
　　この「取扱い説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を
　　未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

　　　●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
　　　　 程度を次の表示で区分し、説明しています。

　　　●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

取扱説明書

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取り扱い説明書をご使用になられるお客様へ
お渡しください。

■お子様をｺｰﾄﾞで遊ばせないでくださ
い。ｺｰﾄﾞが首や体に巻きつくなどし
て、思わぬ事故を招く恐れがあります。

■火のそばではご使用にならないでくだ
さい。ｺｰﾄﾞ類が溶けたり、燃えたり
して危険です。

警告

ご使用になる前にお読みください

してはいけない禁止の行為です。

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果
に結びつく可能性が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの
損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

警告

注意

安全上のご注意 （必ずお守りください）

１

安全上のご注意

ローマンシェード
● W シェード CRコードタイプ ●

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



製品の変化、破損、付属部品の不足等がないことを
確認してください。
異常がある場合は取り付けできませんので、お買い上げ
いただいた販売店までご連絡ください。

●製品に付属しているﾋﾞｽは木部用です。
　木部以外への取付けには使用しないでください。

●木部に取付ける時は、厚さが１０ｍｍ以上であることを
　確認してください。

●木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたﾋﾞｽ等
　をご使用ください。

●取付け部が水平になっているか確認してください。

２

安全上のご注意 （必ずお守りください）

注意

■ｺｰﾄﾞ類にぶら下がったり、無理に引っ
ぱったりしないでください。製品が破損
したり落下によりｹｶﾞをすることが
あります。

■風の強い時は製品を降ろしたまま
窓を開けないでください。
製品の破損や、思わぬ事故に

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、
壊れやすいものを置かないでください。
製品や置いたものが破損する場合が
あります。

注意

お取り付けになる前にお読みください

■付属のﾌﾞﾗｹｯﾄ取付けﾋﾞｽは木部用
です。木部以外への取付けにはご使用
にならないで下さい。木部以外への取
付けは専用のﾋﾞｽ等をご使用ください。

■本体取付け時には、ﾌﾞﾗｹｯﾄに本体
が確実に固定されていることを確認し
てください。確実に固定されていないと

３

製品の取り付けかた

１．製品の確認

２．取付け下地の確認



〈片側操作の場合〉 〈両側操作の場合〉

W シェード ＢＯＸ型(コードタイプ)

各部の名称

製品の取付け／取外し方法

付属品

注意

付属部品のネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

４

ﾌﾞﾗｹｯﾄ

〈正面付け・天井付け共通ﾌﾞﾗｹｯﾄ〉

部品名

製品幅
（ｍｍ)

～1000

～2000

～2400

2個

3個

4個

ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付け用ﾈｼﾞ

(ﾅﾍﾞΦ3.5×20）

2本

3本

4本

※取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
※幅が2010mmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジﾞ穴で

固定してください。

〈天井付け〉
窓枠の内側に取付ける方法

〈正面付け〉
窓枠の外側に取付ける方法

部品名
①ヘッドレール

②挿入式マジックテープ

③ブラケット

④ストッパーケース（ストッパー本体）

⑤コードガイﾄﾞ（コードガイドＡ/Ｂ）

⑥キャップ（片側操作の場合のみ）

⑦昇降コード

⑨操作コード

⑩コードセパレータ（片側操作の場合のみ）

⑪安全ジョイント

⑫コードアジャスタ

⑬リターン（指定時のみ）

⑭ウエイトバー

⑮ウエイトバーキャップ

５



　

操作方法
■ブラケットの取付け位置

●両側のブラケットは、ヘッドレール両端から
約10cmの位置に取付けネジ（ナベΦ3.5×
20）で取付けてください。

※ブラケットの使用数は下表の通りです。
使用数は必ずお守り下さい。

※製品幅1210mm～の場合は、ブラケットが
3個以上必要となりますので、それぞれ
等間隔になるように取付けてください。

<取付け方法>
①ヘッドレールをブラケットの仮止めフックに

引っ掛けてください。
②本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

＜取外し方法＞
①ブラケットの解除ボタンを押しヘッドレール

を手前に引いてください。

本体取付け後、確実に本体がﾌﾞﾗｹｯﾄ
に固定されているか確認してください。

幕体を降ろすときは必ず操作コードに手を添えて操作してください。
途中で手を離すと幕体が勢いよく降りることがあり危険です。

■幕体の上げ方
操作コードを引き、止めたい
位置でゆるめると止まります。

■幕体の降ろし方
操作コードを5cmほど引き、
次にゆるめると下がります。

※操作を行う際は、コード止め
または操作コードを持って真
下に引くようにしてください。

※イラストは片側操作の場合
です。

※片側操作の場合、コードセパ
レータを持って操作しないで
ください。

●ストッパーのストップと解除は交互に作動します。

■ヘッドレール（本体）の取付け/取外し方法

幕体の昇降操作は必ず操作コードで行ってください。

６ ７



①ｼｪｰﾄﾞを全て下まで降ろします。
※ 昇降ｺｰﾄﾞを抜き取る前に

②ｼｪｰﾄﾞ裏面下部のｺｰﾄﾞｷｬｯﾁに 　 ｺｰﾄﾞにﾏｰｸをつけておくと 　　　  ①ヘッドレールに幕体を取付けてください。

　巻き付けてある昇降ｺｰﾄﾞを外し 　 取付けの際、目安となります。 　　　  ②最下部のループ部へは、コードアジャスタを

　ｺｰﾄﾞｷｬｯﾁから昇降ｺｰﾄﾞを 　　　　  取付けてください。

　抜き取ってください。 　　　  ③ウェイトバーを幕体に差し込んでください。

　昇降ｺｰﾄﾞ全てについて、 　　　  ④昇降コードをリングの穴に通してください。

　同様に抜き取ってください。 　　　　  幕体上部から順に通します。

　　　  ⑤コードアジャスタの上部から昇降コードを通し、

　　　　  固定位置をコードアジャスタ上部に合わせて

③ｺｰﾄﾞｷｬｯﾁのﾂﾒをねじる 　　　　  ください。余った昇降コードをコードアジャスタに

　ようにし、ﾂﾒを開かせてください。 　　　　  巻きつけてください。

　　　  ※昇降コードの固定位置はもともとコードを

④ｼｪｰﾄﾞ上部の面ﾌｧｽﾅｰをはがし、ｼｪｰﾄﾞをﾌﾚｰﾑから 　　　　  巻きつけた所（あるいはペンで印をつけた

　外し取ってください。 　　　　  所）を目安にしてください。

　　　　※この時、同時に昇降ｺｰﾄﾞは各ﾘﾝｸﾞ(またはﾌｯｸ)から抜けます。

⑤ｺｰﾄﾞ類はｺｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞから抜けないように必ず束ねて
　結んでおいてください。

　　　  ①ヘッドレールに幕体を取付けてください。

　　　  ②コードアジャスタを最下部のシェイパーテープ

⑥ｼｪｰﾄﾞについている、下図の部品を外してください。 　　　　  に取付けてください。

　　　  ③シェイパーをシェイパーテープに差し込んで

　　　　　ください。

　　  　④ウェイトバーを幕体に差し込んでください。

　　　  ⑤昇降コードをシェイパーテープに通してください。

　　　  ⑥コードアジャスタの上部から昇降コードを通し、　　　

　　　　  固定位置をコードアジャスタ上部に合わせて

　　　　  ください。余った昇降コードをコードアジャスタに

　　　　  巻きつけてください。

　　　  ※コードアジャスタの取付けや、昇降コードを通す

　　　　  ときは、あらかじめシェイパーテープに付けた

　　　　  印の位置でおこなうようにしてください。

　　　  ※昇降コードの固定位置はもともとコードを

　　　　  巻きつけた所（あるいはペンで印をつけた

　　　　  所）を目安にしてください。

８ ９

シェード(生地部）の取外し方法 シェード(生地部）の取付け方法

プレーン＋プレーン、シャープ＋プレーン(後幕)、フロントバー＋プレーン(後幕)の場合

シャープ＋シャープ、シャープ＋プレーン(前幕)の場合



操作ｺｰﾄﾞの下部についておりますｾｰﾌﾃｨｼﾞｮｲﾝﾄは 　　　　　　ｺｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟは通常垂れ下がった状態の操作ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝを
操作ｺｰﾄﾞがお子様の首や体に巻きついた場合、危険を回避する為に 　　　　　　まとめるもので、ﾁｪｰﾝに身体の一部を引掛けたり、巻き付いたり
操作ｺｰﾄﾞを分離させるための部品です。 　　　　　　することによる事故を防止するものです。
本書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。 　　　　　　本書をよくお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

　お子様をｺｰﾄﾞで遊ばせないで ①操作ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝに 　　②ｸﾘｯﾌﾟ部を指でつまむと
　ください。　ｺｰﾄﾞが首や体に 　ﾌｯｸ部を引掛けてください。 　　　ｸﾘｯﾌﾟが開閉します。
　巻きつくなどして、思わぬ事故を
　招く恐れがあります。

③ｺｰﾄﾞｸﾘｯﾌﾟを持ち上げ、 ④さらに必要に応じて
　ｸﾘｯﾌﾟを開いて 　垂れ下がったﾁｪｰﾝを

使用方法 　操作ﾎﾞｰﾙﾁｪｰﾝに 　手繰り上げてｸﾘｯﾌﾟに
　一旦留めてください。 　束ねて留めてください。

●ｾｰﾌﾃｨｼﾞｮｲﾝﾄに力が
　かかったり、ｾｰﾌﾃｨｼﾞｮｲﾝﾄの
　近くを持って操作すると、
　ｾｰﾌﾃｨｼﾞｮｲﾝﾄが外れます。
　ｾｰﾌﾃｨｼﾞｮｲﾝﾄが外れた場合は
　そのまま使用せずに、再び
　はめ直してからご使用ください。

注＞特に小さなお子様がいらっしゃる場合は、
　　　お子様の手の届かない高さまで
　　　手繰り上げて束ねて留めてください。

１０ １１

セーフティジョイント について

警告

コードクリップの使い方

チェーンが体に巻きついたり、引っかかるような
ことをしないでください。 事故の恐れがあります警告



おことわり

　　　　　　●生地の一部に縫製加工時のﾏｰｷﾝｸﾞ(ﾁｬｺ：紫・ﾋﾟﾝｸ)が残っている場合があります。
　　　　●日頃のお手入れは、ﾓｯﾌﾟ等でほこりを取り払ってください。 　　　　　　　この色は数日ほどで消えますが気になる場合は水を含ませた
　　　　●ｼｪｰﾄﾞ(生地部)をｸﾘｰﾆﾝｸﾞや洗濯する場合は「ｼｪｰﾄﾞ(生地部)の取外しかた」 　　　　　　　柔らかい布で軽く拭いて消してください。
　　　　　に基づいてｼｪｰﾄﾞを取外し、ｼｪｰﾄﾞ裏面上部の取扱い表示ﾗﾍﾞﾙに
　　　　　従ってお取扱いください。 　　　　　　●使用部材は、予告なく変更する場合がありますが機能性は変わりません。
　　　　　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞや洗濯が終わったら「ｼｪｰﾄﾞ(生地部)の取付けかた」に基づいて、
　　　　　再度ｼｪｰﾄﾞを幕体取付部昇降ｺｰﾄﾞに取付けてください。
　　　　●水気のかかる場所ではご使用にならないでください。
　　　　　生地にｼﾐ等が発生する場合があります。 　　　　　　紫色 　ﾋﾟﾝｸ色
　　　　●結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。 　    　　　　　①柔らかい布に水を含ませ軽くしぼります。 　　*ﾏｰｷﾝｸﾞが残っている部分に、
　　　　　生地にｼﾐ等が発生する場合があります。 　　　　　    　②ﾏｰｷﾝｸﾞの残っている部分に生地の裏側から 　　　ﾄﾞﾗｲﾔｰの熱
　　　　●浴室等の湿気の多い場所ではご使用にならないでください。   布を軽く押し当てるように濡らします。 　　　又は､ｱｲﾛﾝの熱を
　　　　　生地の変形や巻上げ不良等の故障の原因になります。 　    　　　　　＊綿などの縮みやすい素材は濡らしすぎ       軽くあてて下さい。
　　　　●窓を開けての直射日光をｼｪｰﾄﾞ(生地部)に当てないでください。                     ないよう ご注意ください。
　　　　　生地が極端に褪色、変色する場合があります。 　　　    　　　③自然乾燥させてください。

こんなときは

　　　　　症状 　　　　　原因 処置 ＜無償修理規定＞
昇降ｺｰﾄﾞ長さが正しく ｼｪｰﾄﾞ背面下部のｺｰﾄﾞｷｬｯﾁ 取扱い説明書に記載通りの正常なご使用で、

ｼｪｰﾄﾞが斜めに 調整されていない。 への昇降ｺｰﾄﾞ巻き付け位置を 万一故障した場合は、ご購入日より
上がってしまう 調整してください。 １年間は無償修理させていただきます。

取付け面が水平でない。 ﾌﾚｰﾑが水平になるように取付け 　　　※次のような場合は保証期間でも有料となります。
面を調整してください。 ●取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による

ｽﾄｯﾊﾟｰが 操作部内でｽﾄｯﾊﾟｰ お買い上げいただいた販売店に 　　故障及び破損。
効かない 異常が生じている。 ご相談ください。 ●天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障及び破損。

取付けビスが抜けた。 取付ける面の種類に応じた取付け ●特殊環境(極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等)による
製品が落ちた 方法で取付けてください。 　　故障及び破損。

お買い上げいただいた販売店に

ご相談ください。

　　　　 修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店にお申しつけください。
製品がﾌﾞﾗｹｯﾄに確実に この取扱説明書にしたがって

固定されていない。 取付け直してください。

１２ １３

お手入れのしかた

マーキングの消し方

保障とアフターサービス


