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警告 

・梱包を開ける際、鋭利な道具を使用しないでください。 

・電動工具の使用はお勧めしません。 

・ つまずくことがあるので足元に気を付けてください。 

・ 窒息の危険を避けるために、赤ちゃんや子供から離れてビニール袋を保管してください。 

・落書き防止ではありません。 

・経年とともに個体ごとに色の変化があります。 

製品の注意事項 

・製品の固定は資格のある人が行ってください。 

・ 固定する場合は適切なボルトまたは専門のネジを使用してください。 

・ ウッドベースは室内用です。 

・ 風の抵抗が制限されているため、50 x 25 cmのベースは屋外で使用しないでください。 

・ 電気モジュール（LED照明、ケーブル、アダプター）に水がたまった状態にしないでください。 

・ 小さなお子様がお近くにいる際は近づかないように注意してください。倒れてけがをすること

があります。 

・ スティックが強風にさらされる場合、ベースを地面に固定する必要があります。 

ラバーについて 

・ ラバーの色味が床に着色する場合がございますので、 

ラバーベースを置く場合は、付属の脚( アジャスター) を使用することをお勧めします。 

・ ラバーの材質の特性上、ベースの裏の形が丸く表面に浮き出てきます。 

・ 屋外での使用には、ラバーベースのみ適しています。 

・ 設置後の最初の数日間匂いがします。この匂いは時間の経過とともに消えていきます。 



ロッズについて 

・ロッズはグラスファイバーでできています。 

・紫外線で色の退色が起こります。 

・小さなガラス繊維がロッドに固着したままになることがあります。 

・ロッドを拭く場合は中心より両端に向かって一定方向に拭いてください。 

・皮膚に触れた場合、軽度の痛みを引き起こすことがあります。 

・熱いお湯で洗い流すと痛みが消えます。 

・素手でロッドに触れないでください。スティックを組み立てる際は常にゴム手袋を使用してく

ださい。 

・グラスファイバーの製造工程上、色は近似的にしか再現されず、色の差異が生じることがあり

ます。 

・ 切り口や側面は少々白くなります。 

LEDについて 

・ ・LED付は日本仕様変換工事が必要です。 

・1×変圧器で最大9台まで接続可能。  

・1×変圧器＋延長ケーブル 1mで最大8台まで接続可能  

・1×変圧器＋延長ケーブル 4mで最大6台まで接続可能    

・1×変圧器＋延長ケーブル 9mで最大4台まで接続可能   

メンテナンス 

・濡れた布巾で拭いてください。 

・ひどい汚れのときは一般的な中性洗剤を使用してください。 

・研磨剤入りのクリーナーやスチールウールなど表面を傷つける恐れのある物は使用しないでく

ださい。 



・汚れが落ちない時はメラミンスポンジを使用してください。 

アドバイス 

・すべてのロッズを挿入する必要はありません。 

・より透明にしたい場合は、使用するロッズの数を減らしてください。 

・異なる色や高さのロッズを混ぜることもおすすめです。 

・スティックを分解するときは、ロッズにベースの跡を残すことがあるため、同じ側を上または

下にしてロッズを束ねます。ロッズをベースに再挿入するときは、分解前と同じ向きをベース

に挿入してください。 

LED電球交換方法 

1. すべてのベースが電源から切り離されていることを確認してください！ 

2. ベースを裏返し、交換したいLED電球を取り外します。 

3. 必要に応じて、下から押して、ベースの上面から電球を取り外します。 

  新しいEXTREMIS LED電球を挿入します。 

4. LED電球を接続します。 
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ベース60x30(LED付)

ベース60x30

パーツリスト
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シャープカーブベース60x30

シャープカーブベース 60x30(LED)



ワイドカーブベース60x30 (LED付)

ワイドカーブベース60x30

パーツリスト

ベース30x30

ベース50x25
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ベース30x30(LED付)
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11 60×30用　1200/1500/1800/2100 96本

ロッズ
素材：グラスファイバー

30×30用　1200/1500/1800/2100 48本

50×25用　1200/1500/1800             62本



プラグ

室内用プラグ(フット・スイッチ付)

延長ケーブル - 100 cm

延長ケーブル - 400 cm

延長ケーブル - 900 cm
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STI150

ウェイト取付用
 ビス

ウェイト (素材:亜鉛メッキ)

接続パーツ

エンドキャップ含む

エンドキャップ含む

ウェイト60x30用

ウェイトシャープカーブベース用

ウェイトワイドカーブベース用

ウェイト30x30用
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プラスドライバー

5’

x 4

x 4
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Screw 4x20 Foot

......

2.

外側の穴
屋外使用の時に使用

内側の穴
室内使用の時に使用

a. b.

1.

組立方法

付属のネジを使用して足を組み立てます。 
a)ベースを屋外で使用する場合は、安定性を高めるために外側の穴を使用します。 
b)足が目立ちすぎないようにする場合は、内側の穴を使用します。 

ロッドをベースに挿入します。
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プラスドライバー

2.

1.

組立方法(LED付)

15’

すべてのベースを希望の位置に配置してから、裏返します。

次に、メスへオスのコネクタを差し込みます。
長いケーブルを短いケーブルに接続してください。
差
誤った方向で無理矢理差し込むと破損の原因になります。ご注意ください。
し込み方向が正しいか確認してください。
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4a.

3. 次に、オスとメスの部品を一緒に回し締めます。

次に、コネクタとケーブルをベースの下側にある穴に押し込み、適切に整えます。

※屋外で使用の場合は接続部分を防水テープでしっかりと固定し
　水が入らないようにしてください。
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5.

4b. 次のベースに最も近い穴を選択します。

最後のベースのオスコネクタに、シーリングキャップをねじ込みます。
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7.

6. 次に、電源を最初のベースに接続します

次
ベースでコードを踏むと断線の原因になります。コードを踏んでいないか確認ください。
に、ベースを裏返して、それらを必要な場所に配置します。

最後に、ロッドを穴に入れます。
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8. ロッズを穴に入れます。



14

プラスドライバー

5’

2.

1.

組立方法(ウェイト)

風などで転倒防止の重りです。
まずベースを裏返し、脚を取り外します

すべてのケーブルを凹部に深く押し込みます。
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Screw 3,9x38

x 4

VRS150

ラバーベースにウェイトの板を合わせます。
プラスチックワッシャーをはさみ、ビスで固定してください。
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5’

2.

1.

組立方法(接続パーツ)

図に示すように、2つのベースを並べ、接続パーツを上に配置します。
接続部品の穴がベースの穴と一致することを確認してください。

接続ピースの穴からベースに数本のロッドを挿入します。他のロッドをベースに直接挿入します。
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プラスドライバー

5’

1.

床固定方法

2.

ø 6 mm

ベースの中心に印を付けることから始めます。
ベースにø6 mmの穴を開けます。

スティックを設置する場所にベースを置きます。
ベースの中央の穴にペンを挿入し、床に印を付けます
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4.

3a. 3b.

ø 6 mm, L 80 mm

マークされた場所に6mの穴を開けます。

ベースの中央の穴が穴の上に正確に位置するように、ベースを配置します。
この穴にネジ（ø6 mm、長さ80 mm）を挿入し、締めます。

プラグを差し込みます。
プラグは 8を使ってください。
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5.

ロッドをベースに挿入します。
可能であれば、ネジを黒いキャップで覆います。
すべてのロッドが刺さっている状態の場合、キャップは見えません。



取り扱い説明書、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、保証書の記載内容
により無料修理いたします。
保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
●使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

●他社製品との組み合わせが原因による故障および損傷
●お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷
●火災・地震・落雷・水害、その他の天災地変による故障および損傷
●規定以上の電圧による故障および損傷
●消耗部品などの交換（LEDなど）
●本書の提示がない場合
●譲渡された製品

保証期間はお買い上げ日から1年です
○輸入商品のため、輸送中の梱包箱の傷や痛みは製品の使用に支障はありませんのでご容赦くださ
い。
○不具合が発生した場合は、故障および損傷箇所をご連絡ください。その場合、デジタルカメラ等
で故障した箇所を撮影してください。
○保証期間が過ぎた場合でも有償で修理を行います。送料・修理費をご負担ください。
（修理範囲は損傷状況によります）
○本内容は明示した期間・条件のもとにおいて、保証対象不具合部品の無料修理をお約束するもの
であり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
○万が一、問題が発生した場合、弊社でできるだけすぐに対応させていただきます。問題解決のた
め、状況によってはメーカーとのやり取りが必要になりお時間を頂くこともあります。

 
社

弊社は extremisの日本総代理店です。

製 品 保 証 書

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号保証期間（お買い上げ日より）本体：１年

お買い上げ日：　　　　　年　　　月　　　日

様
客
お

お名前

ご住所

電話 （　　　　　）

TISTOU株式会
　静岡県静岡市葵区上土2-20-14〒420-0810 

TE L: 054-208-2239   FAX : 054-208-2255 

品番 管理番号

●本書は日本国内においてのみ有効です

●電動工具を使用して組立を行った製品


