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Inumbra 注意点 
 
この説明書は inumbra を安全に組立て、取扱う為のものです。 

万一、無視された場合、破損や怪我などの原因になる場合もあります。 

不明な点がありましたら取扱店にご相談ください。 

このマニュアルは今後、必要な時のために大切に保管してください。 

 

＜ 安全のための重要な説明 ＞ 

1. 説明 

この説明内容を良くお読みになって施工してください。説明内容に沿って組立て施工を

されなかった場合、怪我や破損の原因になることがあります。ご使用に際しては説明書

をよく読んで下さい。 

2. 警告 

この inumbra は悪天候のための物ではなく日除け用です。 

風が強い時はパラソルを閉じてください。 

inumbra の最大推奨風速は10.8～13.8m/s です。 

（※inumbra が完全に水平になるまで開いた状態でご使用の場合の数値になります。

こちらは正面からの風でのテスト結果になります。自然環境ではパラソルの下から風が

吹き込むことがあり、上記の限りではございません。） 

転倒や反り返りの恐れがあります。 

風が強いと感じたときは閉じていただくことをお勧めいたします。 

突発的な風が吹く場合がございます。inumbra は必ずそばに人がいる状態でご使用く

ださい。離れる場合は inumbra を必ず閉じ放置することがないようにして下さい。 

 

雨の時やご使用にならない時は inumbra を閉じ、カバーをしてください。 

台風などの強風や雷雨、豪雨や雪の時には inumbra を台座から取り外し室内で保管す



ることをお勧めしております。また、夜間や inumbra を常に確認出来ない時には、閉

じていただくか台座から取り外し移動させてください。 

 

3.ご使用の際の注意 

inumbra を開く際は周りに人がいないことを確認してからゆっくりと開いてください。 

inumbra が完全に水平になるまで開いた状態でご使用ください。 

inumbra の柱やファブリックにぶら下がったり、本品に植木鉢等重いものを吊り下げ

ないでください。 

 

＜素材の特性＞ 

ファブリック 

防汚・防水加工がされていますが、完全防水ではございません。 

雨でのご使用はお控えください。 

強風時は inumbra を閉じてください。 

ステンレス 

ステンレスは海水耐性ではありません。 海上気候、塩素、酸性雨、および過酷な環境

または 都市環境で使用する場合はステンレスの表面を定期的に清掃することをお勧め

します。ステンレス用のクリーニング製品は、 ホームセンターなどで一般的に販売し

ています。 

＜毎日の使用による汚れのメンテナンス＞ 

ファブリック 

毎日の使用で少しずつついた汚れは、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませた柔

らかい布で拭き取ります。 

次に十分に水拭きし、乾いた布でしっかりと水分を拭きとってください。中性洗剤は必

ず薄めて使用してください。 

お手入れには布などの柔らかい物を使用してください。 



しみこんだ汚れには水で直接濡らし（もしくは水で湿らせた吸水性の高い布で濡らし）、

数秒待ちます。 

汚れに乾いた布を押し当て、円を描くように布地を優しく擦ります。 

※ 汚れが完全に落ちない場合には、先ほどのプロセスを必要なだけ繰り返します。 

液体汚れの場合は、やわらかい布で吸い取るように汚れを落とします。擦ったり押しつ

けたりして、汚れを中に押し込まないようにご注意ください。          

※ 特殊な加工をしておりますので、高圧洗浄のご使用はお控えください。 

液体汚れの場合は、やわらかい布で吸い取るように汚れを落とします。擦ったり押しつ

けたりして、汚れを中に押し込まないようにご注意ください。 

ステンレス 

空気中の鉄と反応し、段々と錆が生じます。ステンレスクリーナーや金属クリーナーで

定期的にお掃除をして下さい。  

 

＜季節終わりの撤去と保管方法＞ 

季節の終わりに inumbra を撤去する際には、本体を濡らした布で拭いたあと乾かして

ください。 

本体構造が完全な状態かを確認してください。 

部品の損傷を確認した場合には購入先に必要な交換部品に関してお問合せください。 

保管期間中の inumbra は乾燥した場所に保管してください。 

カビや錆による損害を防ぐためにも inumbra を濡れた状態、または湿ったままでの保

管は避けてください。 

 

アフターサービス 

アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店までご連絡ください。 

● お取り扱いまたはお手入れが適当でない為に生じた補修及び部品交換などは、有償

となる場合もありますのでご了承ください。 



● 製品の改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございますので、予めご了承願い

ます。 

この商品は正しく取付け・ご使用にならないと大きな対物・人身事故につながる恐れが

あります。取付け・ご使用の際には、この説明書をよく読み正しく使用してください。 

● この説明書に従わず、お客様の不注意による商品故障・事故につきましては、弊社

は責任を負いかねる場合があります。予めご了承ください。 

 



1  x  INUMBRA3500 or 4000 1  x  接続ポール 1  x  ハンドル

INUMBRA (床固定パーツ)

4  x  ビスM5x40 4  x プラグ 1  x  ハンドル

1  x  フレームA 1  x  フレーム B 4  x  plastic glide

1  x  INUMBRA3500 or 4000 4  x  コンクリート 4  x  ボルトM10x110

INUMBRA(コンクリートベース)

5

パーツリスト

1  x  接続ポール



extremis

4  x ワッシャー 1  x  ハンドル

1  x  INUMBRA3500 or 4000 1  x  接続パーツ 4  x  ボルトM8x12 

INUMBRA (GARGANTUA / PANTAGRUELに取り付けの場合）

６

パーツリスト



作業時間：+/- 20 min.
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2. インアンブラ接続パーツを天板に
 ボルト4本(M8!12)と
スプリングワッシャー4つ(M8)を使用し固定します。
  
  
  

3. ターンテーブルを元に戻します。
4. パラソルの取付方法は
　P8の工程5-7を確認してください。  

1. ターンテーブルとステンレスの円盤を外します。

1. GARGANTUAの組立詳細は
　GARANTUAの取扱説明書を
　ご確認ください。
 
  
  
  
  
  

2. INUMBRA取付には
　センターキューブに接続パーツを
　取り付ける必要があります。
　パラソルの取付方法は
　P8の工程5-7を確認してください。

  
  

作業人数：１人

必要工具：六角レンチ
　　　　　No.5

7

組立方法(GARGANTUAに取付)

作業時間：+/- 20 min.

作業人数：１人

必要工具：六角レンチ
　　　　　No.5

組立方法(PANTGREULに取付)



作業時間：+/- 30 min.

4. コンクリートベースと接続ポールを
    ボルト M10x110を使いスパナで固定してください。
　円錐部分の平らな面をハンドルを置きたい場所に
　　配置します。

    ボルトはコンクリートベースを突き抜けフレームに
     固定されます。
　ゆるみの無いようにしっかりと締めて下さい。
 

  
  
  
  
  
  
  

5. パラソルと接続ポールを固定します。    
     パラソル支柱と接続ポールとのロックが必要です。
     パラソル支柱と接続ポールの”くぼみ”に合わせ付属の
     ハンドルで締め、固定してください。
   ※しっかりと固定されたならば、
         パラパラソルが回転することはありません。

        
    
  
  
  
  
  
  
  

2. キャップをコンクリートタイルの底に固定します。
　付属のコンクリートプラグを穴に入れ、
　ネジ(M5x40)を締めでキャップ固定してください。
  
  

3. 1で組合わせたフレームA，Bの上に
   コンクリートベースを配置します。 
   その際に、フレームについている金属板の 穴と
   コンクリートベースの穴の位置を合わせてください。
   コンクリートベースは角を面取りしている方が
   下です。

    
  
  

1. INUMBRAの設置場所へ
　フレームAとフレームBを組合わせて置きます。
　フレームの溝同士が噛合っていること
　 奥まで入っていることを確認してください。

必要工具：
スパナno. 17 

作業人数：1人

プラスドライバー
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組立方法(コンクリートベース)

平らな面を
ハンドルを
置きたい場所へ



1. キャスター付きフレームの上に
　4つのコンクリートベースを置きます。
　フレームについている金属板の穴と
　コンクリートベースの穴の位置を合わせて
　ください。コンクリートベースは角を面取
　りしている方が下です。

  
  
　 　 　   
  

2. コンクリートベースと接続ポールを
   ボルト(M10x110)を使いスパナで固定してください。 
   

ボルトはコンクリートベースを突き抜け
   フレームに固定されます。
   

ゆるみの無いようにしっかりと締めて下さい。
 

  
   
  
  
  
  
  

6.ロックとアンロック 
   INUMBRAを開閉するために用意されている
   ハンドルを使用して、下の穴の調整ネジを締め、
   INUMBRAがしっかりと固定されるようにします。
   ハンドルを時計回りに回して締めます。
   INUMBRA日傘を外すには、下の穴の調整ネジを
   完全に緩めます。  
  

7. 取り付け後、下の穴にゴムキャップを入れます。
  (第三者によるロック解除の予防になります)
  上部の穴のみを使用してINUMBRAを開閉します！  
  注意：適切な取り付けたあと、パラソルの支柱と
コンクリートベースに取り付けられた接続ポールの間に  

  
  

9

組立方法(キャスター付きコンクリートベース)

　円錐部分の平らな面をハンドルを置きたい場所に
　　配置します。

平らな面を
ハンドルを
置きたい場所へ



作業時間：+/- 30 min.

1. INUMBRAを置きたい場所にステンレス鋼管を置き、
    アンカーボルト(または床の種類に適した別の種類の
    固定媒体)を使用して床に取り付けます。   
  

2.パラソルの取付方法は 
   P8の工程5-7を確認してください。   

作業人数：1 人
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組立方法(床固定)

警告

警告
強風でケーブルがやファブリックから音が聞こえる場合、
またはINUMBRAを使用していない場合は、
INUMBRAを閉じてカバーをしてください。
INUMBRAを開いたときは必ず人がいる状態で使用し、
離れる場合は必ずIUUMBRAを閉じ放置することがないように
してください。
強風でINUMBRAを閉じるときは、2人-3人でおこなってください。
INUMBRAが途中で激しく吹き飛ばされるのを防ぐために、
風の方向とは反対に、少なくとも1人がINUMBRAの骨を下向きに
誘導する必要があります。

換気の目的で、カバーは100％防水ではありません。
湿っている、または濡れている場合は、閉じたままにしないでください。
カビが発生する可能性があります。
長期間使用しないときは、次のようにINUMBRAを保管してください。
垂直に、完全に乾かし、乾燥した環境に置きます。



5. 生地がピンと完全に張るまでゆっくりと回し続けます。 6. ハンドルを外してINUMBRAをお楽しみください。
    これらの手順を逆の順序で実行して、
     パラソルを閉じます。
  

3. ハンドルを支柱の上の穴に入れます。
  

4. ハンドルを時計回りに回すだけで開きます。

1. カバーにあるポケットからハンドルを取り出します。
  

2. パラソルからカバーを取り外します。
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開閉方法



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


