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MIZA V - Stand

組立マニュアル



Here is a general instruction on how to use the furniture assembly kits:
1) Insert and screw in the system bolt(s) into the socket(s) already present on the part(s) making sure the hole is at 90º from the edge
2) Insert the excenter(s) into the round holes on the part to be joined, aligning the hole(s) on the side with the axis of the bolt(s)
3) Assemble the connecting parts,inserting the bolts into the smaller holes in the connecting part, the bolt tip fitting into the side hole

of the excenter until the hole in the bolt and the center hole of the excenter align
4) insert the locking screw into the excenter, and tighten with a cross screw driver all the way without using force!

Thank you for choosing a piece of Zaor studio furniture,
which will hopefully make your life easier, more ergonomic and improve the looks of your workspace.

Before you can enjoy the comfort of your new acquisition you need to assemble it.
We have tried to give you as much detail as needed and as little as possible.

Should you run into any difficulty with this assembly you can get in touch with us via
sales@zaorstudiofurniture.com to set up a Skype session or phone call.

Excenter with 2 holesSystem bolt with hole Locking screws

この度は、ZAOR製品をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。製品はこの組立・取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。本書はいつもご覧いただける様保管してください。万が一、パーツ欠品・不良等の場合はご購入後２週間以内に、領収証を添えて販売店、または弊社までお問い合わせください。

1）システムボルトを、ソケットに挿入して、穴がエッジから90°の位置にあることを確認します。

2）側部の穴をボルトの穴を合わせ、エクセンターを丸穴に挿入します。

3）接続部の小さい方の穴にボルトを差し込み、ボルトの先端を側部の穴に合わせます

4）締め付けねじをエクセンターに差し込み、無理な力をかけずに＋ドライバーで締め付けてください。

アセンブルキットを使用した組立方法について

(セットにより板部に装着済の場合があります)



+

+

こちら側にロックスクリュー固定の
ネジ穴がくるように組み立てます。



Assembly Manual
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※十分な場所を確保、敷物等にて床や家具に傷が付かないようご注意ください。※組み立ては安全を考慮し、２人以上（内容によっては３人以上）にて行ってください。※高温多湿の環境でのご使用は変形、変色等の原因となりのでご注意ください。※組立には、マイナスドライバー等専用工具が必要です。別途ご用意ください。

組み立て・ご使用の前に必ずお読みください

注意

警告

組み立て・ご使用の前に必ずお読みください

※移動の際は、必ず２人以上で製品の両端を持ってください。※本来の目的以外の用途に使用しないでください。破損、怪我の恐れがあります。※水気を多く含んだものは変形、変質の原因となります。製品上に放置しないでください。

この取扱説明書は、日本国内正規代理店にてZAOR製品をお買いあげになった方のために、株式会社メディア・インテグレーションが翻訳、ローカライズしたものです。
本ガイドの無断複製、転載、配布を禁止します。日本総輸入代理店: 株式会社メディア・インテグレーション　　http://www.minet.jp東京都渋谷区神南1-4-8　神南渡辺ビル2F03-3477-1493（MI事業部お客様窓口）受付時間　10:30-12:00 　13:00-17:30(土.日.祝日.弊社定休日を除く)  
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使用素材:
集成材
金属パーツ

同梱物(1台につき):
M6x40 スクリュー　x4
システムボルト x5
ロックスクリュー x5
木材パーツ x5

清掃が必要な際には柔らかい布で拭き取ってください。
研磨クリーナー、溶剤などは使用しないでください。

清掃時の注意
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