
このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みになって、
　正しく又末永くお使いください。

■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
　必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ
・安全上のご注意
・各部の名称
・トップ
・パーツ
・排水口
・扉・フロントパネル
・ユニット
・耐荷重／
　ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて／
　アフターサービスについて
・ホルムアルデヒド発散区分／
　ＶＯＣ放散性能
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高熱のものは近づけないでく
ださい。

ストーブ等を近づけると、変形の
原因になる場合があります。

水が付いた場合はすぐに拭き
取り、常に清潔な状態を保っ
てください。

ふくれ、剥がれの原因になります。

扉・
フロントパネル

いつまでも美しくお使いいただくために、
以下の注意とお手入れ方法をお守りください。

ご使用に際して

表面塗装の剥がれ、破損、変質、
変色する恐れがあります。

お手入れ方法

シ
ン
ナ
ー

ア
ル
コ
ー
ル

ガ
ソ
リ
ン

●通常のお手入れは、柔らかい布でから拭きしてください。

※汚れは中性洗剤を柔らかい布にしみこませて拭き、水を含んだ
　柔らかい布で洗剤を拭き取った後、乾いた柔らかい布でから拭
　きしてください。

塗装扉・塗装フロントパネル
には、直射日光やエアコン等
の風が直接当たらないように
してください。

変形、変色の恐れがあります。

塩素系漂白剤・弱アルカリ性
洗剤・ガソリン・シンナー・
アルコール・ミガキ粉・研磨
剤の入った洗剤、粘着テープ
は使用しないでください。
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14

クロスギャラリーの取付け（※オプション）
・クロスギャラリーのネジをゆるめます。（図１）
・ギャラリーレールにクロスギャラリーを取付けます。
　（図２、図３）
・クロスギャラリーのネジを締めます。（図１）
※取り外す時は、逆の手順で行います。

・ディッシュホルダーの左右の調整レバーを上に押し
　上げ、広げます。
・お皿を置き、調整レバーでディッシュホルダーの大
　きさを調整します。
※丸型で１８６～３２２ｍｍのお皿を収納できます。

【クロスギャラリー２段タイプ】

・クロスギャラリー２段も上記の取付方法と同じです。
・ボトルデバイダーを上から落とし込むようにクロス
　ギャラリー２段にはめ込みます。

ディッシュホルダーの使用方法（※オプション）

図１

図２ 図３

ボトルデバイダー

クロスギャラリー
（２段）

ギャラリーレール

ネジクロスギャラリー

引出し

クロスギャラリー

調整レバー

調整レバー
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調整レバー
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インナーラックの取付け（※オプション）
・インナーラックの引っ掛け部分の幅が広い方をギャラリーレールに引っ掛け、ツバを引出し背板の上面にのせます。
※インナーラックが不安定な場合は、ギャラリーレールの長さを調整してください。
　（「引出し前板の調整」の「傾き調整」を参照してください。）

ナイフホルダーの取付け（※オプション）
・ナイフホルダーの上蓋前後の凸部を本体の差し込み口に差し込みます。
・インナーラックの仕切り板の手前のスペースにナイフ－ホルダーを入れます。

引出し背板

ギャラリーレール

引っ掛け部分

インナーラック ツバ

インナーラック

本体

ナイフホルダー

仕切り板

差し込み口

上蓋

凸部
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ＶＯＣ放散性能　　　　　　　　４ＶＯＣ基準適合（木質建材）
表示ルール　　　　　　　　　　「住宅部品ＶＯＣ表示ガイドライン」による

※４ＶＯＣとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

ホルムアルデヒド発散区分　　　内装仕上げ部分及び下地部分とも　　Ｆ☆☆☆☆
表示ルール　　　　　　　　　　「住宅部品表示ガイドライン」　キッチンバス工業会　表示指針による

商　品　名　　　　　　　　　　ＩＳＯＬＡ　ＳＵＳｇａ／ＩＳＯＬＡ

P9WP-TR143
15.5www.toyokitchen.co.jp

〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp

東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス　　www.tk-maintenance.com
TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから　→

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。


