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1.安全上のご注意
¡可動部のすきまに手や指を入れないで

¡商品に足をかけて登ったり、開いた扉

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのもの

ください。

にぶら下がらないでください。
（特にお

です。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

けがをするおそれがあります。

子様に注意してください。）�

警告
注意

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う
可能性があります。
取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、
物的損害が発生する可能性があります。

警告

注意

¡壁固定金具は、絶対に外さないでくだ

¡健康に影響をおよぼすことが考えられ

さい。

ますので、以下の内容を守って使用し

事故の原因になります。

てください。
・この商品を購入された当初は、化学

¡お客様で、解体や移設・レイアウト変
更をしないでください。

物質の発散が多いことがありますの

組立・設置が不十分ですと、破損や転

で、しばらくの間は換気や通風を十

倒によりけがをすることがあります。

分に行ってご使用ください。

必ずお買い上げの販売店にご相談くだ

・この商品をご使用になる室内が著しく

さい。

高温多湿（温度２８℃、相対湿度５０%超
が目安）になる場合は、窓を閉め切ら
ないようにするか、強制的に換気を
行ってください。

¡乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は
しないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
¡管理者が使用状況を確認できる場所に
設置してください。
簡易施錠ですから、工具になどによる

本体が倒れてきて、けがをする原因に

¡貴重品を入れないでください。
簡易施錠ですから、工具などによる破

なります。

壊には耐えられません。

¡商品の分解や改造はしないでください。
けがや故障の原因になります。

¡南金錠掛け金具付きタイプに使用する
南金錠は、tページ に表記しているも

¡ボルトやネジがゆるんだままで使用し

のにしてください。

ないでください。�

それ以外のものを使用すると、しっか

本体の変形・破損や転倒により、けが

り施銃できないことがあります。

をすることがあります。早めに締め直

¡運動具や乗物がわりに使ったり、
ゲーム

してください。

などの遊びに使用しないでください。
（特にお子様に注意してください。）

プ類の欠落など、異常を発見したとき

転倒や破損により、けがをする原因に

は、直ちに使用を中止して､お買い上

なります。

げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していますと、商品の破損

¡ストーブなど火気を近づけて使用しな
いでください。

により、けがをすることがあります。

やけどや火災の原因になります。

¡この商品を他の人が使用するときは、
この取扱説明書をよく読んでから使用

¡可動部のすきまに手や指を入れないで
ください。

するようにご指導ください。

けがをするおそれがあります。
¡扉を開いた状態で、上から押さえた
り、引っ張ったりしないでください。
転倒や破損してけがをする原因になり
ます。
¡商品の上に立ち上がったり、腰を掛け
ないでください。
転倒や転落により、けがをすることが
あります。

破壊には耐えられません。

q

¡溶接外れやリベットのゆるみやキャッ

w

2.末永くご使用いただくためのご注意

3.各部のなまえ

¡この商品は室内または屋内用です。

図は、SLK-HT9K（3列3段、扉付きタイプ）

¡鍵を紛失したときは、引き手ごとの交換

屋外での使用や水ぬれは、 故障やさび・

ができます。

変色の原因になります。

引き手セットが必要な場合は、お買い上

●本体

●ホールキャップ
※反対面にもあります。

げの販売店にご相談ください。

¡直射日光やストーブなどの熱が直接あた
る場所や、湿気・乾燥の著しいところで

¡使用開始後、本体の重量や床の状態によ

の使用は避けてください。

り、本体にひずみが出て、扉と本体との

変色や変形などの原因になります。

間にすきまが目立ったり、こすれてきた

●ホールキャップ
●扉

りすることがあります。

¡扉の開閉は、必ず引き手を持って行って
ください。

本体にひずみが出たときは、本体のレベ

故障や破損の原因になります。

ルを調整してください。

¡収納物がはみ出さないようにしてくださ

●名差し

¡ときどき、ボルトやネジのゆるみによる

い。

がたつきがないか点検し、ある場合は締

扉の開閉や施錠の妨げになったり、故障

め付けてください。

や破損の原因になります。

●引き手
錠付きタイプ

¡可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になりま

¡鍵穴に油や粘度のある液体を入れないで
ください。

す。

誤作動の原因になる場合があります。
¡スペアキーは、施錠する本体の中には入
れないでください。

●鍵穴

万一の紛失に備えて、必ず別の場所に保

●引き手

管してください。
5137002

5137001a

南京錠掛け金具付きタイプ
●棚板
●水受けトレー（オプション）
●レバー

●掛け金具

5137003

e

r

●引き手

4.使いかた

5.お手入れのしかた

扉の施錠・解錠（開けかた）のしかた

¡日常のお手入れは、乾いたやわらかい布

（錠付き、南京錠掛け金具付きタイプ）

3.乾いたやわらかい布で、水分が残らな
いように拭き取ってください。

でから拭きしてください。
¡汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れ

錠付きタイプ

を落としてください。

解錠

図のように鍵穴にキーを差し込んで３６０°
回

〈汚れを落とすときの注意〉
水にぬれたままにしておいたり、アルコー

1.うすめた中性洗剤につけた布を、かた

してください。

ルやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤

く絞って拭いてください。

施錠

の使用は避けてください。

2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残

３６０°
回す

さびや変色の原因になります。

らないように拭き取ってください。
キー

6.故障かな？と思ったら（不調診断）

5137004

南京錠掛け金具付きタイプ

使用する
南金錠の寸法

注意

φ3.5～�
5.5mm

20mm�
以下�

こんなときは
¡扉が閉まらない
ろ
（閉まりにくい）。

右図のような南金錠を使用してください。
それ以外のものを使用しますと、しっかり
30～35mm

施錠できないことがあります。
〈施錠のしかた〉

レバー

図のようにレバーを上げて掛け金具に合わ

掛け金具

収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて引き出しや扉の動き
を妨げていることが考えられます。
動きを妨げているものを取り除いてください。

しろ
ばしろばばしろば

本体にゆがみが出ていることが考えられます。レベルを調
整してください。

¡扉が施錠できない。
（錠付きタイプのみ）

鍵穴とキーの鍵番号が合っていないことが考えられます。
鍵穴とキーの鍵番号が合っていることを確認して、施錠し
キー
てください。 鍵穴
E123

せ、南京錠を掛けてください。

こう処置してください

上げる

E1 23

南京錠を
掛ける

鍵番号

5137008

5137009

扉が開いていることが考えられます。
扉をすべてきちんと閉めてください。

5137006

収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて扉の動きを妨げてい
ることが考えられます。
動きを妨げているものを取り除いてください。

〈解錠
（開けかた）のしかた〉
南京錠を外して、レバーを下げて開いてく
ださい。

¡扉が解錠できない。
（錠付きタイプのみ）

E123

q下げる

鍵穴とキーの鍵番号が合っていないことが考えられます。
鍵穴とキーの鍵番号が合っていることを確認して、解錠し
キー
てください。 鍵穴

w開く

E1 23
5137008

5137007

t

レバー

鍵番号

5137009

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

y

