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安全にお使いいただくために セット内容・各部名称

専用収納バッグ 

ハンガーポール ポール×4

ペグ

固定台座

予備ペグヘッド

ご使用の前に必ずお読みください
この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐための
お守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分に
ご理解いただきますようお願いいたします。

注　意
●安定した平な地面にペグを垂直にハンマーで打ち込んでください。
　・軟弱な地面や砂地では転倒し、ケガや本体が破損する恐れがありますので設置しないでください。
　・ペグをハンマーで打ち込む際に石などの硬いものが当たった場合は、設置場所を必ず変更し打ち直してください。
　・ループが埋まらない程度まで打ち込んでください。
　・ハンマーで強く叩きすぎると変形する恐れがあります。
　・打ち込む前にペグヘッドがしっかり固定されていることを確認してください。
●ランタンを吊るす際は、必ずハンガー部のフックに吊るし、傾きや落下の危険がないように注意してください。
●燃料器具（ガスランタン等）は吊るさないでください。
●本製品は屋外レジャー用に設計したランタン用スタンドです。
　常設での使用や本来の用途と異なる使用はしないでください。
●絶対に分解や改造をしないでください。
●ご使用の前に本体の変形や破損、各部がしっかり組み立てられているかなど必ず確認してください。
　異常を見つけた際は、使用しないでください。　組み立てが不十分だと転倒する恐れがあります。
●ポールやペグを繋げる際はしっかりと回して固定してください。
　強く締めすぎると破損する恐れがあるので、必要以上の力を加えないでください。
●子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
●小さなお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
●ペグの打ち込み部分は尖っているため、絶対に人に向けないでください。
　また持ち運び・組み立て・撤収の際は注意してください。
●熱に弱い物や、燃えやすい物をハンガー部に掛けたり、テントやタープなどの生地に近い状態で使用しないでく
　ださい。本体や物が熱で変形・変質する原因になります。
●ハンガー部の耐荷重は約1kgです。ハンガー部の耐荷重以上の重さの物を掛けないでください。
　破損や変形、本体が傾いたり転倒する恐れがあります。
●ランタンを使用してない時はハンガー部からランタンを外してください。
●ハンガー部に物を吊るしたまま移動しないでください。
　移動する場合は一度吊るしている物を外してから移動してください。
●ご使用の際は本体にぶつかったり、引っかかったりしないよう注意してください。
●本体に寄りかかるなどの行為はおやめください。またハンガー部にぶら下がったり、ひも等を結びつけたりしな
　いでください。破損や変形、転倒などの恐れがあります。
●テントやタープ等の設営用としてスタンドを使用しないでください。破損や変形の原因になります。
●悪天候の日や風の強い日には破損や変形、転倒によるケガの恐れがあるので使用しないでください。
●組み立てや撤収、収納する際に、構造部分に手や指などを挟んだりしないようにご注意ください。
●本体を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃を与えないでください。
●使用後は屋外に放置せず、汚れや水気を十分に拭き取ってから保管してください。
●お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。
●幼児、小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の
発生が想定される内容を示しています。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、
　弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

フック

ハンガー部

ペグヘッド

ループ

固定具

使 用 時
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組み立て方法

 ペグで地面に打ち込んで使用する場合

・ 無理な組み立ては本体破損の原因となります。
・ポールやペグを繋げる際は、しっかりと回して固定してください。
　強く締めすぎると破損する恐れがあるので、必要以上の力を加えないでください。

• 軽すぎるテーブルに固定すると倒れる可能性
　があります。テーブルに固定する場合は注意し
　てください。

• ハンマーで打ち込む前にペグヘッドがちゃんと
　閉まっているか確認してください。

❶ ペグを地面に打ち込む
安定した平な地面に手でしっかり固定したペグを
垂直にハンマーで打ち込みます。

❷ ハンガーポールとポールを組み立てる
ハンガーポールとポールを反時計回しで回し、しっ
かり固定します。ポールの本数で好みの高さに調節
してください。

❸ペグヘッドに組み立てたポールを取り付ける
ペグヘッドに組み立てたポールを反時計回りで回
してしっかり固定します。

❹ ハンガー部を開く
ハンガー部を開いたら完成です。
フックにランタンなどを掛けてご使用ください。

※ペグを取り外す際は、ペグについているループ
　を引っ張って外してください。

 固定台座でテーブルに固定して使用する場合

 ペグヘッドの取り付け方

❶ 固定台座をテーブルに固定する
固定台座をテーブルに挟んで下側の固定具を
締めて動かないようにしっかり固定します。

❷ ハンガーポールとポールを組み立てる
ハンガーポールとポールを反時計回しで回し、
しっかり固定します。ポールの本数で好みの
高さに調節してください。

❸固定台座にポールを取り付ける
組み立てたポールを固定台座の丸い穴に入れ込み、サイドの固定具を締めて固定します。サイド
の固定具を緩めてポールを上下に動かすことで高さを調節することができます。
好みの高さになったらサイドの固定具を締めてください。

❹ ハンガー部を開く
ハンガー部を開いたら完成です。
フックにランタンなどを掛けてご使用ください。

ペグヘッドを時計回りに回して取り付けます。

固定具の取り付け可能な幅は、
最大約2.5cmまでです。

最大
2.5cm
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お手入れ方法

製品仕様

保証書

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

サ　イ　ズ

重　　　　量
耐　荷　重
セット内容

材　　　　質

使　用　時 :  約  W260  × H590～1830  ｍｍ
収　納　時 :  約  W370  × D60  × H80  mm
約 680  g
各約 1 kg
ハンガーポール、ポール×4、ペグ、固定台座、予備ペグヘッド、専用収納バッグ
ハンガー部・ペグ：鉄
固定台座：6063 アルミニウム合金
ポール：7075 アルミニウム合金 ＋ 銅

●本体のお手入れ方法
ペグなどから外し、全てのポールを分解します。
お手入れは柔らかい布で乾拭きをしてください。化学ぞうきん等は使用しないでください。
汚れが取れない場合は、中性洗剤を薄めたものを布などに染み込ませ、硬く絞ってから拭い
てください。
専用収納バッグに収納する際は、しっかりと乾燥させてから収納してください。

• 本体を濡れたままで収納すると、カビの発生や色移りの原因になります。
　ご使用後は本体の汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納・保管をしてください。
・本体のお手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでくだ
　さい。製品の変色、変形、故障の原因になります。

お客様サービスセンターお客様サービスセンター

〈 キリトリ 〉〈 キリトリ 〉

〈 キリトリ 〉

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

※

※

製品コード

お　客　様

販　売　店

お名前

ご住所 〒

電話番号

電話番号

住所・店名

お買い上げ日 保証期間年　　月　　日

製品名

店 舗 印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、
それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

※印欄は必ず記入（もしくは押印 ）してください。

保証規定
保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、
弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービス
センター」にご依頼ください。
保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
②お客様の過失・不注意（  使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与える
　など ）による故障及び損傷
③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに
　起因して故障が発生した場合
④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
⑤本書の掲示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き
　換えられた場合
⑦他人へ譲渡した場合
⑧正規販売ルート以外で購入した場合
レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生
した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
本書は日本国内においてのみ有効となります。
本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

1.

2.

3.

4.

5.
6.

保証書

LANTERN STANDKOGR-005

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から
保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

お買い上げ日より : 半年間

販売店さまへ

発売元

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33
ライソン株式会社

〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕
TEL  ０６－６７８９－１１９９


