
MS UI Gothic (6.5pt/11pt) K90%

イラスト

部品が分かるように書き、部品名/partを添えること。

金具・工具類は原則不要。

大きさは自由、ただし左・下にはみ出さないこと。

イラスト

本分にあわせて書き、部品名/part、金具名/partを添えること。

必要なら（A）などを使用する。

大きさは自由、ただしはみ出さないこと。

イラストの左上にはNo.を添える。

イラストが3つ以上になる等、窮屈な場合は端でも良い。

本文

MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%

半角カタカナ不可。英数字はHelvetica Regular (7pt/11pt) K90%。

はみ出さないように改行すること。

↑頭番号

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%

本文

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%
はみ出さないように改行すること。

↑頭番号

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%

Helvetica Regular (6pt/11pt) K90%
左列に部品、右列に金具類が望ましい。

1列表記でも良い。(枠外下参照)

No.1No.2No.3

部品表
PARTS LIST

組み立て方Instruction

部品名
part

数量
pcs.

組み立て方Instruction

No.1No.2

六角レンチ / 
hexagon wrench

ボルト / bolt

天板 / 
table top 

脚 / leg

天板 / 
table top 

部品表により、部品数の確認をしてください。

天板を平らな場所に、裏面を上にして置いてください。この際、天板に傷が

つかない様に何かやわらかい物をはさむか、カーペットの上、等が良いでしょう。

天板裏面の凹みに脚の金具を合わせてください。(No.1)

※ 脚先の向きが外側を向くように脚の向きをあわせてください。

ボルトを金具の穴に差込み、六角レンチでしっかりと締付けて固

定してください。(No.2)

1.
2.

3.

4.

Make sure that you have all of the listed parts.
Set the  tabletop upside down on a flat surface. Before setting the 
tabletop down, it is recommended to place a blanket or towel down 
first, or set the tabletop on a carpet to avoid scratch or damaging. 
Align the metal fittings with the recesses of the tabletop. (No.1)

※ Make sure the legs are facing outward.
Insert bolts into the screw holes and tighten firmly using a hexagon 
wrench.  (No.2)

1.
2.

3.

4.

脚 / leg

 (If the shape of parts are different, the assemble way is same. ) （部品の形状が違っても、組み立て方は同じです。）

Make sure two or more persons work together to assemble the 
parts.
Never climb on the table. Doing so might cause the table to break.
The bolts might become loose during usage. Occasionally check 
each bolts and tightenthem as necessary.
When yuo upside-down, make sure not to put excessive weight
on one side leg.

※

※

※

※

組立作業は必ず2人以上で行ってください。

テーブルの上には絶対に乗らないでください。破損の原因になります。

テーブルを使用中、天板のゆれがある場合は増し締めをしてください。

テーブルを起こす際は、片側の脚に過度の荷重がかからないよう、脚を床か

ら持ち上げてから、起こすようにしてください。

※

※

※

※

天板

脚

tabletop

leg

部品表
PARTS LIST

部品名
part

数量
pcs.

数量
pcs.

部品名
part

1

4

ボルト

六角レンチ

bolt 

hexagon wrench

16

  1
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MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%
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MS UI Gothic (6.5pt/11pt) K90%

イラスト

部品が分かるように書き、部品名/partを添えること。

金具・工具類は原則不要。

大きさは自由、ただし左・下にはみ出さないこと。

イラスト

本分にあわせて書き、部品名/part、金具名/partを添えること。

必要なら（A）などを使用する。

大きさは自由、ただしはみ出さないこと。

イラストの左上にはNo.を添える。

イラストが3つ以上になる等、窮屈な場合は端でも良い。

本文

MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%

半角カタカナ不可。英数字はHelvetica Regular (7pt/11pt) K90%。

はみ出さないように改行すること。

↑頭番号

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%

本文

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%
はみ出さないように改行すること。

↑頭番号

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%

Helvetica Regular (6pt/11pt) K90%
左列に部品、右列に金具類が望ましい。

1列表記でも良い。(枠外下参照)

No.1 No.2 No.3

部品表
PARTS LIST

組み立て方 Instruction

部品名
part

数量
pcs.

組み立て方 Instruction

No.1 No.2

六角レンチ / 
hexagon wrench

ボルト / bolt

天板 / 
table top 

脚 / leg

天板 / 
table top 

部品表により、部品数の確認をしてください。

天板を平らな場所に、裏面を上にして置いてください。この際、天板に傷が

つかない様に何かやわらかい物をはさむか、カーペットの上、等が良いでしょう。

天板裏面の凹みに脚の金具を合わせてください。(No.1)

※ 脚先の向きが外側を向くように脚の向きをあわせてください。

ボルトを金具の穴に差込み、六角レンチでしっかりと締付けて固

定してください。(No.2)

1.
2.

3.

4.

Make sure that you have all of the listed parts.
Set the  tabletop upside down on a flat surface. Before setting the 
tabletop down, it is recommended to place a blanket or towel down 
first, or set the tabletop on a carpet to avoid scratch or damaging. 
Align the metal fittings with the recesses of the tabletop. (No.1)

※ Make sure the legs are facing outward.
Insert bolts into the screw holes and tighten firmly using a hexagon 
wrench.  (No.2)

1.
2.

3.

4.

脚 / leg

 (If the shape of parts are different, the assemble way is same. )（部品の形状が違っても、組み立て方は同じです。）

Make sure two or more persons work together to assemble the 
parts.
Never climb on the table. Doing so might cause the table to break.
The bolts might become loose during usage. Occasionally check 
each bolts and tightenthem as necessary.
When yuo upside-down, make sure not to put excessive weight
on one side leg.

※

※

※

※

組立作業は必ず2人以上で行ってください。

テーブルの上には絶対に乗らないでください。破損の原因になります。

テーブルを使用中、天板のゆれがある場合は増し締めをしてください。

テーブルを起こす際は、片側の脚に過度の荷重がかからないよう、脚を床か

ら持ち上げてから、起こすようにしてください。

※

※

※

※

天板

脚

tabletop

leg

部品表
PARTS LIST

部品名
part

数量
pcs.

数量
pcs.

部品名
part

1

4

ボルト

六角レンチ

bolt 

hexagon wrench

16

  1

組立説明書Assemble  Manual

D-00
D=1000 / C=2000 / L=3000 / S=4000 / B=6000

株式会社 マルニ木工

MARUNI WOOD INDUSTRY Inc.

ご注意 Caution

本文

MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%

半角カタカナ不可。英数字はHelvetica Regular (7pt/11pt) K90%。

はみ出さないように改行すること。

↑頭記号

MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%

本文

Helvetica Regular (7pt/11pt) K90%
はみ出さないように改行すること。

↑頭記号

MS UI Gothic (7pt/11pt) K90%

イラスト

大きさは自由、ただし左右にはみ出さないこと。
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MARUNI WOOD INDUSTRY Inc.
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