
マルチロッドストレート／パンチングウォール／ホワイトウォール／シェルフトップ

LB-005 ／LB-200／LB-201 ／LB-302 

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はスノーピーク製TUGUCAシリーズで使用する複合的な組み立て家具の部品です。屋内のみでご使
用ください。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、ご使
用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました
販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

取扱説明書 Ver 1.00

 ＜パンチングウォール＞

 パンチングウォール　１枚

シェルフトップ　１枚

オプション固定ネジ　2個

＜シェルフトップ＞

＜マルチロッドストレート＞

マルチロッドストレート 1本
テール

ヘッド

ホワイトウォール１枚

オプション取付金具(小)
２個

オプション取付金具(小)
２個

＜ホワイトウォール＞

セット内容と各部の名称　(各セットに取扱説明書(本書)×1)

スペック

マルチロッドストレート

1104×71×H47mm
1kg

パンチングウォール

1104×71×H364mm 1104×71×H364mm
4kg 4kg

ホワイトウォール シェルフトップ

1108×230×H45mm
3.5kg

5kg 5kg 5kg

オプション取付金具(小)/ステンレス鋼、オプション固定ネジ/スチール

ガルバリウム鋼板、メラミン焼付塗装 ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板
20kg

重 量

そ の 他 材 質

本 体 材 質

サ イ ズ

耐 荷 重

オプション取付金具(小)
２個

オプション取付金具(小)
２個

安全上のご注意

ご使用について

危険

警告

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

危険 明らかに生命にかかわる重大な事故が予測される行為を示します。 警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。 注記 取扱いを誤った場合、製品の破損や物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

絵表示には以下のような意味があります。

安全に関わる情報を示しています。 一般的な禁止を示しております。 必ず行うことを示しています。

調理器具などを置いて使用しないでください。

火災の原因になります。

ご使用の前に、本製品を点検し各部に異常がないことを確認してください。異常が
発見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊
社ユーザーサービス係に点検または修理を依頼してください。

小さな子供がいる場合、シェルフトップやマルチロッドストレート等のオプション
下にり込まないようにTUGUCAの周りを囲うなどの対策をしてください。頭を打った
り、挟んだりしてケガをしたり、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

耐荷重（一面あたり40kg）の範囲内で使用してください。ものが落下してケガ
や破損の原因になります。
また、各オプション品の耐荷重も確認した上で使用してください。

重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置
かないようにしてください。
地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。

水槽や鏡などを置く場合は、日光が長時間あたる場所は避けてください。水槽や鏡
により光が反射、屈折して1点に集中すると収斂火災が発生する原因になります。

組み立ててから2～３日後と定期的（1ヶ月毎）に、ネジに緩みがないかを確認してくだ
さい。緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。そのまま使
用すると耐震性が維持できず転倒の原因になります。

本製品に体重をかけるような行為はしないでください。思わぬ事故の原因に
なるおそれがあります。
特に、お子様がいる場合はオプションパーツに登ったり、ぶら下がったりし
て遊ばないように注意してください。ろうそく、アロマキャンドル、お香などを置いて使用しないでください。

火災の原因になります。 家具（収納、パーテーション、テーブルなど）以外の用途で使用しないでく
ださい。ケガや破損、思わぬ事故の原因になります。



設置場所について

組み立てについて

基本の流れ

屋外には設置しないでください。
変形や劣化などにより転倒してケガの原因になります。

本書に記載していない組み立て方や改造をしないでください。
事故の原因になります。

水がかかるところや湿度が高い場所に設置しないでください。
水や湿気で変色したり、品質が劣化するおそれがあります。 

組み立てるときは、小さな子供を周囲に近づけないでください。
ケガや思わぬ事故の原因になります。また小さな部品を誤飲するおそれがあります。

火気や暖房器具のそばに設置しないでください。
また、火気や暖房器具を近づけないでください。火災や火傷の原因になります。

出入口周辺など転倒した際に避難の妨げになる場所に設置しないでください。 

注意

注記

注意

警告危険

警告危険

注意 注記

本製品のオプション品は鋼材を使用しています。端部処理はしておりますが取扱
いには十分にご注意ください。

コーヒーメーカーや携帯電話など振動するものを置くときはシリコンパッドなど振動を吸
収するものを敷いてください。機器の振動で、落下してケガや破損の原因になります。 

壊れやすいものや、滑りやすいものは置かないでください。落下し、ケガや製品の破損につ
ながるおそれがあります。

ものを端の方に置いたり、はみ出して置いたり、片寄って置いたりしないでください。落
下し、ケガや製品の破損につながるおそれがあります。

電気製品のコード類は、マルチロッドストレートの中を通してください。コード類が、垂
れ下がっていると引っ掛けて電気製品が落下し、ケガや破損の原因になります。

オプション品は、確実に組付けられたことを確認してください。製品破損や思わぬ
事故につながる恐れがあります。

組み立て時にはシェルフトップなどに頭をぶつけないように頭上に注意してください。

金属製のパーツは傷をつけないように注意してください。傷をつけるとさびの原因に
なります。 

組み立て作業時には指を挟まないように注意し、以下のことを守ってください｡
・軍手などの保護具をを着用してください。
・パーツを組み合わせるときは、手を接合部付近に置かないでください。 

オプションを取り外す際にはまっすぐ持ち上げて取り外してください。
オプションの固定部がゆがむおそれがあります。

TUGUCAでは、共通の取付金具を使用してさまざまなオプションの取り付けが可能です。オプション
取り付け作業の流れとポイントを説明します。

TUGUCAタテ、ヨコの接続や、オプションの取り付けには、共通してオプション取付金具
を使用します。

あらかじめTUGUCAのレイアウトプランを決め、設置場所で組み立ててください。出入口周辺など転
倒した際に避難の妨げになる場所には設置しないでください。

オプション取付金具には、オプション取付金具（大）と（小）の2種類があり、取り付けるオプションに
よって使い分けます。また、ヘッドのサイズが異なるため、それぞれ取り付けられる切り欠きの位置が
異なります。組み立ての際には、オプション取付金具の形状をよくご確認のうえ、使用してください。

オプション取付金具について 組み立て方法

金具の形状と取り付け位置 オプションの取り付け

オプション取付金具（小）

取り付け位置
すべての切り欠きに取り付け可能

対応オプション
●  TUGUCAヨコ
●  パンチングウォール
●  ホワイトウォール
●  マルチロッドストレート
●  シェルフトップ

オプション取付金具（大）
※別売のオプションで使用します。

取り付け位置
下から11番目の切り欠きまで
取り付け可能

対応オプション
● テーブルトップ
● ユニットフレーム

ヘッド

テール

ヘッド

テール

警告
●組み立ては18歳以上の方が行ってください。
●必ず2人以上で支えながら作業をしてください。
●十分に広い組み立て場所を確保してください。
●組み立てるときは、床や壁などに厚手の布やダンボールを敷いてください。製品組み
立て時の本製品以外の物損については一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承く
ださい。
●オプションは、1面につき5つ以上取り付けないでください。

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はスノーピーク製TUGUCAシリーズで使用する複合的な組み立て家具の部品です。屋内のみでご使
用ください。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、ご使
用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました
販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置
かないようにしてください。
地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。



①TUGUCAタテのスリットに、オ
プション取付金具（小）のヘッドを
スリットの中心まで差し込み、90
度回転させます。

②ヘッド部分をスリット内部
の金属レールに添わせ、手
前に引くようにしながら下へ
移動します。

①オプションをTUGUCAタテの間に水平に差し入れます。

左右に傾けて差し入れると、木製部分を傷つけるおそれがあります。

②オプション取付金具（小）の取付フックを最後まで差し込みます。ぐらつきがないか確認します。

マルチロッドストレート、パンチングウォール、ホワイトウォールは取り付け完了です。
シェルフトップは手順4に進みます。

オプション固定ネジを右回りに回し、最後までねじ込みます。
シェルフトップの取り付け完了です。

オプション取付金具（小）のホルダー部分を内側にスライドさせ、取付
金具と取付フックをしっかりとかみ合わせます。

③ヘッド部分がレールの
切り欠きにはまったら、テ
ール部分を倒します。

①テール部分を起こします。 ②スリット内部の金属レールに干渉しない位置まで押し込みます。

スリットからヘッド部分が見
える程度が目安

③90度回転させてから、ヘッド部分を引き抜きます。

2 TUGUCAタテにオプション取付金具（小）を取り付ける（左右2か所）
警告

ヘッド部分がレールの切り欠きに確実にはまっていることを確認してください。
正しくはまっていない状態でオプションを取り付けるとオプションが落下するお
それがあります。

警告
オプション取付金具が金属レールや木部に干渉している状態で無理に回転させないでください。また、オプション取付金具はイラストをよく確認して回転方向を守ってください。オプショ
ン取付金具を無理に回した場合、金属レールがゆがみ、オプション取付金具が取り付けられなくなったり、取り付けたオプションが落下したり、木部が破損するおそれがあります。

・１か所目の取付金具の位置と対になる位置にマーククリップを取り
     付けて、左右の位置合わせの目安にすると便利です。

メモ

注記

3 オプションを取り付ける

テール

ヘッド

4 オプションとオプション取付金具を固定する（左右２箇所）

金属
レール

警告

● 上部のみに偏った収納はしないでください。TUGUCA全体のバランスが崩れ、思わぬ事故の原因となります。
● 重たいものを置くときは転落防止用の耐震パッドなどを使用し、高い位置には置かないようにしてください。地震などでものが落ちると、ケガや製品の破損の原因になります。
● オプションは、1面につき5つ以上取り付けないでください。

オプションの耐荷重は1面につき40㎏です。収納物の合計が1面につき40㎏を超えないようにしてください。各オプションの耐荷重についてはスペック欄をご参照ください。

ご使用方法

1オプションの取り付け位置を決める 荷重のバランスを考慮して、取り付ける位置を決めます。

取り外し方

切り欠き



MADE IN JAPAN

スノーピークユーザーサービス

（9：00～17：00）

不明な点やお気付きの点がござ
いましたら、販売店様または弊社
ユーザーサービスまでい合わせく
ださい。

0120-010-660
userservice@snowpeak.co.jp

シェルフトップ １面につき、5つまで
マルチロッドストレート １面につき、5つまで

パンチングウォール １面につき、4つまで
ホワイトウォール １面につき、4つまで

オプション名 使用条件 オプション名 使用条件

●  以下に記載する各オプションの使用条件を厳守してください。荷物を収納したときにゆがんだり、転倒したりするおそれがあります。

●組み付けの調整や締め直しをするときは、置いているものを降ろして行ってください。ものが落下してケガや破損の原因になります。 
●テンションロッドの長さを調整するときは、製品の転倒や、脚立から人が転落してケガをするおそれがあります。必ず1人以上が補助をしてください。また、脚立を使用する
　場合は、脚立の使用方法を守って作業を行ってください。

警告

● 　組み立ててから2～3日後と定期的（1ヶ月毎）に、以下のネジに緩みがないかを確認してください。
・シェルフトップのオプション固定ネジ
  緩んでいる場合は、再度組み付けの調整をして締めなおしてください。

●月に一度、TUGUCAタテの六角穴付きボルト（右図：1本につき20か所）に緩みやぐらつきがないかを確認し、
　緩んでいる場合は付属の六角レンチを使用して締めなおしてください。
●定期的に破損、変形がないかを確認し、適切に対応してください。
●点検により破損箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

● 　通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。
●       汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてから、水に浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。次に乾いた柔らかい布でから拭きし、自然乾燥させてください。

お手入れ方法

設置後の点検（チェックリスト）

移動について
●  オプション品を取り付けた状態で、TUGUCA本体を移動しないでください。

●  オプション品を組み替える際には、上に置いているものや引っ掛けているものを外

　してから行ってください。

● 引っ越しや部屋をまたぐ移動をする際は、必ず組み立て前の状態に戻してから運んで

　ください。 

●  組み立て前の状態に戻すときは、本書に記載している組み立て手順を遡りながら作業

       を行ってください。

●  テンションロッドを使用している場合は、必ず最後に外してください。先にテンショ

       ンロッドを外すと本体が 傾いて転倒したり、オプションがゆがんだりするおそれが

       あります。

レイアウトアレンジについて

保守・点検

お掃除について

使用しなくなった製品や使用しない部品は湿度が低く、直射日光があたらない場所に保管してくださ
い。

保管について 廃棄について
廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従って処分してください。

金属部分のお手入れ

点検箇所 点検内容 チェック

各オプションが水平に設置できていますか。

家電製品を収納、設置する場合、付属している取扱説明書に従って転倒・落下・移動防止対策をしていますか。

オプションの取り付け

収納物について

六角穴付き
ボルト

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場
合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場
合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

     1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
     2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
     3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。

     4. 不測の事故による製品の故障。
     5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
     6. ゴミやサビによる故障。

     7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
     8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
     9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
   10. 他社製品との組合せによる故障。

品質保証について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

修理について


