商品概要

デザイナー

メーカー

配送料金

注意事項

「キッチンに木を使ってもいいじゃないか」
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus et lacinia nulla, vitae dictum purus. Suspendisse
potenti. Donec molestie turpis ut sem pharetra mollis.
Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet. Aenean
molestie nisi eros, sit amet congue odio fringilla vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus et lacinia nulla, vitae dictum purus. Suspendisse
potenti. Donec molestie turpis ut sem pharetra mollis.
Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet. Aenean
molestie nisi eros, sit amet congue odio fringilla vel.

愛着を持って長く使いたくなるキッチン
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et lacinia nulla, vitae dictum purus. Suspendisse
potenti. Donec molestie turpis ut sem pharetra mollis. Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet. Aenean molestie
nisi eros, sit amet congue odio fringilla vel.

作り手によって天板の作り方がちがいます
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et lacinia
nulla, vitae dictum purus. Suspendisse potenti. Donec molestie turpis ut
sem pharetra mollis. Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet. Aenean

三層パネル／北海道・ハルキ

中空パネル／宮崎・川上木材

あなたのお家にあったキッチンを、
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et lacinia nulla, vitae dictum purus. Suspendisse
potenti. Donec molestie turpis ut sem pharetra mollis. Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet. Aenean molestie
nisi eros, sit amet congue odio fringilla vel.
800〜2400

1600〜2400
182.5〜982.5

※赤字の部分が調整可能範囲です

メーカー

配送について

送料について
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus et lacinia nulla, vitae
dictum purus. Suspendisse potenti. Donec
molestie turpis ut sem pharetra mollis.
Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet.
Aenean molestie nisi eros, sit amet congue odio
fringilla vel. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Vivamus et lacinia
nulla, vitae dictum purus. Suspendisse potenti.
Donec molestie turpis ut sem pharetra mollis.
Vestibulum nec lacus id lacus aliquet aliquet.
Aenean molestie nisi eros, sit amet congue odio

配送先

北海道・ハルキ発

宮崎・川上木材発

北海道

ーー , ーーー円

ーー , ーーー円

南東北 ( 宮城 山形 福島 )

ーー , ーーー円

ーー , ーーー円

北東北 ( 青森 秋田 岩手 )
関東 ( 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉
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東海 ( 静岡 愛知 岐阜 三重 )
関西 ( 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 )
中国 ( 岡山 広島 山口 鳥取 島根 )
四国 ( 香川 徳島 高知 愛媛 )

北九州 ( 福岡 佐賀 長崎 大分 )
北九州 ( 熊本 宮崎 鹿児島 )
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注意事項

取扱説明書

お手入れ方法

この度は本商品をお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。
ご使用前に本書をよくお読み
いただき、内容を理解した上で正しく組み立て、
正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認
できるように大切に保管してください。

◎保守・点検
●害虫を発見した場合は、殺虫や防虫処理をして
ください。放置すると虫害が拡大するおそれが
あります。
●各部にゆるみやぐらつき、
ひび割れなどないか定
期 的に点検し、
異常が見られたら使用を中止して
ください。
商品の破損やケガの原因となります。

取扱説明書

製品仕様書

製品仕様
品

名 フローリングで作る箱

製品寸法
製品質量
用
途
材

質

原産国

幅000mm×奥行000mm×
高さ000mm
（座面高000mm）
製品質量
箱
構造部材：
側板 杉材
底板 合板
日本

組み立てについて
●床が部品などでキズつかない様に、敷物などで
保護してください。
●組立説明書をよく御読みいただき、十分なスペ
ースを確保して組み立ててください。
●ボルトやナット類の締め付けは確実におこなっ
てください。
●ビニール袋、
梱包材などはお子様の手の届かな
いように廃棄してください。

◎木部のお手入れ
●塗装面のホコリはやわらかい布、またはハタキで
軽く払ってください。
硬い布でホコリのあるままで
こすると、
細かなキズがついてしまい逆効果です。
通常、やわらかい布での乾拭きで十分です。
●汚れのひどい時は、3〜5％程度に薄めた中性 洗
剤を湊した布で汚れを落とし、
その後、水で浸し
た布で洗剤をよくふき取ってください。
次に乾い
た布で軽くふいた後、
自然 乾燥させてください。
◎金属部のお手入れ
●通常のお手入れはやわらかい布で乾ぶきしてく
ださい。
●汚れがひどい時は、3〜5％程度に薄めた中性
洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水で
浸した布で洗剤をよくふき取ってください。
次に
乾いたやわらかい布で軽くふいた後で自然乾
燥してください。
◎マットレスのお手入れ
●マットレスに指定のお手入れ方法がある場合は、
その方法に従ってください。
指定のお手入れ方法
がない場合でも、
マットレスを長持ちさせるため

に、3〜4ヶ月に1回、上下または裏表を入れ替
えいただくと、
より長持ちします。
（マットレスに
よっては裏側はご使用できないものがあります
ので、
ご確認ください。）
また、6ヶ月もしくは12
ヶ月に1度は日光に当ててください。
カビやダニ
が発生しにくくするために重要です。

●経年劣化について
□変形 / 割れ
高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、空調
が直接当たる場所などに設置しますと反りや割
れが発生しやすくなります。
□色の変化
少しずつ飴色に変化していきますが、光の当た
る量によって変色の進行具合は異なります。

素材についてのご注意
本製品は国産の杉材を使用しています。
素材の特性について予めよくご理解いただき正
しくお使いください。
●軟らかさについて : 杉は軟らかいため、
打痕や
傷がつきやすい素材です。
●塗装について : 無塗装の場合、表面には汚れや
手垢などが付きやすくなります。
●節について : 杉は針葉樹ですので、
広葉樹に比
べて枝が多く、節が多く見られます。本製品では
節による凹凸をパテ埋めをして平滑にしていま
す。
また節の数や大きさには製品ごとにばらつ
きがあります。
●色について : 本製品は天然木を使用しています
ので製品ごとに木目、
色が異なります。
●反りについて : 杉は吸湿性が高いため、
使用環
境の湿度と温度の変化によって若干の反りが発
生することがあります。
●板材の穴について・本製品の板材は、断面に穴
の開いた特徴的な形になっています。穴に指を
入れたり、物を押し込んだりしないでください。
けがや破損の原因となります。

ご便用方法
廃棄について
●廃棄の際は、居住地域自治体のルールに従い、
処分してください。

お問い合わせ先
商品のお問い合わせは、
お買い上げの販売店、
もしくは下記お客様室までご連絡ください。
コイヤ協議会 事務局
TEL 0985-60-3911
受付時間 ■ 平日
10:00 - 18:00
■ 土・日・祝 10:00 - 18:00

