
１　中間ラックを据付ける前に、吊戸棚と中間ラックの隙間をふさぐ為、付属のパッキンを貼り付けます。
　　パッキンは、吊戸棚の側板の厚さ分だけ両サイドをカットし、裏の両面テープをはがして、前端 のみ
　　に貼り付けてください。（図１・２）　

２　天板のネジ指定位置（天付け）にφ 3.5 の下穴をあけて、付属のサラネジ 3.5 × 35にて吊戸棚の底部
　　に連結してください。（図 ３・４）
　　図 7のネジ指定位置（壁付け）のように、背板にφ 5.1 の下穴をあけて、丸木ネジ 5.1 × 50にて壁面
　　に固定してください。

３　棚板をセットします。

●吊戸棚と中間ラックの間口寸法が同じの場合

・取付桟は、30× 90 ミリ以上と 30 × 60 ミリ以上を使用してください。

図１ 図２

図３ 図４　ネジ指定位置（天付け）

中間ラックの据付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。
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トーヨーキッチン　TRS77　表面

１　付属のパッキンの裏の両面テープをはがして、そのまま前端と両側端に貼り付けます。パッキンはカッ
　　トする必要はありません。（図 8・9）
２　背板のネジ指定位置（壁付け）にφ 5.1 の下穴をあけて、丸木ネジ 5.1 × 50にて壁面に固定してくだ
　　さい。（図 7）
３　棚板をセットします。

《中央に取付ける場合》

１　中間ラックを取付ける前に、吊戸棚と中間ラックの隙間
　　をふさぐ為、付属のパッキンを左付けの場合は前端と左
　　端、右付けの場合は前端と右端に貼り付けます。パッキ
　　ンは、吊戸棚の側板の厚さ分だけ片方をカットし、裏の
　　両面テープをはがして、前端と側端に貼り付けてくださ
　　い。（図 5・6）

２　背板のネジ指定位置（壁付け）にφ 5.1 の下穴をあけて、
　　丸木ネジ 5.1 × 50にて壁面に固定してください。（図 7）
３　棚板をセットします。

●吊戸棚と中間ラックの間口寸法が異なる場合

図８ 図９

図５

《どちらか一方へ寄る場合》

図６ 図７　ネジ指定位置（壁付け）

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頂けます。
詳しくは、http://www.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

１　「安全上のご注意」および説明書の内容通り据付けされているかを点検し、異常の無いことを確かめて
　　ください。

２　表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

据付け後の点検・清掃
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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。

取扱説明書・据付工事説明書

0120-104078
〒107-0062  東京都港区南青山5-11-14

お客様相談室



●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、水を含んだ布で洗剤を拭き取った後、乾いた布
　でから拭きしてください。

■水切棚

●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、中性洗剤を薄めて、柔らかい布にしみこませて軽く拭き取り、洗剤分が残らないようにして、
　乾燥させてください。

■本体

ご連絡して頂きたい内容

●ご氏名　●ご住所　●電話番号　●お買い上げ日　●異常の内容　●品番

2

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、又はお気づきの点が
　ございましたら、工事店・販売店、又はトーヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

ご使用に際して

お手入れ方法

アフターサービスについて

変質、変色する恐れがあります。

ストーブ・オーブントースター・炊飯器の蒸気の
噴き出し口等を近づけると、本体の変形の原因に
なる場合があります。

●高熱のものは、近づけないでください。

●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は使用しない
　でください。

※各々の耐荷重は、均等に物を載せた場合の耐荷重です。
※5kg …直径20cmのお皿15枚程度を目安にしてください。

●安心して使える重さのめやす（耐荷重）

・棚板　（間口60cm以下） 15kg

3kg・Ｌ型水切棚

10kg・平型水切棚

以下の重量を守って安全にお使いください。

　　　　（間口90cm以下） 10kg ※大きくて軽いものを収納するのに適しています。
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この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全上のご注意

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

●表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、
　次の表示で区分し、説明しています。

注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害
のみの発生が想定される」内容です。

必ずお守りください

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」
内容です。

●据付工事完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを
　確かめてください。

●この「取扱説明書・据付工事説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
　紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、据付工事完了後、お引き渡し時に
　お客様へお渡しください。

据付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据付けてください。

据付工事説明書

中間ラックの据付けは、建築壁の構造を
確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。

棚板を設置する時は、棚受け（ダボ）を
すきまのないよう根元まで確実に差し込
んでください。

棚板が外れ、収納物が落下してケガをする
恐れがあります。

警告 注意

連結用サラネジ 3.5 × 35機種別付属部品

中間ラック　ART - 60

ガラス戸付中間ラック　ART - 60G

ガラス戸付中間ラック　ART - 90G

水切付中間ラック　ART - 120MK

6 本

パッキン

6本

6本

10 本

600mm１本、250mm右・左各１本

据付け前の確認

1　注文した製品が納入されているか確認してください。

2　補強桟の確認

・壁の直角・垂直・床の水平レベルを確認してください。

・壁面の取付桟位置に取付桟があることを確認してください。
　また天井吊りする場合は、天井の強度を確認してください。

600mm１本、250mm右・左各１本

900mm１本、250mm右・左各１本

1200mm１本、250mm右・左各１本

側板 側板側板

この図記号は、してはいけない「禁止」内容です。

この図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全上のご注意

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

●表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
　次の表示で説明しています。

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意 この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害
のみの発生が想定される」内容です。

注意

載せているものが落ち、ケガをする恐れが
あります。

棚板が落下して、ケガをする恐れがありま
す。

棚板、水切棚には、指定の荷重以上載せ
ないでください。

棚受け（ダボ）は確実に奥まで差し込ん
でください。

取扱説明書
必ずお守りください

1

側板 側板側板

トーヨーキッチン　TRS77　中面


