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● このたびは、パーソナルボードをお買い上げいただきま
して、まことにありがとうございます。

● 本製品を快適・安全にお使いいただくために、ご使用の前
に必ずこの説明書をよく読んで、正しくお使いください。

● 巻末の保証期間および、保証内容等をよくお読みください。
● お読みになった後は、いつでも使える場所に大切に保管
してください。万一紛失されたときは、販売店または、エ
ルゴジャパンまでご連絡ください。

パーソナルボード
固定式固定式スタンダード・ロングスタンダード・ロングダブル



2安全上のご注意

安全上のご注意
■ 設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置、使用してください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される
内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明します。

警告

禁止

本製品を叩いたり、強く
引っ張る等の衝撃を与え
ないでください。
怪我や破損の原因になり
ます。

本製品に寄りかかったり、
ぶらさがったりしないでく
ださい。
怪我や破損の原因になり
ます。

禁止

警告

注意

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、
その行為を「禁止」するものです。

この図記号は、製品の取り扱いにおいて、
指示に基づく行為を「強制」するものです。

落としたり、投げたりするなど
乱暴に扱わないでください。
怪我や破損の原因になります。

注意

禁止

遊技台の開閉の際、遊技
台で押すなどして大きく変
形させないように注意して
ください。
パネルが割れるなどして、怪
我や破損の原因になります。

強制

強制

本製品の部品交換などを行っ
たあとは、ネジなど、部品の取
り付け忘れがないように注意し
てください。
機能が十分発揮されないだけでな
く、怪我や破損の原因になることが
あります。

ライターやタバコの火などを
押し付けないでください。
変形や火災の原因になります。禁止

禁止

清掃は定期的に行ってくだ
さい。
水で薄めた中性洗剤を使用し、
固くしぼった柔らかい布で汚
れを拭き取ってください。アル
コールや薬品等は破損や色落
ちの原因になります。

強制

機械台を開くときは、パーソナル
ボードを取付ベースから外してく
ださい。
破損や取付ベース落下の原因になり
ます。
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3 安全上のご注意

本製品の特に重要なご注意点
本製品はプレイ中、椅子に座って引き出しや収納を想定して作られた製品です。立った状態
での引き出しや収納時には、想定以上の荷重（座っているときの約3倍の荷重）がかかり、
レールやパネルの破損が生じます。
オープン前の引き出しセッティングや掃除をする際の収納・引き出し時には立った状態でパ
ネルを最後まで強く引き出したり、押し込んだりすることは絶対に行わないでください。
また詳細については、本書7ページをご覧ください。
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各部の名称と製品仕様

各部の名称

■ 各部の名称をご理解いただき、この取扱説明書をお読みください。

使用環境

商 品 名

外形寸法

本　 体
幅：38mm×高さ：810mm　島内収納部奥行き：200mm
幅：30mm×高さ：810mm

パーソナル
ボード
パネル部

パーソナルボード
ダブル
固定式

温度：0～50℃
湿度：90%以下（結露なきこと）
屋内専用

ダブル・スタンダード : 130～450mm
ダブル・ロング : 260～585mm
固定式 : 500mm

パネル材質 ポリカーボネート（PC）

製品仕様
●製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

【固定式】【分離式】

パーソナルボードパネル

本体

取付ベース 取付ベース

取付ベース

パーソナルボードパネル
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取付施工方法

取付ベースを固定する1
取付ベースを前縁を揃えて島内にネジで
固定します。

固定された取付べースに本体を正面から差し込み、
付属のネジ（皿タッピングM3×10）で3カ所固定し
ます。

※付属のネジ（木ネジ3.8×25）で上下2カ所づ
つ固定してください。

※高さ方向の寸法が合わない場合は、枕木等を挟
み調整してください。高さ方向に寸法が合ってな
い場合、ボードに歪みが生じます。
※内部スペースは高さ810mm、奥行き203mm
以上が必要です。 

本体を差し込み、固定する2

注意

インパクト（電動ドリル等）で固定
するときは、勢いよく締め過ぎない
でください。
破損の原因になります。
（推奨締め付けトルク： 1N・m以下）

強制

取付ベース

20
3m
m

81
0
m
m

木ネジ3.8×25

木ネジ3.8×25

ダブル・スタンダード/ダブル・ロングの場合
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取付施工方法

取付ベースを固定する1

パーソナルボードパネルを取付ベースに差し込み、
上部をフックで固定します。

パーソナルボードパネルを差し込み、固定する2

注意

取付ベースは位置をよく確認して取
り付けてください。
両面テープは非常に強力です。一度貼る
と貼り直しができませんので、位置や傾
きに注意してください。

強制

剥離紙

固定式の場合

1 取り付け部の汚れやごみをきれいに拭き取
ります。

3 取り付け部に取付ベースを強く押し付けて
固定します。

2 取付ベースの両面テープの剥離紙をはがします。

※パネルの切り欠き（2カ所）をきっちりとはめ込
んでください。。
※取り付け後、少し引っ張って動かないことを確認
してください。

パーソナルボードパネル

取付ベース

注意
強制

機械台を開くときは、パーソナル
ボードを取付ベースから外してくだ
さい。
破損や取付ベース落下の原因になります。

取付ベース

取付ベース

■使用するネジ（施工業者様でご用意ください）
〈取付け部がステンレスの場合〉
　・なべドリルネジ細目Φ4×14/ステンレス/黒
　・なべAタップΦ4×12/黒（下穴Φ3.3をあける）
〈取付部が木板の場合〉
　・なべAタップΦ4×12/黒　
〈取付部が樹脂の場合〉
　・なべAタップΦ4×12/黒（下穴Φ3.3をあける）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

AB

BA ネジ

ネジ

ネジ2本は対角に
固定する
　（A-AまたはB-B 穴）

ねじ4本を固定する
■1本タイプ ■分離タイプ

フック

取付ベース
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お手入れ
■ 快適にご使用いただくために正しくご使用ください。

● パネルを引き出した状態で両側からパネルを挟
みながら拭き掃除をしないでください。

注意

お手入れの際、次のものは使用しな
いでください。
破損や色落ちの原因になります。
（アルコール・シンナー・中性洗剤以外の洗剤・薬品）

強制

パネル清掃

● オープン前にパネルを引き出した状態にセット
する際、立ったままでパネルを引き出すと、強
く引き過ぎることがあるのでご注意ください。
（パネルは座った状態で引き出す荷重を想定し
ています。）

● パネルを引き出す際にはまっすぐ軽い力で引き
出してください。左右に力を加えながら引き出
すと、パネルに傷が付いたり、破損する可能性
があります。

長くお使いいただくために

● スライドレールのチェックは定期的に行ってく
ださい。

● スライドレールの滑りが悪くなった場合、スライ
ドレールにグリースが残っているかチェックして
ください。グリースがなくなっていたら、スライ
ドレール溝部分側面、両側にグリース（リチウム
石けん基グリース）を数カ所塗布し、数回パネル
を出し入れするとなじみます。

スライドレール

レールの溝部分側面に
塗ってください。

レールの溝部分側面に
塗ってください。

※通常の使用とは異なった荷重がかかり、
パネルやレールが破損する可能性があります。

● 清掃の際は水で薄めた中性洗剤を使用し、固くし
ぼった柔らかい布で、汚れを拭き取ってください。

■使用するネジ（施工業者様でご用意ください）
〈取付け部がステンレスの場合〉
　・なべドリルネジ細目Φ4×14/ステンレス/黒
　・なべAタップΦ4×12/黒（下穴Φ3.3をあける）
〈取付部が木板の場合〉
　・なべAタップΦ4×12/黒　
〈取付部が樹脂の場合〉
　・なべAタップΦ4×12/黒（下穴Φ3.3をあける）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



前パネル

金具

金具

後パネル

後パネル 前パネル

①皿ネジM3×4

本体

金具

②皿ネジM3×6

③皿ネジM3×6

スライドレール

前パネル

金具

本体

スライドレール

後パネル

③皿ネジM3×8

④皿ネジM3×4.5

①皿ネジM3×4

②皿ネジM3×6

8お手入れ

スライドレールの交換方法（本体は取り外してください。5ページ参照）

パーソナルボードパネルの交換方法（本体は取り外してください。5ページ参照）

注意

・パネル固定に使用しているネジは特殊な加工を施したネジのため、交換時は必ず新
しいネジをお使いください。
・交換の際、ネジを締め過ぎないでください。また、部品の取り付け忘れがないこと
を確認してください。

インパクト（電動ドリル等）で固定するときは、勢いよく締め過ぎないでください。
破損の原因になります。（推奨締め付けトルク： 1N・m以下）強制

1
2
①皿ネジを外し、後パネルを外します。
②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。

3 ③皿ネジを外し、スライドレールを取り出して
ください。

4 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆
の手順で取り付けてください。

1
2
①皿ネジを外し、後パネルを外します。
②皿ネジを外し、金具、前パネルを外します。

3 ③、④皿ネジを外し、スライドレールを取り外
してください。

4 新しいスライドレールに交換し、取り外しと逆
の手順で取り付けてください。

お手入れ

い
願
お

【上　側】

【下　側】

■ 交換を伴う、破損・汚れの場合各パーツの交換方法

● 前パネル交換方法
上下合計6カ所のネジ（M3×6）と金具を
外し、前パネルを交換してください。

● 後パネル交換方法
上下合計6カ所のネジ（M3×4）を外し、後
パネルを交換してください。



困ったときは？
■ お問い合わせの前に、以下のことをお調べください。

9 困ったときは？

状態

スライドレールの
滑りが悪くなった

パネルが
がたつく

パネルが
がたつく（固定式）

スライドレールに
グリースは残っていますか？

ネジがゆるんでいませんか？

パーソナルボードパネルが取付ベースに
固定されていますか？

両面テープがはがれていませんか？ 新しい両面テープと交換してください。

グリース（リチウム石けん基グリース）を
塗ってください。
※7ページ「スライドレール」をご参照ください。

ネジを締め込んでください。

法方処対項事クッェチ

MEMO

2カ所の切り欠きをきっちりはめて、上部の
フックで固定してください。

取付ベースがネジで固定されて
いますか？
ネジがゆるんでいませんか？

ネジを締め込んでください。



MEMO

MEMO



MEMO

MEMO
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