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取扱説明書

組み立て説明書、使用方法、メンテナンス方法

Sol+Luna



電動工具は
使用禁止です！



パーツリスト サンべット

脚固定用

取り付けパーツ

サイドテーブル

サンベット

オプション

背もたれ用 フレームに取り付ける
キャップ

x 4x 4x 8

M6x12 din 7991

M8x30 din 7984

SOL151 SOL152
SOL153
(black)

SOL154
(white)

x 3

M6x12 din 7991

SOL158
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Assembly Hopper picnic

1.

Sol+luna サンベット組み立て

脚をフレームの外側に配置します

左の場合の配置

右の場合の配置

背もたれを、左か右にするかはここで行う

必要工具：六角レンチN°4/5

作業人数：2人

プラスドライバー

作業時間：15分
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2.

3.
オプションの収納ネット・セーフティーポケット取り付けは、

背もたれを取り付ける前に行う

M6x12ボルトで、
脚をフレームに取り付ける

取り付け方は、後ページの取り付けページを参照



4.

5.

背もたれを2本の脚の間に置き、
M8×30ボルト（2本）で固定

オプション・付属品を使用しない場合は、
ホールを、付属のプラスチック製キャップでふさぐ

x 4



FINISH!

オプションパーツの取り付けは次のページ



リクライニング機能側 動かない側

リクライニングクッションの下側にあるベルトで、サンベットに取り付ける

170 mm

40 mm

リクライナーシートクッション  取り付け

3個セット 3人掛シートクッション



ボルスターピローを
ボタンで結ぶ

図面のように、
ボルスターピローを

ヘッドレストにかぶせる。
吊るす位置を調整することで、

高さを調節可能

ボルスターピロー 取り付け

1.

2.



六角レンチでボルトを
取り外す

キャスターを取り付ける。
キャスターとサンベッドの脚が
地面についているか確認する

キャスター 取り付け

1.

2.

必要工具：六角レンチN°8

作業人数：1人

作業時間：5分

間違っている側正しい側



六角レンチで
ボルトを固定

FINISH!

3.



収納ネットを、背もたれの
一番高い位置にある溝にスライドして取り付ける

M8x30ボルト使って取り付ける

収納ネット 取り付け

1.

2.



ポーチの位置を確認

セーフティーポケット 取り付け

セーフティーポケットを、背もたれの
２番目に高い位置にある溝にスライドして取り付ける

ベッドの中央に置き、
付属のグラスファイバー製ロッドを
一番下の溝にスライドして取り付ける

1.

2.



グラスファイバーの棒を、
片側ずつ穴に通してキャップを取り付ける

3.



サイドテーブル  取り付け

必要工具：六角レンチN°4

作業時間：5分

作業人数：1人

 M6x12 ボルトで、
テーブルと土台を取り付ける

取り付けたい穴に配置する

1.

2.



1

2

5

4

パラソル全体図
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スライドパーツ

パラソル
パラソル

ハンドル カバー

ポール
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スライドパーツ

3
ファブリック

4
ハンドル

ケーブル

電源コード 5
カバー
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ポール

パラソル LED



パラソル  取り付け

必要工具：六角レンチN°4

作業時間：10分

作業人数：1人

Sol+Lunaに取り付けられている 
ポールを

上部のハンドルを
反時計回りに回し取り外す

ポールを
Sol+Lunaoの4つの穴のいずれかに差し込む

1.

2.



ポール上部のハンドルを
時計回りに回し、取り付ける

パラソルとスライドパーツに、
ポールを取り付ける

3.

4.

2
スライドパーツ3

パラソル

間違っている位置正しい位置



パラソルに取り付けられている
ネジを取り外す

ハンドルを
スライドパーツの下側に取り付け、

パラソルとスライドパーツを固定させる

5.

6.



      回転ノブを調整することで、 
パラソルを上下にスライド可能

ハンドルを調整する事で、
パラソルを伸ばしたり、
傾けたりすることが可能。
使用後は必ず固定する
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LED  取り付け

ケーブルを
パラソルのプラグに接続

1.

ケーブル

電源コード

7

6

2. ケーブルを
電源コードと接続する



警告

製品の注意事項

・梱包を開ける際、鋭利な道具を使用しないでください。

・電動工具を使用し、組み立てを行わないでください。

・つまずくことがあるので足元に気を付けてください。

・布地の上にタバコを置かないでください。

・落書き防止加工はされていません。

・子供達が遊んでいる間、子供達から目を離さないでください。

・経年とともに個体ごとに色の変化があります。

バディライン

・落とした汚れはすぐに拭き取るかブラシで落とす

・研磨剤、溶剤は絶対に使用しないでください。

・日常ケアは、乾燥させるだけで。

・非常に優れたUV色堅牢度。Elab < 3 UVA 340/ 2000h.

・難燃性。難燃性：M2×B1

・ジーンズで座ると、染料の跡が残ることがあります。

パウダーコーティング

・ホワイトパウダーコーティングは汚れやすく他のものよりメンテナ

ンスが必要です。

・研磨剤や研磨剤は表面を傷つけますので使用しないでください。

・ 紫外線にさらされると色が褪色することがあります。

・ 難燃性 - NEN-EN13501-1 A2-sl - EN13823に準拠したSBI試験

でクラスBと同じ基準を満たします。これらの製品は火災が起こった

場合においても火災の成長の原因にはなりません。

・濃い色は、晴天のときは非常に熱くなります。

サンブレラ

・防水性はありません。室内に保管してください。

・落とした汚れはすぐに拭き取るかブラシで落とす

・UV堅牢度：7/8（ISO 105-B02）。

ステンレススチール
・UV色堅牢度が非常に良い。

・難燃性。NEN-EN13501-1 A1 - クラスA1 の製品は、火災の発生を

含め、どの段階でも火災に寄与することはありません。

・ステンレスは完全に錆びないわけではないので、鉄のものとの接触

は避けてください。もし錆が発生した場合は、できるだけ早く錆取り剤

で洗浄してください。

HPL
・UV色堅牢度。>6 (EN438-2:27) en (ASTMG53-91)。

・ 5個まで積み重ね可能

・Sol+Lunaは必ず2人で積み重ねてください。

・クッションは外に置いても大丈夫ですが、使用しないとき

　は中に入れてください

・脚のキャップは必要ありません。オプション用の穴を使用
しない場合は、キャップをすることをお勧めします。

・オプション用の穴に指やチューインガム、タバコの吸殻な
どを入れないでください。 

・ ヘッドレストの位置は、ヒンジシステムに指を挟まない

ように慎重に調節してください。

・ヘッドレストに座ることができるのは、最も低く設定され

ているときだけです。

・サンベッドには最大4人または320kgの人が乗ることがで

きます。

注意事項・メンテナンス方法



 紫外線が強い場所や、潮風・海水があたるような環境でご使用の場合は、こまめにメンテナンスを行ってください。

メンテナンス

パウダーコーティング
・定期的に表面を水で薄めた中性洗浄剤で

　きれいに洗浄してください。

・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。

　スポンジを湿らせて汚れ部分をこすってください。ペン、グリ

　ース、擦り傷、水垢の跡、コーヒーなどの頑固な汚れを取り除

　く事ができます。あまりきつく擦らず、表面に異常が見られた

　場合、使用を中止してください。

・光沢のある表面には使用しないでください。

損傷を受けたパウダーコーティングの修復

・鋭利なものの衝撃でコーティングが損傷することがあります。

・塗料の剥がれはタッチアップで修正することができます。

バディライン
・定期的に表面を水で薄めた中性洗浄剤で

　きれいに洗浄してください。

サンブレラ
サンブレラクッションやブランケットは洗濯機で洗えます（低温
のみ）。ホワイトは汚れが目立ちやすいのでご注意ください。



-

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。

製 品 保 証 書

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

〒420-0810　 静岡県静岡市葵区上土2-20-14
TEL: 054-208-2239 　FAX : 054-208-2255
弊社は extremis の日本総代理店です。

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 （　　　　　）

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

TISTOU 株式会社


