
このたびは「 アコーデオン網戸」をお買い上げいただきまして誠に
ありがとうございます。ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、
製品を正しく安全にお使いください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容です。
人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。
内容をよく理解して、本文をお読みください。

この取扱い説明書は、いつでもご覧いただける場所に大切に
保管してください。

＊工務店・販売店様へのお願い＊
この取扱い説明書は、必ずお客様へお渡しください。

安全のため必ずお守りください 。

アコーデオン網戸

取 扱 い 説 明 書 お客様保存用

注意

禁止

絵表示 意味

この表示の注意事項を守らない と、使用者がケガをしたり、周辺
の家財に損害を与えたりすることがあります。

おこなってはいけないことを示しています。

スライドバー固定強度の調整方法
風などでスライドバーが開いてしまう場合は、マグネットの調整を行ってください。
スライドバーの上下に付いているマグネットのねじをゆるめ、上下に移動させてく
ださい。マグネットとマグネット受けの当たる面積が変わり固定強度が変化します。
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〈 商品保証について〉
この商品は厳密な品質管理および検査を経て、お届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、下記保証期間について無償で
修理いたします。
■保証期間　商品取付け後　２年
■次のような場合には、保証期間内であっても有償修理となります。
●使用上の操作の誤りや、取付け不良による故障・損傷など
●不当な修理・改造による故障・損傷など
●特殊環境および使用状態が悪い場合での故障・損傷など
●火災・地震・風水害・雷など天変地異による故障・損傷など
●本製品以外の起因による故障・損傷など

購入年月日 購入先 商品名・品番

年　　　　月　　　　日

●お買い上げメモ

建付け調整方法

さい。

■片引きの調整方法
①戸当り枠のカバーをマイナスドライバー等ではずしてください。

整調てせさ動移を置位てじ応に況状各の記下、をじね整調るあてし定固に枠り当戸 ②
します。

　【 ワイヤーにたるみが出てガタつく場合】
　・全てのねじを張る方向に少しずらして固定します。

　【 開閉が重い場合 】
　・全てのねじをゆるむ方向に少しずらして固定します。

　【 スライドバーが斜めになる場合】
　・下図のように、全てのねじを同一方向に移動し
　　バランスをとってください。

以上の状況以外で不都合が生じた場合には、お求めの販売店 （工事店）、または当社までご連絡をください。

■両引きの調整方法
左右の網戸は連動していません。片側づつ調整してください。

整調てせさ動移を置位てじ応に況状各の記下、をじね整調るあてし定固に内枠納収 ①
します。

　【 ワイヤーにたるみが出てガタつく場合】
　・全てのねじを張る方向に少しずらして固定します。

　【 開閉が重い場合 】
　・全てのねじをゆるむ方向に少しずらして固定します。

　【 スライドバーが斜めになる場合 】
　・下図のように、全てのねじを同一方向に移動しバランスをとってください。

以上の状況以外で不都合が生じた場合には、お求めの販売店（ 工事店）、または当社までご連絡をください。

88099303

（埋め込みタイプ）
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網戸本体の取外し 方・ 取付け方

■網戸本体の取外し 方法

だくてい抜らか穴工加るあに近付ーバドイラス、しずはらかーヤイワをクッフ ② さ い。

■網戸本体の取付け方法

だくてし認確をとこいながミラカやレジネにーヤイワるいて出らか下上の体本戸網 ①

さ い。ネジレたまま取付けると開閉に支障をきたす恐れがあります。

カラミ がある場合は枠を回転さ せて正し い状態に戻してく ださ い。

。いさだくてっ行で順手逆の」法方し外取の体本戸網「はけ付取の体本戸網 ②

　 ※網戸本体を収納枠・ 戸当り枠にしっかり押し 当ててスライドロックを下にスライド
　 　 さ せてく ださ い。 が

●網戸が脱落する恐れがあります。網戸本体を引っ張り、しっかりと固定さ れて
いること　 を確認してく ださ い。注意

ワイヤー

両引き
ワイヤー

片引き

お手入れ方法

網戸は汚れがひどく なると風通しも悪く なります。こまめに掃除を行ってく ださ い。

■日頃のお手入れ（ 網戸を外さ ないで出来ます）

ホコリをハタ キで軽く 払い、軽く 絞った雑巾で拭き取ってく ださ い。

この時、両側から挟むよう にするとキレイになります。

■汚れがひどい場合（ 網戸本体を取外して清掃することができます）

①網戸をはずし 、平らな広い場所に広げて置いてく ださ い。  

　（ 網戸本体の取外し 方法　 参照）

②中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布、またはスポンジで洗ってく ださ い。

　 次に洗剤が残らないよう に水洗いし 、必ずカラ拭きしてく ださ い。

■お願い

●たわし 、金属ブラシなどでネット 部分、アルミ 枠をこすらないでく ださ い。

　 破損やキズの原因になります。

●変色、変質の原因になりますので、お手入れの際には、

　 シンナー、ベンジン、アルコ ール、磨き粉、酸性、

　 アルカリ 性洗剤などは使用し ないでく ださ い。

●網戸の下枠にホコリ やゴミ がたまると 、  

　 網戸がスムーズに開閉し なく なります 掃除機などでこまめに取り除いてく ださ い。

禁止
ベンジン

シンナー

●ネット に寄りかかったり、押し たりし ないでく ださ い。

　 網戸のはずれ、落下、転落事故等につながります。

●本製品には防犯効果はありません 。

●ネット には火気を近づけないでく ださ い。

注意

に部ゾミのーバドイラス、は時るす閉開を戸網 ●

手をかけて行ってく ださ い。

作閉開、は合場たっなにャシクャシクはトッネ ●

動をくりかえし 行っ くださ い。

が性納収、とるすにままたし出をトッネ間時長 ●

悪く なり ます。使用し ないときはこまめに収納

するよう にしてく ださ い。

破を戸網、とるすをい扱取な暴乱や閉開な理無 ●

損する 恐れがあり ますので、開閉はゆっく り

行ってく ださ い。

■お願い

●犬や猫などのペット が、爪でネット を引っ掛けないよう にご注意く ださ い。

●お子様が本製品で遊ばないよう にご注意く ださ い。

●下枠のゴミ やホコリ は掃除機などでこまめに取り除いてく ださ い。
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④収納枠の側面に

　ついているスライド

　ロックをを上にスラ

　イドさせて、ロックを

　解除してください。

⑤網戸本体をはずして

　ください。
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