ ヾ斾ᵒ悏

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

EWH

AIY (x2)

ADZ (x14)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴怋ᶴ
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

AFV (x1)

必要な工具 / ଔܶːˮ / 所需工具
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X セクション8（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

AIY (x2)

8.1

• 棚ブラケット
（AIY）を壁/棚サポートレールのスロットに挿入します。ブラケットは同じ高さでなくてはなりません。
• ۱ٮԋ #+; ࡶص۴؆एएॹσ߾ЕݞՁ߾ΗࡓϋݡТЬٮԋࡲʈࡲϦࢄࢎߪߛଟПЩ
• ⱘ㏭㍎㙴 $,< 㐣↶寈䊗㤫㠇㟐䛕㩎↸˛⋂㏭㍎㙴䕂榖ⵤ⺃曆Ჾ傲Ʋ

リアウォール / ҏص
/ ⽳䈭

AIY
AIY
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X セクション8（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要な工具 と 金具 / ଗܹ˓˱ঋ י/ ㊑村⸶⇈熂ⓝụ戢

ADZ (x6)

8.2

•「前部」
という言葉は、壁パネルとは反対側、物置の前に向い
ていることを示します。裏側のくぼみはサポートレールにはまり
ます。
•ĜࢺֱĝࢇԂЕֆࡵࢇɼࢠչɼصિσ߾۰֡߭एЕ
؏ଯ ɾࢇॷˈߔुࡶଯଞ ࡶԂˈؿЬЕࢂТЬ
ҏִࢂળδٕٗࡵएएॹσࡢ߾ࠠԂʄТЬ
• Ƽℋ映ƽ㍘䛕㚀儝朳䊗㟐䛕ṑ䭀ůᾗ枳ⱞↃ⮩㤫䛕⊞枳˛
枳䛕≊㩎剘寈䊗㟐⦨˛

AFV

ノッチ / Ϡ / 切口

AFV

8.3

• 6本のスクリュー（ADZ）
を使用して棚（AFV）をコーナー壁パネルと棚ブラケットに取り付けます。
• ۱ #(8 ࡶΜ ۉ#&< ࠆ  ۻʎձࡈیଥ۰ֻ۰չصિσ˕۴؆ٱԎੇ߾ٕ९ଢТЬ
• 䕹↾  梗噸䰰 $'= ⱘ㞘㙴 $)9 剘娣❞㟐ⓝ㖀㓡㠇❋⯫˛

ADZ
ADZ
ADZ
ADZ

!
50 lb. (23 kg)
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9

ドアと切妻の取り付け / ѣߪࢌˮːળ۳ / 搾⍊‣⊡⬯䄄⩇垛
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

BHZ

ADX (x4)

AHP (x2)

AIC (x1)

AIM (x1)

ADZ (x6)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

(x1)

(x1)

(x1)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵
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X セクション9（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AHP (x2)

9.1

• 左側のドアからヒンジチューブを約15センチ引きおろします。ヒンジチューブの最下部にある穴をブッシングの切
れ目に合わせ、チューブを挿入します。止めピン
（AHP）を挿入して端を曲げます。
• ˁઘٱձ্ࣛ߾ח۰ࢉࢽѦ࢝߅к̝ЬˁઘࢂٱଜЯࡶٕݞࢂݭտ˕ࢽԱଜࠆϪˈઘٱձ
ख߭ϋЕЬਊਜ਼ଓ #*2 ࡶख߭ϋˈଖࢂΖࡶ˱ٕջЬ
• ⱘ䶯搙䯲刻⸷旑Ṝ㌚≋䵕↾卂ⱉ˛ⱘ䶯搙䯲⻦愹⮥ⱞ澛姀⦨旜熂䆇㐣↶ⱟ䯲˛㐣↶摉⊡慵濑$+3濒ṷ㋩⾟
挈⮡ⲏ˛

AHP

9.2

注：右側のドアでも、
このステップを繰り返します。
࣬ࡿؿЬˀծؽଙࠃࡆהѣ۳ଛЩ
㮦⿍濣◦⊱搾悋埅夰㨣椝Ʋ
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X セクション9（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x6)

9.3

9.4

• 2本のヒンジチューブの上に入口の切妻の穴をスライドさせます。
• ˱ଢɽ߾Е˱֦ࡶѿʎࢂˁઘ߭߾ٱϋЕЬ
•ⱘ↶Ⳃ䊗䛕⮥㼢悃↺㣮䶯搙䯲Ṿ˛

• 6本のスクリュー（ADZ）
を使用して切妻を物置に固定します。
• ࠆࢂ  ۻΜ ׀ۉ#&< ࡶࡈیଜࠆଢɽࡶଷɾ߾ˈࢽݤЬ
• 䕹⁜噸悖濑$'=濒Ⳃ䊗❋⯫⊁㤫Ⲝṛ˛

ADZ

ADZ
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X セクション9（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADX (x4)
AIC (x1)

AIM (x1)

9.5

• 左(AIC)右(AIM)ギャップフラップをドアのコーナーに付属工具を使って取り付けます。
このフラップは単に光を遮
断するのが目的です。
• ૦ଡଞঋࡈیࡶיଜࠆ࠸ा #+% ࠚխा #+/ ɾʸଐԓࡶѦ߭ࢂ˱۱߾ٕ९ଢТЬࢄԐࡲЬܸ
டֵ࣌ࡳ५Ьଙ̘ଢࡅۉѹПЩ
• ῐ䕹曹⺇䛕ụ戢ⱘⲤἲ $,& ⓝ⊱ἲ $,0 䳩堝人恴㏶⊁旑娣ṛ˛廗ᵙ堝人⊨㓭䏦Ḛ弬 㝛Ʋ

AIC

AIM

ADX
ADX
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10

屋根の組立 / ऌٜ࣌ջ / ⩇垛㞘曀
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

FLV

ADX (x24)
ADZ (x126)

AED (x24)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

AFL (x8)
(x3)
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

AGQ (x8)
(x1)

AHC (x4)
AFY (117) (x3)

AFW (116) (x1)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵
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AGG (115) (x1)

X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

10.1

• トラス組立を対極する最初の2つの壁パネルの上部に取り付けます。屋根パネル（AGQ）を壁パネル、切妻、
トラ
スの上に設置します。屋根パネルの最下部にある溝を壁パネルの最上部に設置します。
• ઝԜ࣏ݛվࡶѿʎࢂ؆о؏ଯִصિσࢂϠ߾ϪݡТЬՔઝ઼π #)3 ࡶصિσଢɽઝ
Ԝࡢ߾ݛݤЬएٟિσࢂଜЯ߾ЕࡵصિσࢂۘЯ߾ࡢݤЬ
• ⱘ㢒㠇㖏便⊁㝑↙↺枳ⱞ䬜䛕䊗㟐ṛ˛ ⱘ⬉曀Ⰺ㘽濑$*4濒⯚㖏剄䊗㟐熂Ⳃ䊗␛㢒㠇ṛ˛桓㟐ṛ䛕⻦
愹㻮㩎⯚㖏㘍䊗㟐䛕桓愹˛
AGQ

10.2

• 屋根パネル（AGQ）
を壁パネル、切妻、
トラスの上に設置します。屋根パネルの最下部にある溝を壁パネルの最上
部に設置します。位置合わせ用の小さい突起がトラスのくぼみにはまるようにしてください。
• Քઝ઼π #)3 ࡶصિσଢɽઝԜࡢ߾ݛݤЬएٟિσࢂଜЯ߾ЕࡵصિσࢂۘЯ
߾ࡢݤЬࢇҶࢽԱοઝɼઝԜ߾ݛЕϠ߾֍ѦԼଞЬ
• ⱘ⬉曀Ⰺ㘽濑$*4濒⯚㖏剄䊗㟐熂Ⳃ䊗␛㢒㠇ṛ˛桓㟐ṛ䛕⻦愹㻮㩎⯚㖏㘍䊗㟐䛕桓愹˛䤋㡲㻧䫒
巈愹剘㢒㠇䛕≊嚦ⱞ澛˛
位置合わせ用の突起
ࢺԮμચ
㛟㵔䤿尵
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x4)

10.3

• 壁パネルの4つの穴を屋根パネルの最下部にある穴に合わせ、4本のスクリュー（ADZ）
を挿入してパネルを所定
の位置に固定します。
• صિσ߾Е˱֦ࡶՔઝિσࢂଜЯ߾Е˱֦˕ࢽԱݤ୯ό  ʎࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶࡈیଜࠆ
િσࡶˈࢽݤЬ
• ⱘ䊗㟐ṛ䛕✬⁜⮥剘Ⲝ桓㟐⻦愹䛕⮥ⱞ澛熂ṷ㐣↶✬⁜噸悖濑$'=濒ⱘ⇇❋⯫˛

ADZ (x4)
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x4)

10.4

• 図に示されている場所で、最初の2本のスクリュー（ADZ）
を切妻と屋根パネル、2本のスクリュー（ADZ）
をトラスと
屋根パネルに挿入します。
• ̐ս߾ΟࠟоԻءधѿʎࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶଢɽࡶ˗ଜࠆएٟિσ߾ख߭ϋˈঈࡸѿʎࢂΜۉ
 ׀#&< ࡶઝԜݛձ˗ଜࠆएٟિσ߾ەଞЬ
• ㍚❧䦋Ⳃ䊗③Ⲝ桓㟐㐣↶⊞↺⁜噸悖濑$'=濒ἶ␛㢒㠇③Ⲝ桓㟐㐣↶⊞↺⁜噸悖濑$'=濒˛

ADZ
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x14)

10.5

• 次に、屋根サポート
（AFL）
を切妻のくぼみに挿入し、
トラスと屋根パネルの間になるようにします。図に示されてい
る場所で、2本のスクリュー（ADZ）
を切妻と屋根パネル、1本のスクリュー（ADZ）
をトラスと屋根パネルに挿入します。
• ࢇԥʯଞ୯ऌٜऌऌл #(. ձଢɽઝԜࠪݛएٟિσە߾ࢇیଞЬ̐ս߾ΟࠟࡢоԻѿʎ
ࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶଢɽࡶ˗ଜࠆएٟિσ߾ەଜˈӖЬհଞʎࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶઝԜݛձ˗ଜ
ࠆएٟિσ߾ەଞЬ
• 䆇ⱘ⬉曀㏭㍎濑$)/濒⯚㖏㘍Ⳃ䊗≊嚦␛㢒㠇剘Ⲝ桓㢒㠇ẜ旤˛⧓❧䦋❹Ⳃ䊗剘Ⲝ桓㟐旤㐣↶ờ⁜噸悖
濑$'=濒熂ṷ❹㢒㠇剘Ⲝ桓㢒㠇旤㐣↶ṑ⁜噸悖濑$'=濒˛
AFL

ADZ

AFL

10.6

ADZ
• 10.4から10.7までの手順を前から2番目の屋根パネルで繰り返します。
• Ѽ؞तࢴֱऌ઼ٜπлଢĚЬˀծؽଟПЩ
• ⫋㑺䧪ᵊ✈ℋ⬉曀Ⰺ㘽濕悋埅⚵圊㨣椝ħƲ
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AGQ

X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x40)

10.7

• 中央屋根パネルでも同様の手順を繰り返しますが、パネルにつき10個のスクリュー (ADZ)を使用します。
• ࢇࢷЯ˃ձࣸߒएٟિσ߾оଜࠆ؆ـଜएփિσкࠊ  ʎࢂΜ ۉ#&< ձࡈیଢТЬ
• ⱞ㘍Ṿ旤Ⲝ桓㟐熂戞奘⡈墝⊞枳⁜㮶檰熂ᾗ㰠⢛㟐⏌姒ῐ䕹⎒  梗噸䰰 $'= ˛

AFL

AFL

AFL
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x36)

10.8

• 14本のスクリュー（ADZ）
を使用して後部の切妻を物置に固定します。
• ࠊόʎ  ࢂΜ ׀ۉ#&< ࡶࡈیଜࠆ্ִଢɽࡶଷɾ߾ˈࢽݤЬ
• 䕹⁜噸悖濑$'=濒ⱘṑ⁜Ⳃ䊗❋⯫⊁㤫Ⲝṛ˛

ADZ (x7)

ADZ (x7)

10.9

• 最初の2つのパネルと同様に、最後の2つの屋根パネルを物置に取り付けます。
• ѿʎࢂएٟિσ˕ʋࡵ؏ࡳئԻցएւѿʎձʸΨˈ߾ٕ९ଢТЬ
• ㍚ヹⱞ㘍⊞↺⢛䛕䝉㘊㴦ⱘ↺⢛Ⲝ桓擃㟐⯚央⊁㤫⮡ṛ˛
AFL
AFL
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x28)

10.10

!

• 付属の工具を使って、屋根のキャップを前方から取り付けます。
• ࢽִٕਫ਼ݤଜࠆࢿ˓ѹʼٕ૽ࡶࢇࡈଜࠆएٟ৫ࡶɾࢇॷˈ߾ٕ९ଢТЬ
• ⊞枳旜⨜熂ῐ䕹曹⺇䛕ụ戢ⱘ㤫桓唜恴㏶⊁㤫ṛ˛

ご注意：屋根のキャップはお互いが重なるようになります。
࣯एٟ৫ࢂΖࡵ۰Ի૦ʎखТЬ
㴹熐㤫桓唜䛕䭀桾䝉ợ㑾㏶˛

AFY

AFW

AFY
AFY
AGG

ADZ

ADZ
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X セクション10（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADX (x24)

AED (x24)

10.11

• 天窓 (AHC)を折り、6つのスクリュー (ADX)とワッシャー (AED)で天窓を屋根に取り付けます。
• ݘࢄӿࢄચ #*% ձࢻˈΟ۰ɽݛࢇԂࢇઝ߾оଥࠆۻʎ  ࢂΜ ۉ#&: ࠪࠧ ܅#'& ձ
ࢇࡈଜࠆएٟ߾ٕ९ଢТЬ
• ㋩䑈⟧䥕 $+& 熂ṷῐ䕹㰠⁜⥺䫨䛕↾  梗噸䰰 $'; ⓝ❈䄅 $(' ⱘ⯔恴㏶⊁㤫桓ṛ˛

AHC

AED
AHC

AHC AHC

AHC
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ADX

11

窓の設置 / ॴה۳ / ⩇垛䥕ヴ
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

BEJ

ADZ (x4)

ADY (x1)

AIS (x2)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

AHE (x1)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵
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X セクション11（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADY (x1)

11.1

• 窓ガラス
（AHE）の両側から保護フィルムをはがします。
• ॴהા #*' ࢂߦु߾Еࡈؿҋ٠ࢎࡶӋ߭βЬ
• ⊮Ṝ䥕䉹䍁濑$+(濒↺枳ṛ䛕寈ⲵ˛

AHE

11.2

• 上部及びあなたの側に向いている、
カーブして
いる端に対して、窓枠をスライドさせます。
• ˉ۴ֻ۰չɼࡢ߾۰ࡶݦଯଜʯଞ
ۘ߾۰ॷࡪחչձࠊջٕٗ߾߭
ϋݡТЬ
• ❹⾟㝃䛕惛临嚦㘍桓愹ṥ枳㝮ヹ䛕ㄖ㴒Ṝ熂ⱘ
䫨❞㟐③Ṝ㼢⌦悃↶旜˛

11.3

• スクリュー(ADY)を窓枠の底にある穴に挿入します。
これにより窓枠を開いたままにすることができます。
• Μ ۉ#&; ձॷࡪחչଜЯࢂ˱֦߾
ەଢТЬࠇ߶ࡳҳॴࡧהնɹԸࡧऌଙВ
ѓѣࡌࢄѹПЩ
• ⱘ噸䰰 $'< 㐣↶䫨❞㟐⻦愹䛕⮥Ṿ˛廗㗇Ⅷ
㑺◦ㄑ摉㔀ẛㆿ䥕○㘽㗛Ʋ

AHE

ADY
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X セクション11（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

ADZ (x4)
AIS (x2)

11.4

• 2つの窓用ラッチ(ADY)を開いているパネルの上部角に取り付けます。
• ѿ  ʎࢂॴהʡ ܨ#&; ձિσࠊջٕٗࢂࡢ˱۱߾ٕ९ଢТЬ
• ⱘ↺  ⁜䥕㊐扔 $'< 㐣↶㟐旜䛕桓娣ṛ˛

AIS

ADZ

ADZ

!
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• 備考：ラッチは自由に動かなければなりません。
• ॳˈʤܫЕࡕଜЕоԻࡏऐࠆߞଢТЬ
• 㴹熐㐣揧㈚⑀刻䖂悜⌦˛

12

アクセサリーの設置 / ߃ۉۼն۳ / 攂ᶴ⩇垛
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

EDH

EDL (x6)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵
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X セクション12（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

EDL (x6)

12.1

• 6個の壁フック
（EDL）
を壁パネルのいずれかのくぼみに挿入します（物置のどちら側でも構いません）
。その後、所
定の位置におさまるまで押し下げます。
•ࠆ  ۻʎࢂ˅زն '&. ձصિσࢂϠ߾ەଞ୯ ଷɾࢂߦु ߅ԎԻЀԜ۰ࢿչ߾
ˈࢽݤЬ
• ⱘ↾煾煿⁜䄄愢濑('/濒㐣↶䊗㟐ṛ䛕Ὄㅠ≊Ṿ煾㤫ⲜὌṑ枳䛗⑀煿˛䆇Ṝ㏹揧⯫˛

EDL

!

警告

壁フックの総量は3.2kg、または壁に取り付けた
状態で14kgを超えてはなりません。
この警告に従
わなければ、物的損害や負傷が生じる可能性があ
ります。

!

EDL

ʾ˅

ˈصչ߾֩бࡶܹЕফˈהʯЕ NJ
߾۰ NJ ળࡋҖࢇЬقˁˈձҬծए
׃ଟˁࡉ߾Еࢢۏଔଥݦࡵࢶۘଥձ
ࡪ؈ܹݤЬ

!

娤⌈

䊗抵于戞Ṟ⥸㘍䤖煾NJ煿㉧ṑ⢛䊗㟐ṛ
于戞Ṟ巖悟䤖煾NJ煿˛巖悟恪ṑ暡㉧ⱘ
ⱟ剅峲䕳㑞⦂␛㉧Ἃ廼℈Ⰴ˛
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13

スノーロードキットの設置 / ݘϝࡆԸғਾચ۳ / 斨巇⠕ᶴ⩇垛
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

金具セットの内容 / ঋיɼ؏ΰࡈ י/ ụ戢⍖央壜

3

CAX
BRK (x60)

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
金属部品 / ̖ ૽ٕܖ/ 戢ⲽ

19 in/po
3/4" (50,2
cm) cm)
19 3/4
(≈50,2
BRD (x3)

BQW (x12)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵
7/16" (11 mm)

3/8" (10 mm)

(x2)
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X セクション13（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

BRK (x48)

13.1

• 図のようにトラスに対してトラスガセットを設置します。電気ドリルを使い、4本のねじ
（BRK）を挿入します。
トラス
の両側と両端でこのステップを繰り返します。
•̐ս߾۰ؿҞࢇઝԜ߾ݛઝԜݛʠࡶݬ۶ଢТЬࢷ̛Җռࡶࢇࡈଜࠆό  ʎࢂΜ ۉ$4- ձ
ەଢТЬଛચԙߣࡿݘाֱ˒ߣाΓࢄЬˀծѵࢄଟПЩ
• ⥩⛽㈧䤡Ə⯴㹽㠨㞝娔䪲㠨㞝妹㑷㝦˛ὦ䔏曢摤㎹⅌⛂ 犊 朄噸䰰 %5. ˛⫋㑺Ჾỉ㛿㙴䕂‧ἲ⍊‧䦭悋埅⚵
圊㨢㨣椝Ʋ
• ガッターチャネル
• ʠਫ਼ॹσ
• 㠨㞝㧤怺

BRK

BRK
BRK

BQW
BRK
• トラスブレース
• ઝԜٱݛԦࢇݛ
• 㠨㞝㔖㞝

!

注：トラスガセットのボーダーが水平で、
トラスブレースに平行になっていることを確認してください。
࣯ઝԜݛʠࢂݬɼࢠչɼܹૡࢇѸˈઝԜٱݛԦࢇࠪݛૡଭࢇѸѦԼଢТЬ
㳏Ɲ䢡ῄ㠨㞝妹㑷㝦䙫恱䷊凮㠨㞝㔖㞝⹚漱ḍ⹚堳˛
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X セクション13（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢
7/16" (x2)
11 mm (x2)

13.2

• ネジ山の付いたロッドから最下部のキャップナットを取り外します。
• Οی۴ࢇбջ߾ه۰ଜЯࢂ৫οઝձࢿʠଢТЬ
• ⾅垡䳲㜭ᷱ⎽ᷲ惏㛰栔垡⸤˛

トラスロッド
ઝԜݛԻҖ
㢒㠇㞗

キャップナット
৫οઝ
堋⺎

13.3

• 図のようにネジ山の付いたロッドを短いトラスブレース
（BRD）
とトラスに挿入します。
ステップ13.3で取り外したキ
ャップナットを元に戻して締めます。
• ̐ս߾۰ؿҞΟیɼбջࡶهञࡲચԙٮݘԣࢄ ݘ$4& ࠪઝԜݛձ˕ݤТЬЬˀۭ
ࢼʝѶ২μચծЩࢼݡնЬЬட࣌ࢌПЩ
• 态怵䚫㛿㙴㏭㙴 %5' ⑳㠨㞝㎹⅌垡䳲㜭Ə⥩⛽㈧䤡˛㖲㊙᳤㎮䲈◦䧪熄熆熆㨣ᳫㆄ䕂㗇曫噸⳻Ʋ

BRD
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X セクション13（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

BRK (x12)
7/16" (x2)
11 mm (x2)

13.4

• 4本のセルフドリル/セルフタップ式のねじ
（BRK）
を使用して短いトラスブレースをトラスアセンブリに固定します。
他のキットを使い、各トラスでステップ13.2〜13.4を繰り返してください。
• ό  ʎࢂۿଋғչۿଋଘΜ ۉ$4- ձࢇࡈଜࠆडࡵઝԜٱݛԦࢇݛձઝԜ࣏ݛվٕ߾
ˈࢽݤТЬɺચԙݘлଢۭЩխਾચծࢄࡅଙࠃĚЬˀծؽଟПЩ
• ὦ䔏⛂ 犊 栭储挻储㏹噸䰰 %5. ⯮䟔㠨㞝㔖㞝⛡⮁∗㠨㞝䴫ờᷱ˛ḽ䏦‴ᶔ⠕ᶴ濕⫋㑺㪍ỉ㛿㙴悋埅⚵圊
㨣椝熄熆熅熄熆熇Ʋ

BRK
BRK
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14

ドアの位置合わせ / ֊ה / 校準棚門
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

このセクションでは金具は必要ありません
܇۽ؿВঈࢄזଔ࠾߆ݞПЩ
㨢徦斾ᵒ悏

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ
プラスチック部品 / ଐԂݛબٕ૽ / ⢢兇

AIX (x4)

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵

7/16"
(11 mm)
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X セクション14（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

AIX (x4)

14.1

14.2

• ドアの片方または両方が開閉の際に床をこするか、最上部の位置が合っていない場合は、次のステップに従って
修正してください。
• փߟߦुࣸחଜΟɼаҶЭࡶ̕ʠΟࢇٕٗࡨחΟԄଜए߉ЬִЬࡸࢂ࣏ձীଥࢇձ
ࢽݤଜࠝݤݫ
• ⧓㟭ṑ㊘㉧↺㊘旑❹旜昭㚓㝔≿⊁➁㟐㉧早桓㝻ⱞ澛熂嬜㏲Ṝ恁㮶檰

• 右側のドアが床にこすれるか、
左側のドアより低い場合は、
右側ドアの最下部コーナーのすぐ下で床の下側に詰め木
（AIX）
を入れます。左側のドアが床にこすれるか、
右側のドアより低い場合は、
左側ドアの最下部コーナーのすぐ下で床の
下側に詰め木
（AIX）
を入れます。挿入後、
物置の底面から飛び出している詰め木の部分を切断してください。
• փߟࡉ্ࢇחЭࡶ̕ʠΟ্ࣛؿחЬάЬִࡉ্חଜЯֻ۰չԻ߾ЕЭࢂ߅Ԏٕٗ߾̘ޙ
#+: ձΗࡓϋࡳ˒ࠝݤݫΔࡌܨВْԙӫԫնѣԹଛЩࡉ্ࢇחшϩࡵˁࡉ্ࣛ߅ࢂחԎ߾ЕЭ
ଷɾࢂࡉ্୯؏˱۱߾Δࡌ ܨ#+: ձΗ߭Ϫ߅ϩࢇձ֍ѦԼଞЬ˒ΔࡌܨВْԙӫԫնѣԹଛЩ
• ⧓㟭⑄惛旑≿⊁➁㟐㉧㰥⸷旑ᾟ熂❹㮴ⱞ咨⑄旑娣咎⻦愹䛕Ṝ枳㖏ṑ⢛❈䄅 $,; ˛ㅖ㉇⟘柖❈䄅Ʋ匶⑄旑₠欩熂⊘
❹⸷旑Ṝ䛕➁㟐Ṝ熂ἶ␛㤫Ⲝ䛕⸷旑␛⑄˚娣Ṝ㐣↶❈䄅濑$,;濒熂䝅⊁↺㊘旑嚦㘍ṑ嬐䄋㮳˛ㅖ㉇⟘柖❈䄅Ʋ

AIX
AIX 1
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X セクション14（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢
7/16"
(11 mm)

14.3

14.4

• ドアが同じ高さになった後、1人が工具を持って物置の内側に立ちます。
ドアを閉じて鍵をかけます。ロックブラケ
ットと受板を調節して、
デッドボルトを中央に配置します。
• ࢂחϩࢇɼʋ߅ऑ୯ଞ˱˓ࢇࢉ۽ձɼएˈଷɾࢂ߇ुࡳԻҚ߭ɾЬࡶחаˈ࢜̒ЬٱԦੇ
ݛઝԂࢇશࡶ࣏ࢽଜࠆіҖكઝձࣸߒ߾ࡢݤЬ
•↺㊘旑欩䝉熂寤ṑ⁜㉡Ἃ⺇咨⸶⇈䬪❹㤫Ⲝ↸愹˛昭旑ṛ揧˛嬐㗅揧㠇␛旑揧剝䊘ῗⱞ揧⯫㐣挈悃墝
⯫Ṿ˛

• 2本のキャップナットを締めて、固定用金具を所定の位置に固定します。
•̖࢜ࢠձࢿչ߾ࡢˈੁݤѿʎࢂ৫οઝձ࣏ࢉЬ
•㕁丛↺⁜唜堋㰞熂❋⯫⧎揧⇈˛
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15

物置の固定 / ɻࢄॴ˅˅ࢺ / 㞘䕂懦▸
必要な金具 / ଔܶʹْૺ / ヾ斾ᵒ悏ᶴ

必要な部品 / ଔْܶૺ / ヾ斾斴ᶴ

必要なツール / ଔܶːˮ / ヾ斾ⲣ‵

8mm木材用ドリルビット
ֹːࡅғչOO
㪩䬱㗦捹捹⟲

8mm石材用ドリルビット
ࡅ࢟ۮғչOO
㪩䬱䚱捹捹⟲
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X セクション13（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

5/16" (8 mm)

ト
コンクリー
նચ
‵榒

15.1

!

• 物置をコンクリート基礎に固定する場合は、適正な固定金具を購入する必要があります。ハンマードリル、8mm
石材用ビット、8本のコンクリート用スクリュー（0.9cm x 5cm）、8本のフェンダーワッシャー（1cm x 2.5cm）
を使用す
るようお勧めします。
• ɾࢇॷˈձਏչઝଐԔ૪߾ˈࢽଟˁࡉࠠհঋ˱ࡶיଥߞଢТЬଥ֞ҖռĚ PP 
۱ࢢࡈٸઝĚ[Ě PP[FP ਏչઝΟࠆیяʎ  Ě[Ě PP[FP ш
ࠪࠆ܈яʎ  ࢠ̀ࡶࡈیଢТЬ
• ⧓㟭ヹ㊤䯨ⱘヹ䛕Ↄ⮩㤫捹❋⊁ṑ⁜㲅㴶⡋⑁熂ヹ〖桙嵍崈〖姒䛕捹❋ụ戢˛㉢⽋寁䕹捩擎˚ⱉ 
㰼䳄 䡄攌攌⦅˚↼  梗ⱉ[ⱉ 㰼䳄[戡䳄 㲅㴶䕹堋䷃ⓝ↼  ⁜ⱉ[ⱉ 㰼䳄[
戡䳄 ⻄⣛❙暃ⱩἜ⮡˛

• 直径1cmを超えるスクリューは使用しないでください。この金具については各地の金具店にお問い合わせください。
• Μۉऍʾࡲĝծσऌ߆ѣԹଙࠚݡݨଢзঈזлଢۭВ̏অঈࡿהࢷזଙࠚݡݨ
• 堿屃弌Ჾỉ䖲⹏㽸⪶䕂噸䰰Ʋ≹⽦䐴◮䕂ᵒ悏ⵕ妬夠Ʋ

(x8)
（同梱されていません） ૦ଡѸए߉ࡸ
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(x8)
（同梱されていません） ૦ଡѸए߉ࡸ
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注意 / 警告 / ࡉڿ

• 物置を固定しなければ、物的損害や負傷が生じる可能性があります。
• ॴ˅ծ˅ࢺݡਾऌ߆ࡰֱ࢟یଢӓВݣࢳەଢծࢌࡳܶࢎݞПЩ
• ⥩㞃㱹㛰⯮ℙ営ⰲ⛡⮁⥤Ə⏖僤㛪⯵凛岈䉐㮧㏴ㇽạⓈ⎾˛
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X セクション13（続き）/  ܇۽ˀ ܓ/ 䧪䩾濑䵊濒
必要なツールと金具 / ଗܹ˓˱ʼٕ૽ / ㊑村⸶⇈ⓝụ戢

5/16" (8 mm)
7/16" (11 mm)

15.1

!

• 物置を木製基礎に固定する場合は、適正な固定金具を購入する必要があります。
ドリル、8mmドリルビット、8本
のラグスクリュー（1cm x 3.8cm）、8本のフェンダーワッシャー（1cm x 2.5cm）
を使用するようお勧めします。
•ɾࢇॷˈձּ࣏ଐԔ૪߾ˈࢽଟˁࡉࠠհঋ˱ࡶיଥߞଢТЬҖռĚ PP Җռٸઝ
Ě[ŔĚ PP[FP Ԏ̐ݛզࠆяʎ  Ě[Ě PP[FP шࠪࠆ܈яʎ  
ࢠ̀ࡶࡈیଢТЬ
• ⧓㟭ヹ㊤䯨ⱘヹ䛕Ↄ⮩㤫捹❋⊁ṑ⁜㝹㟐⡋⑁熂ヹ〖桙嵍崈〖姒䛕捹❋ụ戢˛㉢⽋寁䕹擎⮡˚ⱉ 㰼
䳄 攌⦅˚↼  梗ⱉ[ⱉ 㰼䳄[戡䳄 㟐桾Ⱨ䭀㝹堋䷃ⓝ↼  ⁜ⱉ[ⱉ 㰼䳄[戡
䳄 ⻄⣛❙暃ⱩἜ⮡˛

• 直径1cmを超えるスクリューは使用しないでください。この金具については各地の金具店にお問い合わせください。
• Μۉऍʾࡲĝծσऌ߆ѣԹଙࠚݡݨଢзঈזлଢۭВ̏অঈࡿהࢷזଙࠚݡݨ
• 堿屃弌Ჾỉ䖲⹏㽸⪶䕂噸䰰Ʋ≹⽦䐴◮䕂ᵒ悏ⵕ妬夠Ʋ

(x8)
（同梱されていません） ૦ଡѸए߉ࡸ

Ṟ⍖㌽

(x8)
（同梱されていません） ૦ଡѸए߉ࡸ

!

!

注意 / 警告 / ࡉڿ

• 物置を固定しなければ、物的損害や負傷が生じる可能性があります。
• ॴ˅ծ˅ࢺݡਾऌ߆ࡰֱ࢟یଢӓВݣࢳەଢծࢌࡳܶࢎݞПЩ
• ⥩㞃㱹㛰⯮ℙ営ⰲ⛡⮁⥤Ə⏖僤㛪⯵凛岈䉐㮧㏴ㇽạⓈ⎾˛
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清掃と手入れ
Lifetime®製品をご購入いただきまして、有難うございます。以下の手順に従うと、新しいLifetime製品を長年にわたってお楽し
みいただけます。
ポリエチレン製パネルは、
しみや溶剤に耐性があります。ほとんどのしみは中性洗剤と毛のやわらかいブラシで除去できます。
研磨性の洗剤はプラスチックに傷を付ける可能性があるため、お勧めしません。金属面の傷や錆は、
その部分に軽く紙やすり
をかけ、防錆スプレープライマーを使用し、最後に高光沢スプレーエナメル塗料を吹き付けて修理してください。遮熱しない限
り、表面の上や近くに直接熱源を置かないでください。

˔ܒն
.KHGVKOGࢼૺࡿˮࢌࡳলଙғջПЩ߂ԋऌۉݡଡࡳ࣮ܶଙֱ̃ଙࡿ.KHGVKOGࠃࡲૺࢼݣԙଢѭ߄ۭࠧݘٵ
इʝࡌࡳ۱ۉଜʥࢌПЩ
૩չ߾મԨિσࡵ߲Օࢇ̛࢚ۢए߉ˈࡈ߾ʈଢТЬоٕٗࢂ߲ՕࡵܻଞٸϼٕࠪҖԜࡋܙԻࢿʠଟܹ
ݡТЬࠉցࡈۿউࢿЕଐԂݛબ߾ݛԎձΧ̛̛Ҷࡈی߾חଜए߉ЕʨࢇࣚݡТЬݛԎ̖ࠪ߾ܖ
̝ۢϡٕٗ̐ࡵ˒ݝփی૦Իɼظʯ߭̕ΰ̐ࠝݤݫԞЬࡸϡ؏एࡈݛԦࢇԂࢇ֞ձհҋցएւࡳԻ
ˈ˝߾Ο֬ࢉઝձٗیଜࠊࠝݤݫ८Яւࡶࡈیଜए߉ЕଞִࡢӖЕ̒ঈ߾ࠊࡕࡶऐࢻϪएցࠝݤݫ

㳃㸒僅ẛ柈
⼫⽦宺孵/LIHWLPH䏠⍿Ʋ廘弌弳⩆映䕂奨㓌濕⽦㑮宺孵䕂/LIHWLPH䏠⍿ょ㗁㽸⽦㊎ṙ⟘ⴲ䕂㗋↗僅ᵩ⊕Ʋ傫Ẫ䅀
㟐⇈㝚㋨㲲へ␛㋨㼇へ˛ῐ䕹㻼へ僶䛓␛弰㰬⊈⑀ἶ㹖暵⥸愹㲲㽽˛䡥䤹㹖㾥㞡㗪⑀兎㝔≿䢅⢢㗪熂✱㮵Ṟ㏹嗷ῐ
䕹˛恫悟彦彦➁㊤䤹⿂桐⎑⠰ῗ‿⿺≿䘦㉧挊㗢熑ῐ䕹暃挊⛅⻦㽗熑㝑熂⛅ṛ欩↚㿵⛅杸䕈㽗˛嬜惐↞ⱘ䝅㏶䈂㻡便
㘍墹枳ṛ㉧墹枳暕怢熂暵枯ῐ䕹䈂曭˛
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WWW.LIFETIME.COMで製品を登録しましょう
Lifetime®では革新的で質の高い製品を提供することに献身しています。登録の際、
フィードバックをお寄せいただけます。弊社では皆様からの
ご意見を重視しております。
• また、
新製品に関する通知や販促情報を受け取れるよう選択することもできます。
• 万が一にも製品のリコールや安全上の修正が必要になった場合、
弊社は登録内容から直接皆様への通知に必要な情報を得ることができます。
• 登録は簡単で時間もかからず、完全に任意です。

LIFETIMEの公約
長年にわたりLifetime®ではお客様のプライバシー維持を方針として掲げてきました。Lifetime®はお客様の個人データを他の第三者に販売
または提供したり、第三者が個人データを自らの目的で使用することを許可しておりません。
プライバシー方針はwww.lifetime.comでお読みいただけます

今すぐ登録しましょう！

ࢼૺࡳ999.+('6+/'%1/ࠜӿࢆҜԹଙࠚݡݨ
.KHGVKOGࡲିࢼࡳૺࢼ̔˅ࢆࢳݣːଙ̘ଢଯݣଜʥࢌПЩҜԹࡳଢ˅ʌࡲୠ߬࣌ۉଜ̘ୠծʆʬѹПЩࠃԙٔ
ࡿࡿʷࡲࢲஙʬ֍ࡆࣵܒଟПЩ
• ߊ૽ࢿݦսӖЕԻֻ߾ݦܹ܊ѰࢂଟܹݡТЬ
• փࢊࢿ૽չਐӖЕ߇ࢷۘʎ࣏ɼ̟ۢˁࡉҟԼࢽؿձଥˈʏ߾ʯऐࢻएଟܹݡТЬ
• ҟԼࡵܖݦଜˈࡉ߾یࢂࢂࢉقֲࡉݍҬճТЬ

.+('6+/'ࡿ˅ʌлଛߜܓ
ʎࢉࢽؿձएੁЕʨࡵ/LIHWLPHࢇࠝԔѰ߇ࡪएଥࠟࢽॺТЬ/LIHWLPHࢇࢿ߾ʯˈʏࢂʎࢉࢽؿձશӖЕࢿ˓
ଜʠΟࢿɼˈʏࢂʎࢉࢽؿձݦҚࢂּࢶ߾ࢇࡈଜѦԼରԃଜए߉ࡶʨࢎࡶߟܖଢТЬ
ZZZOLIHWLPHFRP߾۰ʎࢉࢽ̛ݤؿ߭ࢋࡶॺࢽؿؿԇТЬ

ऌ̓ԸҜԹଙ࠾ۼ

◦:::/,)(7,0(&20䔹壖⽦宺孵䕂䏠⍿
◦/LIHWLPH濕ハỏ傲⅙㑺㊎ṙ榖宨ℳ㑮䏠⍿Ʋ䔹壖㔀濕⽦彂㗇㤝㗁䰤ハỏ▜栉Ʋ⽦䕂⿍塉⹆悋堿Ʋ
⽦ᴝ⊭ᶣ弶㎅㏴⃮ハỏ䕂㑮䏠⍿廘䚣ピẁ慵宅壈Ʋ
◦ἴ䔺䕂䏠⍿▜㏴ピ⩇…㏷儭⾃㭿濕⽦䔹壖䕂宅壈⊭婑ハỏ䖲㉣廘䚣⽦Ʋ
䔹壖⹆⩷㓑Ʊ⺩㈵᳤᳒㓭⩊…储朖䕂Ʋ

/,)(7,0(⫋⽦䕂ㄽ妼濣
䱫娵⽦䕂敯䡿㓭ハỏ◦/LIHWLPH䕂搵㗝㏽䨔Ʋ⽦㏼⺁/LIHWLPH㗁⫅⽦䕂ỉᵸ宅壈₸⏬ピ㊎ṙ䰤−⅙␄濕ᴝ㗁壯ᶔỏ⫅
⽦䕂ỉᵸ宅壈䏦㑺ᶔỏ储嵩䕂䖬䕂Ʋ
妉⊁摯ハỏ◦ZZZOLIHWLPHFRP䕂敯䡿㏽䨔Ʋ

ᶈ⟧䔹壖濊
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10年限定工場保証

メーカーは、部品を利用できない場合、
または部品が旧式化した場合は保証の代用を提供する権利を保有します。
1. Lifetime屋外物置は、最初の購入者に対して小売店での最初の購入から10年間、素材および技量について欠陥がないことを
保証されています。
「欠陥」
という言葉は、製品の使用を損なう不完全性として定義されています。誤用や濫用、不注意による欠
陥の場合、
この保証は無効になります。不適切な設置や改変、事故を原因とする欠陥は、
この保証の対象外です。
また、暴力行為
や錆、
自然災害、その他、
メーカーが制御できない事象を原因とする損傷も対象外です。
2. この保証は譲渡できず、欠陥製品の修理または交換に明示的に限定されています。保証期間内に製品に欠陥が生じた場
合、Lifetime Products, Inc.は購入者に対して無料で欠陥部品を修理するか交換します。工場または流通センターと発送先の
間の輸送料金は保証対象外で、購入者の負担となります。物置またはその構成部品の取り外し、設置、
または交換に関する労
務費と関連経費は、
この保証の対象外です。
3. 通常の使用から生じた可能性のある製品の擦り傷やかき傷は、
この保証の対象外です。
さらに、意図的な損傷、不注意、不適
切な使用や、
トラスから吊るした結果生じた欠陥の場合、
この保証は無効になります。
4. 付随的な損傷や結果的に生じた損傷に対する責任は、法律で許可されている限り対象外となります。
あらゆる装置において
最高レベルの安全性を実現すべくあらゆる努力が払われていますが、
負傷しないと保証することはできません。使用者は、本製
品の使用から生じるあらゆる負傷リスクを想定する必要があります。
あらゆる商品はこの条件に基づいて販売されており、会社
の代表者がこの方針を免除または変更することはありません。
5. この製品は組織または業務用ではありません。Lifetime Products, Inc.では当該使用に対して一切の責任を負いません。組織
または業務用として使用した場合、保証は無効になります。
6. 弊社の製品には、
オーストラリア消費者法に基づき除外できない保証が付随しています。重大なエラーについては交換また
は返金を受け、
その他の適切かつ予見可能な損失や損傷については補償を受けることができます。
また、製品が許容可能な品
質ではなく、故障が重大な故障につながらない場合は、製品を修理または交換することができます。
7. この保証は明示、黙示を問わず、他のあらゆる保証に明示的に取って代わるものであり、
この中には連邦法および州法で許
可されている範囲の市販性または使用の適性の保証が含まれます。Lifetime Products, Inc.、
または代表者のいずれも、本製
品に関する他の責任は一切負いません。
この保証は特定の法的権利を使用者に授与しますが、州によって異なるその他の権
利を有する場合もあります。

日付の入った領収書と損傷部分の写真を同封してください。
製品の欠陥は書面で以下まで報告してください。
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearﬁeld, UT 84016-0010
または、1-800-225-3865（月曜から金曜の午前7時〜午後5時、山地標準時）
までお電話ください。
よりすばやくカスタマーサービスを受けられるよう製品をご登録ください。
製品を登録するには、www.lifetime.comにアクセスするか、1-800-225-3865までお電話ください。
国際的な保証請求
あらゆる保証の請求には領収書を添付する必要があります。保証請求はすべて書面で地域販売サポート担当者に報告し
てください。
日付の入った領収書と損傷部分の写真を同封してください。
お住まいの地域の担当者を見つけるには以下をご覧ください：www.lifetime.com/international

www.lifetime.com
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ϔɻૺऐؼऋۭ ࢼ࣌

ْૺࢄٖࡅۉɹЙଙʝΜߴָޱʬѶʾࡆࢼ࣌ۉВଙ࠾ˮлଛૺऐؼऋࡳлݡݥଜ˽նɹ
ࢎݞПЩ
/LIHWLPHߞ࠹ࡈॷˈЕফটࢂࢊ˱ܕԻٕਫ਼ϗѰ߇ࢢӖЕࢿ࣏ۘࢂʼଡ߾оଥফট˱߾ʯ૽ओࡶ
ؿऎଢТЬęʼଡĚࢇԄࢿ૽ࢂੁݤۘܘࡶࡈیЕࢂࡶࢺٸଢТЬࠝࡈΧࡈٕ࣯ࢂԻࢉଞʼଡࡵ૽قओؿऎࡶ
ה୪ԻଢТЬؿقऎࡵٕࢶࢸଞ۶ʎ࣏ˈیԻࢉଞʼଡࡵࢠؿଜए߉ݡТЬؿقऎࡵ̛יળۏܘۛض
ęࠉୃۘĚ̛ࢿ࣏ࢿࢂیձ߭ایʢࡳԻࢉଞࢠؿࡵۘܘଜए߉ݡТЬ
ؿقऎࡵߦѦଟܹ߷ࡳֲʼଡࢇЕࢿ૽ࢂܹչӖЕˬԻࢿଞѼТЬ૽ओؿऎ̛ɾΰ߾ࢿ૽߾ʼଡࢇ
̝ۢˁࡉ/LIHWLPH3URGXFWV,QFЕ˱߾ʯהՎԻʼଡٕ૽ࡶܹչӖЕˬଥҖվТЬ˓ࢠӖЕࡪ܁ਫ਼Ի
ࠝɼЕؑܞՎЕࢠؿѸए߉ࡳֲ˱ࢂॺࢎТЬؿقऎࡵॷˈӖЕ̐˱ࢿࢂ૽۽ʠ۶ˬ߾Ҭհࢉʢٸ
˗ࢠؿࡵࡈٸଜए߉ݡТЬ
ؿقऎࡵࢽۘࢶࢉࡳࡈیԻࢉଥ؈ۢଟܹЕ̕ӖЕࡵࢠؿଜए߉ݡТЬӖଞˈࢂࢶٕࢂ࣯ٕۘܘкଞ
ࡈیઝԜ߾ݛбսࡳԻࢉଞʼଡࡵؿقऎࡶה୪ԻଢТЬ
 ٕܹࢶ ܘଥ ӖЕ ɾࢻ ܘଥ߾ оଞ ॺࢎࡵ ئթࢇ ରࡈଜЕ ̧ࡢإए ࢿ࠹ѼТЬ ࢷ ࢠ߾ٸ۰ ফˈࢂ ߇ࢷࡶ۽
ʈ˱ଜˈ ֻҘ ݤѦձ ଞЬˈ ଥѦ ٕۘࡳԻٕਫ਼ࢂ ࡪձ ࢠؿଟ ܹЕ ߷ݡТЬ ࡈیЕ ࡳࡈی ࢂ૽ࢿ قԻ
ࢉଞֻҘۘଥࡢଵࡶࢽଢТЬֻҘࢿ૽ࡵࢇࠪʋࡵ࣏ʢࡳԻશѸֲ߭Ӂ̛߶оѦࢇࢽॺࡶ૦̛ଜʠΟ
ضˁଜएЕ߉ࡶʨТЬ
  ࡈ˗̛ ࡵ૽ࢿ قӖЕ ۘ߶ࡈࢇ ߅ШТЬ /LIHWLPH 3URGXFWV ,QF Е ࢇࠪ ʋࡵ  ߾ࡈیоଥ ߭ҿଞ ॺࢎѦ एए
߉ݡТЬ̛˗ࡈӖЕۘ߶ࡈؿࡵࡈیऎࡶה୪ԻଢТЬ
ࢵஜࢿ૽ࡵ࣯߾ئٸܕҬԂࢿ࠹Ѹए߉Еؿऎࢇ૦ଡѸ߭ݡТЬ࣯ࡁˈࢠ߾оଥˬӖЕٙࡶ
ࡁঐଜˈଢչࢶࡳԻ্ࠖɼМଞݨܘӖЕ߾ۘܘоଥؑۘࡶঐ˱ଟ̀չɼݡТЬࢿ૽ࢇଢʸ૽ओࢇ߅Тˈ
̐ʨࢇ࣯ࡁˈࢠ߾ࢇծए߉Еˁࡉࢿ૽ࢂܹչӖЕˬձࡁঐଟ̀չɼݡТЬ
ؿقऎࡵࠉ؏ࢇئ࣯˕ئରࡈଜЕ߾ࡢإ۰ۘ૽۽ӖЕࢶࡈیଢ߾۽оଞؿऎࡶ૦ଡଞֻҘָࢶݤוࢶݤ
ؿऎࡶоݦଢТЬ/LIHWLPH3URGXFWV,QFӖЕ߭ГоѦ˗˕૽ࢿقѹЬհॺࢎࡶࢽଜए߉ݡТЬؿقऎࡵ
ࠆԜٗ߾ʯઞطଞ̀ࢶئչձࢿ˓ଜֲࠆԜٗࡵ࣯߾ҬԂЬߦଞЬհ̀չձʉʯѺʨТЬ

Ρङɹ̘ࢌѶࠏܶऋ˒ەܕѶْૺۉऎࡳѭلଢ̘࣬ݡԄПЩ
ࢼૺʹଞлଛֱۭ؞୕ࢴܒ࣬˅ؼୋ
/LIHWLPH3URGXFWV,QF32%R[&OHDU呵HOG87
ࡖ̖ࠝࢷࠝݤ୯ݤ067

ڀխ˅ʌۭݘٵծଢࢼૺࡳҜԹଙࠚݡݨ
ए̖ԻZZZOLIHWLPFRPࡶ؏חଜʠΟԻࢷଜࠆࢿ૽ࡶҟԼଜ̛ݤԇТЬ

˯ࢼؼऋˮࡿʾࡆ
ֻҘؿऎঐ˱߾ЕࠒܹऎࢇঌٕѸ߭ߞଢТЬֻҘؿऎঐ˱Е۰ִࡳԻୃएશоչࢉ߾ʯˈؿଜࠝݤݫ
Τजɼ̛ѹࠒܹऎ˕ۘܘѹٕ૽ࢂیऑࡶѰهଥ̛࣯ݤԇТЬ
ୃएоչࢉࡵZZZOLOLIHWLFRPLQWHUQDWLRQDO߾۰ࢉଜ̛ݤԇТЬ
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Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 lkegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-032600
www.costco.co.jp

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco President Taiwan, Inc.
No. 656 Chung-Hwa 5th Road
Kaohsiung, Taiwan
Company Tax ID: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone)
www.costco.com.tw
Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd
No. 235, ZhuJian Road
Minhang District, Shanghai
China 201106
+86-21-6257-7065
Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr
Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au
Costco Wholesale New Zealand Limited
67 Maki Street
Massey, Auckland 0814
New Zealand
Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr
ベトナム製
ᗐ⯨᧠
巛⎨奎恱
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アクセサリーや他製品を追加して、購入なさったLIFETIME®製品をさらに楽しみましょう
アクセサリーや他のLifetime®製品の購入については以下をご覧ください。

www.lifetime.com
または、以下までお電話ください：1-800-424-3865
ߓۭۼնΜЩխࢼૺࡳɹଙࠃ࣑хࢎܓݥВ.+('6+/'ˮ֍ɹѵѣԹଙࠚݡݨ
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ZZZOLIHWLPHFRP
㉧剅杌熐
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