リ フ ト コ ートハンガー EGO1
取 付 ・ 取 扱説明書 EGO1-600 EGO1-830

LIFT COAT HANGER

注意

梱包内容

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う
可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この絵記号は、してはいけない
「禁止」の内容です。

④

この絵記号は、必ずしていただ
く「強制」の内容です。

警告

本製品は洋服などを吊下げるためのハンガーです。それ以外の用途には使用しな
いでください。
本製品の推奨吊下荷重は 6 〜 7kg です。それ以上の重さの物には使用しない
でください。
取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。

⑤

本体の分解は絶対にしないでください。事故や故障の原因となります。

①

衣類を掛けてご使用ください。ハンガーにかかる荷重が軽すぎると下げる時に
重く、上げる時に速く上がります。

②

③

⑥

⑦

吊下荷重の違いにより操作感が変わります。最適な操作感でご使用いただくた
め、常に推奨吊下荷重 6 〜 7kgf（ジャケット 6 〜 7 着程度）分の衣類を掛け
てご使用ください。
掛けてある洋服などを外す時は、プルバーを持ったまま行ってください。プル
バーを離すとハンガーパイプが跳ね上がることがあります。

お手入れ方法
本体が汚れた場合は、柔らかい布でカラ拭きしてください。汚れが取れない場合は、ぬるま湯で薄め
た中性洗剤を布に含ませて拭きとってください。その後、水で絞った布で洗剤を拭き取っください。

① ブラケット
② 本体
③ プルバー
④ ハンガーパイプ
⑤ 取付・取扱説明書
⑥ 当たり止め

2ケ
左右各1ケ
1ケ
1ケ
1枚
2ヶ

⑦ 六角棒レンチ
⑧ 六角穴付き皿ボルトM8×35
⑨ 十字穴付き皿タッピンねじ4×28
⑩ 十字穴付き皿タッピンねじ4×55
⑪ 十字穴付きなべタッピンねじ3.5×10
⑫ 注意ラベル

1本
2本
16本
6本
1本
1枚

取付手順
2

天板
610以上

1

4

210以上

ブラケット

取付・取扱説明書

キャビネットの天板から 610mm、背板
からは 210mm 以上離してブラケット
を取り付けます。本説明書などの A4 用
紙短手方向（210mm）を基準として利
用すると便利です。

5

3

全長

図のようにブラケットを 8 ケ所、ねじ⑨
でしっかりと締め付けて固定します。反
対側も同じ位置にブラケットを取り付け
てください。

6

ブラケットに本体から 3 ケ所、 ねじ⑩
で締め付け、しっかりと固定します。
反対側も同じようにブラケットを取り付
けてください。

7

プルバーをハンガーパイプのソケットに
差し込み、ねじ⑪で固定します。

8

アーム

プルバーの全長がキャビネットの内側
寸法より 90mm 短くなるように長さ
を調節し、図のように調節パイプを時
計まわりに囘して固定します。

本体のアームをゆっくりと下におろします。 当たり止めを本体（左右各 1 ケ所）の溝
アームが跳ね上がらないようにしっかり
にはめ込みます。当たり止めを取り付け
押さえながら、ハンガーパイプをソケッ
ないと本体が破損する恐れがあります。
トに差し込み、ねじ⑧で左右共に固定します。

●衣類を外す時は、プルバーを持ったまま行ってください。プルバーを離すとハンガ
ーパイプが跳ね上がることがあります。
●掛けた衣類の重さで操作感が変わります。最適な操作感でご使用いただく為、常に
衣類（ジャケット6〜7着程度）を掛けてご使用ください。（推奨吊下荷重〜7kgf ）

注意

溝

注意ラベル

以上で取り付け終了です。
正常に作動するか必ず確認してください。
最後に注意ラベル⑫をアーム内側に貼っ
てください。
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Ego1 Lift Coathanger
Mounting Instruction

LIFT COAT HANGER

1) Prefixing plate
2) Right and left body
3) Pull bar
4) Adjustable hanger pipe
5) Instruction sheet
6) Bumper
7) Wrench
Screws

5）
2）

3）

6）

7）

Mounting Instruction
1

EGO1-830

Contents of the box

4）

1）

EGO1-600

2

Top panel

3

4

Min.610mm
Prefixing
plate

Min.210mm
Instruction
sheet

Put this instruction sheet more than

Screw on the prefixing plate with

Mount the body on the prefixing plate

wardrobe and more than 210mm from

opposite side prefixing plate in the same

Also, mount the opposite side body in

610mm below the inside top of the

the back board, then decide the place to
mount the bracket as per shown.

5

Length

supplied screws. Also, mount the
way.

6

with three supplied screws.

Insert the pull bar into the hanger pipe
socket and fix with a supplied screw.

the same way.

7

8

Adjust the length of pull bar at 90mm

Pull down and hold the arm. Insert the

Insert bumpers into the slots of both

Check the movement. Now "Ego-1" is

When at the appropriate length, turn the

and fix with a supplied screw.

It may cause damages to the bodies

Maximum load capacity of Ego-1

less than inside width of the wardrobe.
pipe to the clock-wise and fix.

hanger pipe into the socket

bodies.

without these bumpers.

ready.

is 6 〜 7 kgf.

