
保管用

取扱説明書 昇降サイドテーブル
DT-4302

株式会社グランツ

【販売店または、専門業者の方へのお願い】
この「取扱説明書」は必ず療養される方か介護される方へお渡しください。

介護保険レンタル対応 ベッドサイドテーブル

必ずご使用前にお読みください

DT-TS01 21K

このたびは、ベッドサイドテーブル「昇降サイドテーブル DT-4302」をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございました。
テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用
いただきますようお願いいたします。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してく
　ださい。
●改良などによりこの「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
●製品を他の人に譲渡される場合は、この「取扱説明書」も一緒にお渡しください。
●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
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もくじ

●このテーブルはベッド上での食事や軽作業をする際に使用することを
　目的として作られたテーブルです。次のような特長があります。

昇降サイドテーブル 使用目的・特長

●上昇セーフティ機能
　高さ調節用のレバーを操作しなくてもテーブルの天板を持ち上げると
　高さがあがります。万が一、テーブルを入れたままベッドを操作して
　しまってもベッドとテーブルの間に挟み込まれないので安全です。

●低床キャスター付き
　低床キャスターになっているため、ベッド下が低い電動ベッドに
　対応しやすくなっています。
※ベッド下が4cmまでの電動ベッドに対応できます。
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安全上のご注意

人が生命にかかわるけがまたは重傷を負う可能性が想定される内容

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示
の例：

●目的以外の用途では使用しないでください。
●テーブルに寄り掛からないでください。
●テーブルをベッドに設置しているときはベッドを操作しないでください。
●コード類(電源コードなど)をテーブルではさまないようにしてください。
●滑りやすいゆかでは使用しないでください。
●ものを載せた状態でテーブルの移動や高さ調節はしないでください。
●天板や脚の上に乗らないでください。
●お客様による修理・改造はしないでください。

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、また、ご利用者様や他の　
人々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと
切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」　
「注意」の2つに区分してます。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管
してください。

記号は、行為を強制したり指示したりするものです。

注意

警告

警告

記号は、禁止の行為を示しています。

禁止

●ベッドからの乗り降りやテーブルの周りで歩行する場合は足元に注意してください。
●テーブルを移動するときは足元に注意してください。

●操作を理解できないと思われる方や、体位を自分で保持できない方には、
　高さ調節レバーを操作させないでください。

●ガススプリングの取扱いには注意してください。
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●ベッドやテーブルから身を乗り出して、高さ調節レバーを操作しないでください。
●破損した場合はすみやかに使用を中止してください。

●移動しないときはキャスターをロックしてください。

警告

禁止

●テーブルをベッドに設置するときは、指定された範囲内で使用してください。

●段差のある場所での移動は避けてください。

●傷つきやすいゆかでは使用しないでください。

●30kgを超えるものを載せないでください。

●天板の上に、熱したやかん・鍋などを直接載せないでください。

●天板に飲み物などの水分をこぼしたり、水分を含んだものを放置しないでください。

●テーブルを持ち運ぶ際は、ロックキーを利用するか、天板を最も高くしてください。

●水をかける洗浄をしないでください。

●天板に粘着力の強いテープなどを貼り付けないようにしてください。

●殺虫剤をテーブルに直接噴射しないでください。

●テーブルの高さ調節をする際は天板の支柱側に手を添えて操作してください。

●可動部やすき間に手や指をはさまないように注意してください。

●キャスターが固定された状態でテーブルを無理に動かさないでください。

●ベッドの高さ調節をする際は、テーブルの脚がベッドにはさまれないかを
　確認してください。

禁止

●弊社製品と他社製品を組み合わせないでください。 破損やケガの原因に
　なります。また、他社製品と組み合わせた製作物の安全は保証できません。 

●屋外や直射日光の当たる場所では使用しない。 金属部分が熱くなり火傷の原因に
　なります。 変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。
●火のそばでは使用しない。 金属部分が熱くなり火傷の原因になります。 
　変質・軟化・変形または破損するおそれがあります。

●水やお湯に濡れる場所では使用しない。 変質や破損するおそれがあります。

注意

●締付トルク以上で締め付けない。 破損するおそれがあります。
●電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しない。 過剰トルクで締め付けるとねじの
　破損の原因になります。( ねじの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・
　取外しができなくなる可能性があります。)



4  

注意

必ず守る

●組み立て、高さ調整は納入業者が行ってください。

●一般家庭の室内で使用してください。

●平らで水平な場所で使用してください。

●定期的にガタつき、ねじのゆるみ、締め忘れ、部品の破損がないことを確認
　してください。

●介護者などの付き添いが必要な方が使用する場合は十分注意する。

●ご使用の際は介護者が利用者の状態(安全に使用できる状態にあるか)を確認
　してください。
   利用者の健康状態や体調が変化した場合には、お買い上げの販売店または医師や介護士、ケアマネジャー
    などの専門家に相談してください。
    ご使用の際は介護者が付き添って使用することをお勧めします。
    ご使用に合わない場合は直ちにご使用をおやめください。

高さ調節レバー

支柱

キャスター
(ストッパー無し) キャスター

(ストッパー付き)

ロックキー

脚

天板

各部のなまえ

※上昇セーフティ機能により、
　天板を下から押す力で
　テーブルの高さがあがります。
※支柱の内部には、ガススプリ
　ングを使用しています。
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使用方法

●天板裏側のロックキーを引き抜いてください。
※必ずロックキーを引き抜いてください。
　差したままですと、上昇セーフティ機能が
　作動しません。ロックキーは保管されるか
　収納部の穴(上)に差し込んでください。

ご使用の前に

●ペダルを下側にすると回転が固定された状態に
　なります。
●ペダルを上側にすると回転の固定状態が解除
　された状態になります。

キャスターの操作方法

●レバーを引きあげながら、お好みの高さに
　調節してください。レバーを離すとその位置
　で固定されます。
※レバーを引きあげていない場合でも、テーブ
　ルの天板を持ち上げると高さがあがります。
　上昇セーフティ機能によるもので故障では
　ありません。

高さ調節の方法

●テーブルの高さ調節をする際は、天板に手を
　添えて操作してください。

→レバーだけを操作すると急にテーブルがあがり、
　ケガをするおそれがあります。

注意

●テーブルを移動されるとき以外は、キャスターを固定状態にしてください。
→テーブルが不意に動いて思わぬけがをするおそれがあります。

●キャスターが固定された状態でテーブルを無理に動かさないでください。
→テーブルやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけたりするおそれがあります。

注意

●テーブルを下げる時はレバーのある側の
　天板を押えてください。

→商品の破損の原因となるので天板の先端側は
　押えないでください。

レバー

　引きあげる
高さ調節

引き抜く
収納部の穴(上)

ロックキー

ペダル

固定
回転

解除
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お手入れ方法

●安全にご使用いただくために、１ヶ月に1回は定期的に点検してください。
　ご使用の回数や環境などにより、製品は摩耗・劣化が進みます。
　定期的に各部のゆるみ、破損の有無などを点検してください。
　※点検項目は11ペ－ジ「組立後の点検」をお読みください。
●異常が認められた場合やくわしい点検をご希望されるときは、販売店へご連絡ください。

●テーブル本体の汚れを落とすとき
　以下①～③の手順でおこなってください。
　①水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってふきます。
　②水でひたした布をよくしぼって洗剤分をふきとります。
　③乾いた布で残った水分を十分ふきとり、水分を残さないようにします。

定期点検

お手入れ

●シンナ－、ベンジン、ガソリン、クレゾ－ルは使用しないでください。
→変色・変質のおそれがあります。
●中性洗剤のふき残しがないようにしてください。
→変色や樹脂の部分が割れるおそれがあります。

注意

●テーブルの上には何も載せないでください。
●高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
　温度 -10～50°、湿度 30～90%RH の環境で保管してください。
●取扱説明書は紛失しないよう、大切に保管してください。

長期保管

●廃棄の際は各自治体の規則に従ってください。
廃棄

長期保管・廃棄について
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故障かな？と思ったら
●故障ではない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度以下の項目を確認し
　てください。
●確認・処理をしても正常に動作しない場合は、ただちにテーブルの使用を中止し、販売店
　に修理をご依頼ください。
●地震、火災、水害などで被災したテーブルは、販売店に点検修理をご要望ください。
　電装品のショートや漏電による感電、火災、テーブルの変形による動作異常により、けがを
　する可能性があります。

天板と支柱を固定する組立ネジ
はしっかりと締め付けられて
いますか?

ロックキーは取り外されて
いますか?

テーブルに
ガタつきがある

上昇セーフティ
機能が働かない

キャスターが
スムーズに
動かない

床に段差などはありませんか?

組立ネジ(M6×L15)4箇所を指定
トルクで締め直してください。
(10ページ参照)

支柱と脚を固定する組立ネジは
しっかりと締め付けられて
いますか?

組立ネジ(M10×L40)3箇所を指定
トルクで締め直してください。
(10ページ参照)

ロックキーを取り外してください。
(5ページ参照)

平らで水平な場所に設置してください。 

キャスターは固定状態になって
いますか？

キャスターを固定状態にしてください。
(5ページ参照)

キャスターの固定状態は解除
されていますか？

キャスターを固定状態を解除して
ください。(5ページ参照)

症状 確認 処置
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開梱と部品の確認
●開梱後に以下の部品がすべてそろっていること、破損していないことを確認してください。
万一、部品の不足・破損があった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

六角レンチ(対辺5mm)×1

スパナ(対辺16mm)×1組立ネジ×4
(M6×L15)

組立ネジ×3
(M10×L40)

スプリングワッシャー(小)×4 スプリングワッシャー(大)×3

●開梱にあたり、カッタ－を使用するときは内部の部品を傷つけないよう注意
　してください。
　また、カッタ－で手や指を切らないようにしてください。
●ダンボ－ルの切りはしで指を切るおそれがあるのでご注意ください。
●ダンボ－ルなどの梱包材の廃棄方法は、地方自治体の規則によって異なります。
　お住まいの地方自治体の条例にしたがって処分してください。
　以上のことを守らないと事故やけがのおそれがあります。

必ず守る注意

天板×1
支柱×1
脚×1
取扱説明書、
保証書(本書)×1

梱包箱

組立金具
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組立手順
●組立作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

●ネジのしめ付けは必ず指定トルクを守っておこなってください。
　過剰トルクで締め付けるとネジの破損の原因となります。
●部品を固定している組立ネジなどをはずすときは部品を手でささえてください。
　ささえていないと部品が落下し、破損、けがをするおそれがあります。

必ず守る注意

組　立
完成図

❶支柱の組立
❷脚の組立
❸ロックキーの取り外し

❶

❷

❸

●組立手順の概要
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天板と支柱のネジ穴を合わせ、
スプリングワッシャー(小)を通した
組立ネジ(M6×L15)を
六角レンチ(対辺5mm)で
組み付けてください。
※締め付けトルク参考値：
2.9～3.9N•m(30～40kgf•cm)

支柱と脚のネジ穴を合わせ、
スプリングワッシャー(大)を通した
組立ネジ(M10×L40)を
スパナ(対辺16mm)で
組み付けてください。
※締め付けトルク参考値：
10～12N•m(102～123kgf•cm)

支柱の組立①

注意
●電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しないでください。 
　過剰トルクで締め付けるとネジの破損の原因になります。
　(ネジの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなく
　 なる可能性があります。)禁止

支柱の組立

支柱の組立②

注意
●電動工具 ( 電動ドライバー等 ) を使用しないでください。 
　過剰トルクで締め付けるとネジの破損の原因になります。
　(ネジの締付け摩擦熱により焼き付けが発生し、締め付け・取外しができなく
　 なる可能性があります。)禁止

脚の組立

テーブルを起こし、天板裏側の
ロックキーを引き抜いてください。
引き抜いたロックキーは保管されるか
収納部の穴(上)に差し込んでください。

支柱の組立③

注意
●テーブルを起こすときは脚を支点にして起こさないでください。
　商品や床の破損、ケガをする原因になります。
●必ずロックキーは引き抜いてください。
　差したままですと上昇セーフティ機能が作動しません。禁止

ロックキーの取り外し

引き抜く
収納部の穴(上)

ロックキー

天板 支柱

六角レンチ組立ネジ
ワッシャー(小)

組立ネジ
ワッシャー(大)

脚

支柱

スパナ
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組立後の点検
●テーブルの組立が終了しましたらテーブルに負荷がかかっていない状態で以下の点検項目を
　確認してください。また、定期点検のときにも、このリスト使用してください。
　（このリストをコピ－してお使いください。）

●点検作業を実施しているときに異常な音や振動などの不具合が生じたときは、すぐに
　テーブルの使用を中止して販売店までご連絡ください。

ロックキーの取り外し：
ロックキーは取り外されていますか？

●組立後の点検は必ず実施してください。
　組立が不十分な状態で使用するとけがや故障のおそれがあります。必ず守る注意

９ページの
組立手順③
参照。

３ □はい □いいえ

テーブルの高さ調節：
テーブルの高さをスムーズに調節できますか？

５ページの
使用方法
参照。

４ □はい □いいえ

キャスターの動作：
キャスターがスムーズに動作しますか？

５ページの
使用方法
参照。

５ □はい □いいえ

脚の組立、固定：
脚と支柱はしっかりと固定されていますか？

９ページの
組立手順②
参照。

２ □はい □いいえ

支柱の組立、固定：
支柱と天板はしっかりと固定されていますか？

９ページの
組立手順①
参照。

１ □はい □いいえ
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分解手順
●分解作業は販売店、または専門業者に依頼されることをおすすめします。

●天板と支柱を止めている組立ネジは一度、4本すべてを軽くゆるめてから外して
　ください。1本ずつ一気に外していくと天板が破損する原因となります。
●部品を固定している組立ネジなどをはずすときは部品を手でささえてください。
　ささえていないと部品が落下し、破損、けがをするおそれがあります。

必ず守る注意

❶ロックキーの取り付け
❷脚の取り外し
❸支柱の取り外し

●組立手順の概要

２.分解の手順は以下のとおり、組立手順の逆でおこないます。
　９ページからの組立手順の各項目を参照し、逆の手順にて分解してください。
　※取りはずした組立ネジ、スプリングワッシャーはなくさないようにしてください。

１.支柱の高さを一番下まで下げ、ロックキーを差し込んでください。
→支柱が動いてけがをするおそれがあります。

❶

❷

❸
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仕様

品名 昇降サイドテーブル　DT-4302

天板 ： MDF、メラミン、PVC
支柱 ： アルミニウム、スチ－ル、樹脂
脚 ： スチ－ル、樹脂

13.0kg質量

中国

61.5
～92.5

90

75

40

45.5

4

生産国

主な材質

寸法
（単位＝cm）

※この「取扱説明書」に記載されている数値には多少の誤差が含まれています。表記を見やすくするため、
　約、およそ、といった言葉を省略しています。

※仕様変更・追加などによりこの取扱説明書の記述と一部異なる場合があります。
　不明な点がありましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

DT-4302品番
30kg天板の耐荷重
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保証とアフターサービス
１.保証書 保証書は必ず『販売店名・お買い上げ日』などの記入をお確かめ

になり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

販売店名・お買い上げ日の記入がない場合は、品名・
品番・販売店名・お買い上げ日が確認できるように、
お買い上げの領収書などを保証書と一緒に保管して
ください。

２.修理を依頼
　されるとき

【保証期間内は】　
　保証書の明記内容にもとづき、無償で修理いたします。
　ただし保証期間内でも修理が有償になる場合があります。
　くわしくは保証書をご覧ください。

【保証期間が過ぎているときは】
　修理によって使用できる製品については、
　ご要望により有償で修理いたします。

○品名・品番
■ご連絡いただきたい内容

○お買い上げ日
○故障または異常の内容 (できるだけくわしく)
○お名前・ご住所・お電話番号

商品品質には万全を期しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げ販売店または下記までご連絡ください。

株式会社 グランツ
営業時間　：平日9:00～18:00(土曜日のみ17:00迄)
休　　業　：日曜・祝日・第２.３.４.５土曜日
〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

フリーダイヤル
0120-930287

取扱説明書の7ページ「故障かな？と思ったら」にしたがって調
べてください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。



保証書

保証規定

お買い上げ日および貴店のお名前、ご住所、お電話番号を必ずご記入ご捺印した
上で、お客様にお渡しください。

※この保証書は本書をもとにした期間、条件において無償修理をお約束するものです。
　したがってこの保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証　
期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

3. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼ください。その際には必ず
　本書をご提示ください。弊社からの出張修理の場合には、別途費用(旅費・技術料)をご負担いただきます。

1. 保証期間内に取扱説明書・本製品注意シール等に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　●This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(2) お買い上げ後の輸送・移動時の落下・衝撃などによるお取り扱いが不適当なため生じた故障および損傷。
(3) 火災・地震・風水害・落雷、その他天災地変、異常電圧による故障および損傷。
(4) 本書のご提示がない場合。
(5) ご使用にともなう傷・汚れ等の経年変化および消耗品の交換。
(6) 本書にお買い上げ年月日・販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

株式会社 グランツ

販売店

お客様

店　　　名

住　　　所

お　名　前

品　名 (品　番) 昇降サイドテーブル　DT-4302

保　証　期　間 お買い上げ日より１年間

お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

様

ご　住　所

〒 ☎　　　　(                )

〒 ☎　　　　(                )

〒573-0024 大阪府枚方市田宮本町14-10

販売店の方へのお願い

キ
リト
リ
線


