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Combi ユニバーサルシート縦型ＵＳ１３
施工説明書

安全に施工していただくために1

施工者のかたへのお願い2

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

組立終了後、製品表面を乾ぶきして、ほこりを取り除いてください。

●ここに示した注意事項は、施工方法、および取り扱いを誤るとご使用者や操作しているかたへ危害や物的損害の発生が予
想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」に区分し表示しています。 ご使用前によくお読みの上、
安全のために必ずお守りください。

 警 告

注 意

この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

この表示を無視し誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が起こる可能性がある内容を示し
ています。

警 告

●製品を改造して施工しないでください。 
　思わぬ事故につながるおそれがあります。

●製品を安全に使用していただくために、日常点検をお願いします。
　点検を怠った場合、製品の老朽化や破損が発見されず、ケガや重大事故の原因になります。

●故障した製品は、放置しないでください。
　誤って使用したり、お子さまが遊んだりすると、ケガや重大事故の原因になります。

●目的以外の用途でのご使用はおやめください。

この度はCombi ユニバーサルシート縦型ＵＳ１３をお買い上げいただき誠にありがとう
ございます。この製品はさまざまなかたがご使用になりますので、皆さまが快適にご使用
いただくためには、お施主さまの安全管理が大切です。本書の内容に従って正しく施工
管理してくださるようお願いいたします。

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ
（www.combiwith.co.jp）からもダウンロード（PDF）できます。
ご活用の程、お願いいたします。

●製品に関するお問い合わせ

本社 /〒111-0041　東京都台東区元浅草2-6-7
URL/ www.combiwith.co.jp 

● 修理・点検に関するお問い合わせ／コンビウィズ㈱ サービスセンター　
 ［受付時間］ 祝祭日を除く、  月～金10:00 ～ 17:00

 TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630 ○本書に記載されている文章、イラスト等の無断転載を禁止します。

（A4）　133886090   191018(1)

本体を床面に固定します。 ベースカバーを、ベースカバー固定ネジ（4ヵ所）
で固定します。

スパナ（呼び17mm）を使用 プラスドライバー（No.2）を使用

製品近くに警告ステッカーを貼付し、使用説明ボードを付属のタッピンネジ（φ4×25)4本で取り付けます。
トイレドア付近に誘導案内ステッカーを貼付します。

プラスドライバー（No.2）を使用
警
告

取り付け完了後は必ず説明マニュ
アルの日常点検（3ページ）を参照
の上、点検してください。施工が不
完全のまま使用された場合、ケガや
重大事故の原因になります。

床面に勾配がある場合
は、アジャスターボルト
（M10六角穴付ボルト）で
本体が垂直になるように
調整してください。

アジャスターボルト（2ヵ所）

アンカーボルト位置（5ヵ所）

タッピンネジ（φ4×25）

※取付方法は別売り製品付属の
施工説明書をご覧ください。

ベースカバー

ベースカバー
固定ネジ（4ヵ所）

※ ベースカバーを取り付け
る際、ベースカバーの切
り欠き部に、ベースフ
レームのネジを差し込ん
でください。
ベースカバー裏側上部
（左右2ヵ所）

ベースカバー表側下部
（左右2ヵ所）

ベース
フレーム

Combi ユニバーサルシート
専用壁クッションR1
（別売り製品）

ナット
スプリングワッシャー

ワッシャー

誘導案内ステッカー
トイレドア付近に貼付してください。

使用説明ボード
付属のネジが使えない
壁面へ固定する場合
は、強力な両面テープ
などで使用説明ボード
が落ちないよう適宜固
定してください。

警告ステッカー
製品近く、かつ見やすい位置に
貼付



2 3

各部のなまえ3

工事説明4

設置手順 ※穴位置寸法はすべてセンターピッチです。5

設置場所（取付範囲）について

床面への取付ネジ

●製品は床面に固定してください。守らないと転倒するおそれがあります。

●床下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。守らないと転倒するおそれがあります。

●アンカーボルトは、コンクリート層へ確実に固定で
きる（最低40mm以上）長さのものを選んでくだ
さい。モルタル層などへ固定すると、転倒のおそ
れがあります。

　

プラスドライバー（No.2） スパナ（呼び17mm）

注
意

ドアを開いたとき、製品とド
アが接触しない位置に設置
してください。ドアにぶつ
かると製品が破損するおそ
れがあります。

注
意

増し締めするときは電動工具を使用せず、必ず手
締めで、強く締め付けないようにしてください。
締め過ぎるとネジ頭が変形して鋭利な形状にな
るおそれがあります。

長さの選定は2ページ「4 工事説明」の
警告内容をご確認ください

必要工具　下記の工具を用意してください。

付属品 ※次の部品があることを確認してください。
●タッピンネジ（φ4×25）
　…4本

※使用説明ボード固定用

アンカーボルトは含まれておりません。別途ご用意ください。

ベースカバー固定ネジ（4ヵ所）をはずし、
ベースカバーをはずします。

設置場所にM10アンカーを打ち込みます。
（5ヵ所）

● M10アンカー　おねじタイプ

アンカーボルトは含まれておりません。
別途ご用意ください。

プラスドライバー（No.2）を使用

ナット

M10スプリングワッシャー

M10ワッシャー

ベースカバー

ベースカバー
固定ネジ（4ヵ所）

ノブ
ノブ

ゴム脚

本
体

シート

ベース

脚パイプ

使用説明ボード

Combi ユニバーサルシート
専用壁クッションR1
（別売り製品）

ベルトノブ

手すり

手すり

バックル

壁に近接する場合：230mm以上あける
※400mm以上あけると、介助作業がし
やすい。

取付対向壁面から
700mm以上あける

通路必要寸法：700mm以上
※800mm以上あけると、車いす
が横付けでき、介助作業がしや
すい。

メスバックル

オスバックル

マット完成品US1
（以下、マット）

ベースカバーCW
（以下、ベースカバー）

シートカバーUS1 CW
（以下、シートカバー）

●説明マニュアル US1
　＜保証書付＞…1部

●警告S US 日英中韓
　（以下、警告ステッカー）
　…1枚

●使用説明ボード US1 日英中韓　介助
　（以下、使用説明ボード）
　…1枚

●誘導案内S US介助　日英中韓
　（以下、誘導案内ステッカー）
　…1枚

●施工説明書 US1(本紙）
　…1部
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