
　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。

　 組立ての注意
　  1、製品には万全を期しておりますが、各部品の角には十分お気をつけて下さい。

１、火気の近くでご使用にならないで下さい。

２、極端に重いものを置かないで下さい。

①ﾁｪｽﾄ本体 ②ｷｬｽﾀｰ ③ｷｬｽﾀｰ ⑤取付ﾋﾞｽ ⑥カギ ⑦六角レンチ

（ｽﾄｯﾊﾟｰ付） (ｽﾄｯﾊﾟｰ無)

×１ ×２ ×２ ×３ ×２ ×１

　ｷｬｽﾀ-の緩みがないかを確認して

　下さい。そして、完成となります。

　　　(御願い)

(鉄板付)

 　　東京都渋谷区恵比寿南1-11-9

部　　品　　明　　細

ご使用上の注意

④ｷｬｽﾀｰ

　 お手入れ方法

　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に

　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。

　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。

　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。

×１

　　　　　　使用)。その後、引出しを元の状態にもどしておきます(図参照)。

　　　　　　裏側に④ｷｬｽﾀ-(鉄板付)を⑤取付ﾋﾞｽにて固定します(拡大図参照)(ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ-

　　　　　　 １ で取り外しをした引出しを横に倒しておきます(図参照)。まず、引出し手前側面の

　　　　　　・左側)の取り付け位置に③ｷｬｽﾀ-(ｽﾄｯﾊﾟ-無)を⑦六角ﾚﾝﾁにて取り付けます。

　　　　　　上部(右側・左側)の取り付け位置に②ｷｬｽﾀ-(ｽﾄｯﾊﾟ-付)を、チェスト底面下部(右側

　　　　　　①チェスト本体の引出しを上に向けた状態でゆっくりと倒します。その後、チェスト底面 　最後に ２ ・ ３ で取り付けたビス及び

　　※お手数ですが商品を組み立てる前に各部品の明細を確認してから組み立てて下さい。

万一部品不足など、不明な点がございましたら

お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。

　　TEL 03－5768－2731

　　　　　　  　　　　　エビス南ビル1F

　　　　　　①ﾁｪｽﾄ本体の一番下の引出しのみ 取りはずして

　　　　　　おきます(図参照)。

　　　　　　　鍵は紛失することの無いように大切に
　　　　　　　保管して下さい。

一番下の引出し

拡大図
①チェスト本体

ﾋﾞｽ穴

④ｷｬｽﾀｰ(鉄板付)

⑤取付ﾋﾞｽ

②ｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟ-付）

③ｷｬｽﾀｰ(ｽﾄｯﾊﾟ-無）
⑦六角レンチ

　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。

ご用意下さい

プラスドライバー

×１

　ｷｬｽﾀ-の緩みがないかを確認して

　下さい。そして、完成となります。

 　　東京都渋谷区恵比寿南1-11-9

　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。

　　　　　　使用)。その後、引出しを元の状態にもどしておきます(図参照)。

　　　　　　裏側に④ｷｬｽﾀ-(鉄板付)を⑤取付ﾋﾞｽにて固定します(拡大図参照)(ﾌﾟﾗｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ-

　　　　　　 １ で取り外しをした引出しを横に倒しておきます(図参照)。まず、引出し手前側面の

　最後に ２ ・ ３ で取り付けたビス及び

　　※お手数ですが商品を組み立てる前に各部品の明細を確認してから組み立てて下さい。

万一部品不足など、不明な点がございましたら

お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。

　　TEL 03－5768－2731

　　　　　　  　　　　　エビス南ビル1F

　　　　　　　鍵は紛失することの無いように大切に
　　　　　　　保管して下さい。

一番下の引出し



　・デスクを組み立てる際に使用する取付固定ビスを利用して 取り付けます。

　　     ケーブルフックは取付固定ビスの取付位置であれ

　・このパーツは電気製品等のケーブルをすっきりまとめて、配線することができます。

　

　取り付け方法

　目　　的

　　　    (取り付け方については １ を必ず参照下さい)。

　組み立ての順序

　　にて軽く締め付けます(L型ドライバー使用)(下記図参照)。 　　　締めつけます(L型ドライバー使用)(下記図参照)。

　　      ※取付位置・方向はお好みで取付下さい。　　　   ば、どの箇所でも取り付け可能です。           １ 、 ２ で取り付けたケーブルフックにケーブルを

※ ※ ※ ※ 取付取付取付取付ビスビスビスビスにてにてにてにてケーブルフックケーブルフックケーブルフックケーブルフックをををを固定固定固定固定するするするする際際際際のののの注意 注意 注意 注意 ※※※※((((取付取付取付取付けるけるけるける位置位置位置位置によってによってによってによって取付取付取付取付けけけけ方方方方がががが違違違違いますいますいますいます))))　　　天板に接した補強棒及び左右フレームにケーブルフック 　　　　左右フレームをつなぐバックフレーム取付位置に　　　を取り付ける場合↓

          固く締め付け固定します。          その後、１ で軽く締め付けた取付固定ビスを再度          図のように通し、ケーブルフックの位置を整えます。

　　　取付固定ビス((((長長長長))))＋ケーブルフックの順番にて軽く　　　　ケーブルフックを取り付ける場合↓　　取付固定ビス((((短短短短))))＋ワッシャー＋ケーブルフックの順番

  余ったケーブルフックは別売りのオプション製品で

  使用する為、大切に保管するようにして下さい。

 ＜  ＜  ＜  ＜ ごごごご注意 注意 注意 注意 ＞＞＞＞

取付固定ビス(短)ビス穴ケーブルフック
フレーム
ワッシャー

天板
ケーブルフック取付固定ビス ケーブル ケーブル

ケーブルフック

ケーブルフック
取付固定ビス(長)バックフレームフレーム
アジャスター



　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　段ボールやレジャーシートなどの敷物を敷いて下さい。   万一部品不足など、不明な点がございましたら     2、組立て中ネジは仮締めの状態で組み上げてから、本締めして下さい。   お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。       岐阜市日野南7-1-7      ＴＥＬ　058-247-3311③　　梱包の中から①引出し本体(補強付)を取り出します。その後、引出しのみを図のように取りはずしておきます(図1参照)。　　そして、補強となる鉄板側板(右側)に予め取り付けられている取付固定ビス２本を②L型ドライバーにて取り外しておきます(図2参照)。×１
　　※お手数ですが商品を組み立てる前に部品明細にて数量が揃っているか確認してください。　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　  3、組立中は部品を落下させるなどで怪我をしないように注意してください。 ２、極端に重いものを置かないで下さい。　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法 ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。 １、火気の近くでご使用にならないで下さい。　  １、組立の際は広い場所で行なってください。床や商品の傷つき・汚れ等の防止の為、　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細 ×1×10ワッシャーL型ドライバー ～ご用意していただくもの～プラスドライバー① ×１(補強付)引出し本体②
　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。

　　 ①引出し本体(補強付)
引出し本体 鉄板側板(左側)ローラー 鉄板側板(右側)

補強棒 取付固定ビス
②L型ドライバー鉄板側板(右側)

鉄板側板（右側)補強棒
鉄板側板(左側) 補強棒

図図図図１１１１ 図図図図２２２２

ローラー ローラー
ローラー



　　　固定します（②Ｌ型ドライバー使用）（図参照）。　　　 ２ で取り付けた鉄板側板（右）及び鉄板側板（左）を固定する為に、 １ で片側のみ取り外した補強棒を図のように取付固定ビスにて取り付け

　　この際、鉄板側板（右・左）に予めついているレールが内側及び、ローラーが手前にくるように必ず取り付けて下さい（拡大図参照）。　　デスク完成状態から天板のみ図のように外しておきます。そして鉄板側板（右）と鉄板側板（左）を順番にデスクのフレームにはめ込みます。

デスクフレーム 鉄板側板ローラー デスクフレーム
鉄板側板デスクフレーム

必ずレールが内側及び、ローラーが手前にくるようにして

鉄板側板（左） 天板ローラー 鉄板側板（右） 天板をはずす拡大図拡大図拡大図拡大図

取付固定ビス②Ｌ型ドライバー補強棒 鉄板側板(右）鉄板側板(左)
ローラーローラー



＜デスクにオプション引出しを取付ける場合＞・横幅方向　⇒　取付固定取付固定取付固定取付固定ビス(ビス(ビス(ビス(短)短)短)短)＋スプリングワッシャー＋ワッシャー　　　　　　　　　　 更に天板とフレーム間に③ワッシャーを取付けます。・奥行方向　⇒　取付固定取付固定取付固定取付固定ビス(ビス(ビス(ビス(長)長)長)長)＋スプリングワッシャー＋ワッシャー　　　　　　　　　　 更に天板とフレーム間に③ワッシャーを取付けます。＜デスクにオプション引出し＋ケーブルフックを取付ける場合＞・横幅方向　⇒　取付固定取付固定取付固定取付固定ビス(ビス(ビス(ビス(短)短)短)短)＋スプリングワッシャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　＋ワッシャー＋ケーブルフック　　　　　　　　　　 更に天板とフレーム間に③ワッシャーを取付けます。・奥行方向　⇒　取付固定取付固定取付固定取付固定ビス(ビス(ビス(ビス(長)長)長)長)＋スプリングワッシャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　＋ワッシャー＋ケーブルフック　　　　　　　　　　 更に天板とフレーム間に③ワッシャーを取付けます。
～～～～取付取付取付取付ビスにてビスにてビスにてビスにて天板天板天板天板をををを固定固定固定固定するするするする際際際際のののの注意事項注意事項注意事項注意事項～～～～

　　　差し込み、その後 ３ ・ ４ で取付けたビスの緩みがないか再度 確認して下さい。そして、完成となります。　　　 ３ で組み立てたものに天板を取付けます。(この際、取付け方については必ず下記参照下さい。)次に １ で補強から取り外した引出しを図のように

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
取付固定ビス(長)取付固定ビス(短) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ
取付固定ビス(長)取付固定ビス(短) ③ワッシャー横幅方向 奥行方向③ワッシャー ワッシャーｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰワッシャー 天板

横幅方向 ｹ-ﾌﾞﾙﾌｯｸ奥行方向③ワッシャー ワッシャーワッシャーｹ-ﾌﾞﾙﾌｯｸ 天板 ③ワッシャー
引出し本体天板



　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。　　※お手数ですが商品を組み立てる前に部品明細にて数量が揃っているか確認してください。　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　  １、組立の際は広い場所で行なってください。床や商品の傷つき・汚れ等の防止の為、 　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　段ボールやレジャーシートなどの敷物を敷いて下さい。   万一部品不足など、不明な点がございましたら     2、組立て中ネジは仮締めの状態で組み上げてから、本締めして下さい。   お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。　  3、組立中は部品を落下させるなどで怪我をしないように注意してください。        岐阜市日野南7-1-7　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法 ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意       ＴＥＬ　058-247-3311　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。 １、火気の近くでご使用にならないで下さい。　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に ２、極端に重いものを置かないで下さい。　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。(右 ・ 左)

⑩ 　お客様のお好みで取り付け可能となります。
③
② バックフレーム 取付固定ビス⑦

×8④ (六角)　取り付け方法については、別紙参照下さい。ケーブルフック補 強 棒
天　板

×２
　　（　　（　　（　　（ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて) L型ドライバー ×１⑨⑧×１

×２フレームｱｼﾞｬｽﾀ-付部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細
ワッシャー ×10×18①

×12(短)(長)取付固定ビス ×6×１
⑤ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ⑥



　　もので仮締めをしておきます(⑨L型ドライバー使用)。

　　 １ 、 ２ で組み立てたものを、図の状態に起こします。そこへ③補強棒２本を合わせ、両側各２ヶ所、
　　※ この時、①フレーム(左・右)の方向を間違えないようにして下さい(図参照)。
　　⑧取り固定ビス(長)に⑥ワッシャーを通したもので取り付けます(本締め)。その後、 １ 、 ２ で仮締め　　したビスをしっかりと取り付けて下さい(本締め)。

　　①フレーム１本に②バックフレームを図のように合わせ、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑥ワッシャーを通した         組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!!
　　⑥ワッシャーを通したもので仮締めをしておきます(⑨Ｌ型ドライバー使用)。　　 １ で組み立てたものに、残りの①フレームを図のように合わせ、反対側から⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に

⑧取付固定ビス(長)

フレームとビスの隙間がなくしっかり固定されて｢｢｢｢本締本締本締本締めめめめ」」」」「「「「仮締仮締仮締仮締めめめめ」」」」フレーム取付固定ビス フレーム フレーム取付固定ビス フレーム

②バックフレーム①フレーム⑧取付固定ビス(長)
③補強棒

組み立ての際、「仮締め」「本締め」などが文章中に使用されています。これは下記のように取り付けて下さい。フレームとビスの隙間

⑧取付固定ビス(長)①フレーム ②バックフレームアジャスター取り付け穴 アジャスター取り付け穴④天板用ビス穴③補強棒用のビス穴 ⑥ワッシャー ⑨Ｌ型ドライバー
⑨Ｌ型ドライバー⑥ワッシャー⑥ワッシャー

⑨L型ドライ
⑧取付固定ビス(長) ①フレーム②バックフレーム

⑥ワッシャー



こちらの商品は見た目が美しく艶出し仕上げの塗装を施しております。

　　取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図１参照)

美しい艶を維持する為にデスクマット(透明ビニール)等をご利用になることをお勧めいたします。

　　(横幅方向)は、⑦取付固定ビス(短)(短)(短)(短)に⑤スプリングワッシャー 、⑥ワッシャーの順に通しておいたものにて　　④天板裏面に ３ で組み立てたものを図のように合わせます。まず、④天板(裏面)と③補強棒を固定する際

　　　　　　　　　　 １ ～ 4 で取り付けたビスの緩みがないか確認して下さい。そして、完成となります。
　次に、④天板と①フレーム(右・左)を固定する際(奥行方向)は、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑤スプリングワッシャー 、　⑥ワッシャーの順に通したものにて取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図２参照)。⑧取付固定ビス((((長長長長))))

※ ※ ※ ※ ⑦取付固定ビス((((短短短短))))使用 ※※※※
①フレーム

⑦取付固定ビス((((短短短短))))①フレーム③補強棒④天板(裏面)
⑥ワッシャー⑧取付固定ビス((((長長長長))))図図図図２２２２

図図図図１１１１

①フレーム
①フレーム
④天板(裏面) ※ 取付け箇所を間違えないようにご注意下さい。

※ ※ ※ ※ ⑧⑧⑧⑧取付固定ビス((((長長長長))))使用 ※※※※⑥ワッシャー⑤スプリングワッシャー⑦取付固定ビス((((短短短短))))
⑤スプリングワッシャー



　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。　　※お手数ですが商品を組み立てる前に部品明細にて数量が揃っているか確認してください。　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　  １、組立の際は広い場所で行なってください。床や商品の傷つき・汚れ等の防止の為、 　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　段ボールやレジャーシートなどの敷物を敷いて下さい。   万一部品不足など、不明な点がございましたら     2、組立て中ネジは仮締めの状態で組み上げてから、本締めして下さい。   お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。　  3、組立中は部品を落下させるなどで怪我をしないように注意してください。        岐阜市日野南7-1-7　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法 ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意       ＴＥＬ　058-247-3311　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。 １、火気の近くでご使用にならないで下さい。　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に ２、極端に重いものを置かないで下さい。　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。(右 ・ 左)
(短)(長)取付固定ビス ×6×１ ⑥ ×12

×２フレームｱｼﾞｬｽﾀ-付部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細
ワッシャー ×18×10⑤ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ①

④ (六角)　取り付け方法については、別紙参照下さい。ケーブルフック
補 強 棒
天　板

×２
　　（　　（　　（　　（ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて) L型ドライバー ×１⑨⑧×１ ⑩ 　お客様のお好みで取り付け可能となります。

③
② バックフレーム 取付固定ビス⑦

×8



　　⑧取り固定ビス(長)に⑥ワッシャーを通したもので取り付けます(本締め)。その後、 １ 、 ２ で仮締め　　したビスをしっかりと取り付けて下さい(本締め)。

　　①フレーム１本に②バックフレームを図のように合わせ、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑥ワッシャーを通した         組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!!
　　⑥ワッシャーを通したもので仮締めをしておきます(⑨Ｌ型ドライバー使用)。　　 １ で組み立てたものに、残りの①フレームを図のように合わせ、反対側から⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に
　　もので仮締めをしておきます(⑨L型ドライバー使用)。

　　 １ 、 ２ で組み立てたものを、図の状態に起こします。そこへ③補強棒２本を合わせ、両側各２ヶ所、
　　※ この時、①フレーム(左・右)の方向を間違えないようにして下さい(図参照)。

⑧取付固定ビス(長)

フレームとビスの隙間がなくしっかり固定されている状態。｢｢｢｢本締本締本締本締めめめめ」」」」「「「「仮締仮締仮締仮締めめめめ」」」」フレーム取付固定ビス フレーム フレーム取付固定ビス フレーム

②バックフレーム①フレーム⑧取付固定ビス(長)
③補強棒

組み立ての際、「仮締め」「本締め」などが文章中に使用されています。これは下記のように取り付けて下さい。フレームとビスの隙間が1～2㎜開く程度。

⑧取付固定ビス(長)①フレーム ②バックフレームアジャスター取り付け穴 アジャスター取り付け穴④天板用ビス穴③補強棒用のビス穴 ⑥ワッシャー ⑨Ｌ型ドライバー
⑨Ｌ型ドライバー⑥ワッシャー⑥ワッシャー

⑨L型ドライバー
⑧取付固定ビス(長) ①フレーム②バックフレーム

⑥ワッシャー



　　　　　　　　　　 １ ～ 4 で取り付けたビスの緩みがないか確認して下さい。そして、完成となります。
　次に、④天板と①フレーム(右・左)を固定する際(奥行方向)は、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑤スプリングワッシャー 、　⑥ワッシャーの順に通したものにて取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図２参照)。
　　(横幅方向)は、⑦取付固定ビス(短)(短)(短)(短)に⑤スプリングワッシャー 、⑥ワッシャーの順に通しておいたものにて　　④天板裏面に ３ で組み立てたものを図のように合わせます。まず、④天板(裏面)と③補強棒を固定する際

美しい艶を維持する為にデスクマット(透明ビニール)等をご利用になることをお勧めいたします。こちらの商品は見た目が美しく艶出し仕上げの塗装を施しております。

　　取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図１参照)
⑧取付固定ビス((((長長長長))))

※ ※ ※ ※ ⑦取付固定ビス((((短短短短))))使用 ※※※※
①フレーム

⑦取付固定ビス((((短短短短))))①フレーム③補強棒④天板(裏面)
⑥ワッシャー⑧取付固定ビス((((長長長長))))図図図図２２２２

図図図図１１１１

①フレーム
①フレーム
④天板(裏面) ※ 取付け箇所を間違えないようにご注意下さい。

※ ※ ※ ※ ⑧⑧⑧⑧取付固定ビス((((長長長長))))使用 ※※※※
⑥ワッシャー⑤スプリングワッシャー⑦取付固定ビス((((短短短短))))
⑤スプリングワッシャー



　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。　　※お手数ですが商品を組み立てる前に部品明細にて数量が揃っているか確認してください。　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　  １、組立の際は広い場所で行なってください。床や商品の傷つき・汚れ等の防止の為、 　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　段ボールやレジャーシートなどの敷物を敷いて下さい。   万一部品不足など、不明な点がございましたら     2、組立て中ネジは仮締めの状態で組み上げてから、本締めして下さい。   お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。　  3、組立中は部品を落下させるなどで怪我をしないように注意してください。        岐阜市日野南7-1-7　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法 ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意       ＴＥＬ　058-247-3311　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。 １、火気の近くでご使用にならないで下さい。　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に ２、極端に重いものを置かないで下さい。　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。(右 ・ 左)
補 強 棒

部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細
×16⑤ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ

④ (六角)　取り付け方法については、別紙参照下さい。ケーブルフック×１
③

×4
×8

② ×１
① フレームｱｼﾞｬｽﾀ-付 ×２

⑨
⑦⑥

×7

ワッシャー(短)(長)バックフレーム 取付固定ビス
天　板

⑧ L型ドライバー ×１取付固定ビス
⑩ 　お客様のお好みで取り付け可能となります。

×12×２
　　（　　（　　（　　（ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)



　　①フレーム１本に②バックフレームを図のように合わせ、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑥ワッシャーを通した         組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!!
　　※ この時、①フレーム(左・右)の方向を間違えないようにして下さい(図参照)。
　　もので仮締めをしておきます(⑨L型ドライバー使用)。
　　⑥ワッシャーを通したもので仮締めをしておきます(⑨Ｌ型ドライバー使用)。　　 １ で組み立てたものに、残りの①フレームを図のように合わせ、反対側から⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に
　　 １ 、 ２ で組み立てたものを、図の状態に起こします。そこへ③補強棒２本を合わせ、両側各２ヶ所、　　⑧取り固定ビス(長)に⑥ワッシャーを通したもので取り付けます(本締め)。その後、 １ 、 ２ で仮締め　　したビスをしっかりと取り付けて下さい(本締め)。

⑧取付固定ビス(長)

フレームとビスの隙間がなくしっかり固定されている状態。｢｢｢｢本締本締本締本締めめめめ」」」」「「「「仮締仮締仮締仮締めめめめ」」」」フレーム取付固定ビス フレーム フレーム取付固定ビス フレーム

②バックフレーム①フレーム⑧取付固定ビス(長)
③補強棒

組み立ての際、「仮締め」「本締め」などが文章中に使用されています。これは下記のように取り付けて下さい。フレームとビスの隙間が1～2㎜開く程度。

⑧取付固定ビス(長)①フレーム ②バックフレームアジャスター取り付け穴 アジャスター取り付け穴④天板用ビス穴③補強棒用のビス穴 ⑥ワッシャー ⑨Ｌ型ドライバー
⑨Ｌ型ドライバー⑥ワッシャー⑥ワッシャー

⑨L型ドライバー
⑧取付固定ビス(長) ①フレーム②バックフレーム

⑥ワッシャー



こちらの商品は見た目が美しく艶出し仕上げの塗装を施しております。美しい艶を維持する為にデスクマット(透明ビニール)等をご利用になることをお勧めいたします。

　　取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図１参照)

　　　　　　　　　　 １ ～ 4 で取り付けたビスの緩みがないか確認して下さい。そして、完成となります。
　⑥ワッシャーの順に通したものにて取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図２参照)。
　　④天板裏面に ３ で組み立てたものを図のように合わせます。まず、④天板(裏面)と③補強棒を固定する際　　(横幅方向)は、⑦取付固定ビス(短)(短)(短)(短)に⑤スプリングワッシャー 、⑥ワッシャーの順に通しておいたものにて
　次に、④天板と①フレーム(右・左)を固定する際(奥行方向)は、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑤スプリングワッシャー 、⑧取付固定ビス((((長長長長))))

※ ※ ※ ※ ⑦取付固定ビス((((短短短短))))使用 ※※※※
①フレーム

⑦取付固定ビス((((短短短短))))①フレーム③補強棒④天板(裏面)
⑥ワッシャー⑧取付固定ビス((((長長長長))))図図図図２２２２

図図図図１１１１

①フレーム
①フレーム
④天板(裏面) ※ 取付け箇所を間違えないようにご注意下さい。

※ ※ ※ ※ ⑧⑧⑧⑧取付固定ビス((((長長長長))))使用 ※※※※
⑥ワッシャー⑤スプリングワッシャー⑦取付固定ビス((((短短短短))))
⑤スプリングワッシャー



　　この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとございます。この組み立て説明書をよくお読みのうえ正しく組み立てて下さい。　　※お手数ですが商品を組み立てる前に部品明細にて数量が揃っているか確認してください。　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　 組立ての注意　  １、組立の際は広い場所で行なってください。床や商品の傷つき・汚れ等の防止の為、 　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　藤沢工業 株式会社　段ボールやレジャーシートなどの敷物を敷いて下さい。   万一部品不足など、不明な点がございましたら     2、組立て中ネジは仮締めの状態で組み上げてから、本締めして下さい。   お買い上げの店もしくは下記にご連絡下さい。　  3、組立中は部品を落下させるなどで怪我をしないように注意してください。        岐阜市日野南7-1-7　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法　 お手入れ方法 ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意ご使用上の注意       ＴＥＬ　058-247-3311　　１、ご使用にあたって、時々ネジの緩み等がないかご確認願います。 １、火気の近くでご使用にならないで下さい。　 （当製品は組立式ですので、必ず定期的（1～2ヶ月に1度)に ２、極端に重いものを置かないで下さい。　　各部のネジ部に緩みがないかご点検下さい。　　2、表面にハイグロス処理を施しております為、ふきあげの際はやわらかい布等でお願い致します。(右 ・ 左)部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細部　　　品　　　明　　　細① フレーム ×２ ⑤ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ ×8ｱｼﾞｬｽﾀ-付 ⑥ ワッシャー ×16② バックフレーム ×１ ⑦
⑨ L型ドライバー

取付固定ビス ×4(短)⑧ 取付固定ビス ×12×１(六角)④ 天　板 ×１ ⑩ ケーブルフック ×7
③ 補 強 棒 ×２ (長)

　　（　　（　　（　　（ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)ケーブルフックについて)　取り付け方法については、別紙参照下さい。　お客様のお好みで取り付け可能となります。



　　もので仮締めをしておきます(⑨L型ドライバー使用)。　　①フレーム１本に②バックフレームを図のように合わせ、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑥ワッシャーを通した         組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!! 組立ての際のご注意!!
　　 １ で組み立てたものに、残りの①フレームを図のように合わせ、反対側から⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に　　⑥ワッシャーを通したもので仮締めをしておきます(⑨Ｌ型ドライバー使用)。　　※ この時、①フレーム(左・右)の方向を間違えないようにして下さい(図参照)。
　　 １ 、 ２ で組み立てたものを、図の状態に起こします。そこへ③補強棒２本を合わせ、両側各２ヶ所、　　⑧取り固定ビス(長)に⑥ワッシャーを通したもので取り付けます(本締め)。その後、 １ 、 ２ で仮締め　　したビスをしっかりと取り付けて下さい(本締め)。

⑧取付固定ビス(長)

フレームとビスの隙間がなくしっかり固定されて｢｢｢｢本締本締本締本締めめめめ」」」」「「「「仮締仮締仮締仮締めめめめ」」」」フレーム取付固定ビス フレーム フレーム取付固定ビス フレーム

②バックフレーム①フレーム⑧取付固定ビス(長)
③補強棒

組み立ての際、「仮締め」「本締め」などが文章中に使用されています。これは下記のように取り付けて下さい。フレームとビスの隙間

⑧取付固定ビス(長)①フレーム ②バックフレームアジャスター取り付け穴 アジャスター取り付け穴④天板用ビス穴③補強棒用のビス穴 ⑥ワッシャー ⑨Ｌ型ドライバー
⑨Ｌ型ドライバー⑥ワッシャー⑥ワッシャー

⑨L型ドライ
⑧取付固定ビス(長) ①フレーム②バックフレーム

⑥ワッシャー



　　(横幅方向)は、⑦取付固定ビス(短)(短)(短)(短)に⑤スプリングワッシャー 、⑥ワッシャーの順に通しておいたものにて　　④天板裏面に ３ で組み立てたものを図のように合わせます。まず、④天板(裏面)と③補強棒を固定する際

こちらの商品は見た目が美しく艶出し仕上げの塗装を施しております。美しい艶を維持する為にデスクマット(透明ビニール)等をご利用になることをお勧めいたします。

　　取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図１参照)
　次に、④天板と①フレーム(右・左)を固定する際(奥行方向)は、⑧取付固定ビス(長)(長)(長)(長)に⑤スプリングワッシャー 、　⑥ワッシャーの順に通したものにて取り付けます(⑨L型ドライバー使用)(図２参照)。
　　　　　　　　　　 １ ～ 4 で取り付けたビスの緩みがないか確認して下さい。そして、完成となります。

⑧取付固定ビス((((長長長長))))
※ ※ ※ ※ ⑦取付固定ビス((((短短短短))))使用 ※※※※
①フレーム

⑦取付固定ビス((((短短短短))))①フレーム③補強棒④天板(裏面)
⑥ワッシャー⑧取付固定ビス((((長長長長))))図図図図２２２２

図図図図１１１１

①フレーム
①フレーム
④天板(裏面) ※ 取付け箇所を間違えないようにご注意下さい。

※ ※ ※ ※ ⑧⑧⑧⑧取付固定ビス((((長長長長))))使用 ※※※※
⑥ワッシャー⑤スプリングワッシャー⑦取付固定ビス((((短短短短))))
⑤スプリングワッシャー








