
BOX

BOX の内側：

背板上部の左右にあります。

使用ビス：4.2×50

使用ビス：4.2×70
補強固定ビス 連結ワッシャー キャップ

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。

1. ブラケットを壁に固定します。

２.BOX をブラケットに引っかけます。

　

3. 取付け位置の調整をします。

５. 補強ビスを取り付けます。（複数の BOXがある場合は全ての BOXの位置調整を先に行って下さい）

４. キャップを取り付けします。

引っかけた状態

BOXの内側から取付け金具の調整ネジを上下、前後の順にプラスドライバーで回し、BOXの位置を調整してください。

（BOXに引出がついている場合は取り外してから行ってください。）

調整後、赤色の固定ネジをブラケットに当たるまで回し、固定してください。

BOXをしっかり固定するため補強ビスを取り付けます。取付位置寸法は別紙参照

取付け金具の調整ネジ部に、付属のキャップを取り付けます。

①上下調整ネジ（調整代 13mm）
※BOXの高さ方向や傾きを調整します。

※BOXと壁面の隙間がなくなるまで
引き込んでください。

②前後調整ネジ（調整代 12mm）

③固定ネジ
固定ネジがブラケットに当たるまで
まわして下さい。　　　　　

※③固定ビスイメージ　　　　　

設置手順 ( ブラケット金具取付共通）

左用 右用
切り欠き部

中央線（折り目）

BOX背面に金具が付いています。

※図の向き（切り欠き部が外側で上向き）

取付位置寸法は別紙参照

キャップ

MA

左用と右用はつながっています。中央線部で折って切り離してからご使用ください。



AA

※図面の寸法は「A」中央部

左用 右用

156.5mm

床から BOX底面
までの寸法

H250mm

31mm31mm 「Ｐ」mm

Ｗ※

※

※

■ブラケット取付位置寸法
・幅：BOX外側から 31mm
・高さ：床から BOX底面までの寸法＋156.5mm
・ピッチ：「Ｐ」寸法 Ｗ1800 タイプ：1738mm

Ｗ1500 タイプ：1438mm
Ｗ1200 タイプ：1138mm
Ｗ1000 タイプ：938mm
W600 タイプ：538mm
Ｗ500 タイプ：438mm

床面

BOX背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOXの中央付近（グレー部）１～ 2ヶ所）

斜線部 :BOX 背板芯材位置

■仕切り有り

■仕切り無し

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX下側より

1. ブラケット取付位置寸法

２. 補強ビス取付位置寸法

設置手順（取付位置寸法図）

BOXの位置

MA-S

（D280 BOX タイプ）



■仕切り有り

AA

※図面の寸法は「A」中央部

左用 右用

146mm

床から BOX底面
までの寸法

H250mm

31mm31mm 「Ｐ」mm

Ｗ※

※

※

■ブラケット取付位置寸法
・幅：BOX外側から 31mm
・高さ：床から BOX底面までの寸法＋146mm
・ピッチ：「Ｐ」寸法 Ｗ1800 タイプ：1736.5mm

Ｗ1500 タイプ：1436.5mm
W600 タイプ：536.5mm
Ｗ500 タイプ：436.5mm

床面

BOX背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOXの中央付近（グレー部）１～ 2ヶ所）

斜線部 :BOX 背板芯材位置

■仕切り無し

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX下側より

1. ブラケット取付位置寸法

２. 補強ビス取付位置寸法

設置手順（取付位置寸法図）

BOXの位置

MA-TV　　　　

（D450 BOX タイプ）



50mm

AA

※図面の寸法は「A」中央部

左用 右用

806.5mm

床から BOX底面
までの寸法

H900mm

31mm31mm 「Ｐ」mm

Ｗ※

※

※

■ブラケット取付位置寸法
・幅：BOX外側から 31mm
・高さ：床から BOX底面までの寸法＋806.5mm
・ピッチ：「Ｐ」寸法 Ｗ600 タイプ：536.5mm

Ｗ500 タイプ：436.5mm

床面

BOX背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOXの中央付近（グレー部）１～ 2ヶ所） 50mm

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX下側より

1. ブラケット取付位置寸法

２. 補強ビス取付位置寸法

設置手順（取付位置寸法図）

BOXの位置

MA-S60

（キャビネットＷ600/500 BOX タイプ）



AA

※図面の寸法は「A」中央部

左用 右用

1056.5mm

床から BOX底面
までの寸法

H1150mm

31mm31mm 186.5mm

W248.5

■ブラケット取付位置寸法
・幅：BOX外側から 31mm
・高さ：床から BOX底面までの寸法＋1056.5mm
・ピッチ：186.5mm

床面

BOX背板の斜線部の範囲内で、壁面の芯材がある位置に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ BOXの中央付近（グレー部）１～ 2ヶ所）

20mm

斜線部 :BOX 背板芯材位置

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX外側より

BOX設置位置

BOX下側より

1. ブラケット取付位置寸法

２. 補強ビス取付位置寸法

設置手順（取付位置寸法図）

BOXの位置

MA-S25

（キャビネットＷ250 BOX タイプ）



■壁付け桟取付寸法図

壁付け桟

下 BOX

壁付け桟

下BOX高さ

下 BOX上より

壁付け桟下側

ボード左端より ボード右端より壁付け桟ピッチ

床から下 BOX

下まで

250 ㎜

170 ㎜

980 ㎜

100 ㎜ 100 ㎜200 ㎜

 ジョイント金具

 ジョイントピン

注意

ドライバーでしっかりと締めてください。

ジョイントピンが完全に固定されていない状態

で使用すると、隙間や破損の原因になります。

ドライバーでジョイント
ピンを穴にセットする

▲印の向きが違うとジョイント金具が穴に

入りません。 正しい向きを必ず確認して下さい。

注意

▲印が 左向き
　になるように差し込んでください。

・正しく固定
  されている

・締め込みが足りず、
 固定されていない

・固定していない状態

・締め込みが硬い場合も必ず固定位置まで回転させてください。

・左回転では、
　固定できない

右に180°
回転

※ 左回転 では固定できません。

▲印が全て

右側向き

固定していない状態 固定した状態

ジョイント金具を回転

■補強ビス取付寸法図

下 BOX

580 ㎜

30 ㎜

50 ㎜ 50 ㎜
パネル中央部より各 50mm幅

使用ビス：4.2×75

床面

使用ビス：4.2×75

使用ビス：4.2×50

壁付け桟
壁付け桟

■右ボードの上下面にジョイント金具を差し込みます。

■左右のボードを連結させ、ジョイント金具で固定します。

■左ボード右側面にジョイントピンを取り付けます。

■パネル裏面の上部の桟に引っ掛けます。 ■バックボード上部の桟から壁付け桟に向かって固定します。

■テレビに隠れる位置で図の斜線部の範囲内から、壁面の芯材がある位置
に補強ビスを取り付けて下さい。
（できるだけ下側付近（グレー部）2ヶ所）

MA-P

1. 壁付け桟を取付寸法図に合わせて壁に左右取り付けます。

設置手順（バックボード）

３. バックボードを壁付け桟に引っ掛けて、ビスで固定します。

４. バックボードを補強用取付ビスで固定します。（取付寸法図参照）

2. 左ボードと右ボードをジョイント部品で連結します。（※寝かして行ってください。）

下BOX
※先に取り付けてください。

（D450 BOX 取付け図参照）

補強固定ビス 連結ワッシャー キャップ

取り付け方：連結ワッシャーにビスを通して取付け、最後にキャップを取り付けます。

床面



■壁付け桟取付寸法図

1. 壁付け桟を取付寸法図に合わせて壁に取り付けます。

２. 棚板を壁付け桟に引っ掛けて、ビスで固定します。

設置手順（棚板）

MA-T

壁付け桟

使用ビス：4.2×50

壁付け桟

壁付け桟

棚板右端より
100 ㎜

棚板左端より
100 ㎜

棚板下側より
壁付け桟下側

129 ㎜

121 ㎜

床面

床から棚板

下まで

■棚板裏面の上部の桟に引っ掛けます。 ■棚板上部の桟から壁付け桟に向かって固定します。

使用ビス：4.2×50



 ジョイント金具

 ジョイントピン

 連結ボルト

注意

ドライバーでしっかりと締めてください。

ジョイントピンが完全に固定されていない状態

で使用すると、隙間や破損の原因になります。

ドライバーでジョイント
ピンを穴にセットする

▲印の向きが違うとジョイント金具が穴に

入りません。 正しい向きを必ず確認して下さい。

注意

 アジャスター

▲印が 端向き
　になるように差し込んでください。

・正しく固定
  されている

・締め込みが足りず、
 固定されていない

・固定していない状態

・締め込みが硬い場合も必ず固定位置まで回転させてください。

・左回転では、
　固定できない

右に180°
回転

※ 左回転 では固定できません。

▲印が全て

上側向き

固定していない状態 固定した状態

ジョイント金具を回転

■脚パネルの内側面にジョイント金具を差し込みます。

■天板に脚パネルをはめ込み、ジョイント金具で固定し、アジャスターを取り付けます。

■天板端側にジョイントピンを取り付けます。

■ボタンフィックス用のボタンをビスで取り付けます。

（商品サイズによって図と位置が異なります。）

■L字金具を連結ボルトで固定します。

（商品サイズによって図と穴位置や個数が異なります。）

■天板下面の L字金具をビスで固定します。

■バックパネル裏面のジョイント部品が L字金具に取り付けた

ボタンフィックスに合うようにはめて下さい。

※パチンッと音がなるまで

はめてください。

■脚パネルの外側からバックパネルを補強ビスで

固定して下さい。

■天板と壁面に補強用 L字金具をビスで固定します。

（図の範囲内で取り付けて下さい。）

MA-D

1. 天板裏面に L字金具とボタンフィックスを取付ます。（天板を裏返して行ってください。）

設置手順（デスク）

３. デスクを壁に固定します。

４. デスクにバックパネルを取り付け固定します。

2. 天板に脚パネルを取り付けます。

15ｍｍ 使用ビス：3.3×30

ボタンフィックス

脚パネル底面

脚パネル内側面

使用ビス：4.2×50

使用ビス：4.2×50 使用ビス：3.5×16

使用ビス：3.3×30

ボタン

ジョイント部品

補強用 L字金具

補強用 L字金具

天板

※補強用 L字金具の取り付け位置

天板端から
20 ㎜ ~98 ㎜


