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取扱い説明書

施主さま用

●この取扱い説明書を読んで理解するまでは、
「ラティス」のご使用及びお手入れはしない
でください。
●この取扱い説明書は、ご使用中に不明な点
やお手入れの方法などをいつでも調べられ
るよう大切に保存してください。

ラティス

ご用命は

本社  〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1

●この商品に関するお問い合わせ先　お客様相談室　TEL（03）3638-8181

お手入れ方法

■メンテナンス用塗料

商品コード

名称

内容量�

塗布面積

メーカー

WVCZ020�

サドリンクラシック「チーク」色

4リットル／缶�

20m2～27m2／缶�

玄々化学工業

塗装について

＜用意するもの＞

＜塗装条件＞

＜塗装方法＞

●ラティスには、ACQ処理及び、木材保護着色塗料が塗ってあります。より長く快適にお使いいただくため、必ず1年～2年
に1回下記に従って正しく上塗りしてください。

●ハケ、布、ゴム手袋、塗料用シンナー、塗料
※塗料は下記のものを必要量、施工店に注文してください。
※市販品を使用する場合は、キシラデコール（武田薬局）
などの木材保護着色塗料を購入してください。（ニス・
ペンキは使わないでください。木が呼吸できなくなり
ます。）

●雨、雪の直後や水洗いの直後など製品が湿っているとき
は塗装しないでください。塗装が浸透しなくなります。

※塗料の記載事項に必ず従ってください。
①ゴミ・ホコリを取除きます。
②塗装前・塗装中に塗料の缶を振ってよく
かきまぜます。
③塗料は薄めず、ゆっくりと2回～3回ハケ
塗りします。
④塗料を浸透させるため、乾く前にきれい
な布で軽くこすります。
※塗装終了後は、ハケは塗料用シンナーで
よく洗ってください。

ご使用にあたって

MAJ-128　12類　2003年7月1日発行

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
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重要なお知らせ

安全について

この取扱い説明書では、危険度の高さ（又は事故の大きさ）に従って、次の2段階に分類
しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）に従ってく
ださい。

（安全のため、必ずお守りください）

特に注意を促したり強調したい情報で、指示に従わないと機器の
損傷・故障などにつながる場合に用います。

警告用語 意　　味

お 願 い

取扱いを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険
又は物的損害の発生が想定されます。注  意!

警告用語の種類と意味

●本製品を手すりとして使用し
ないでください。手すりとし
ての強度がないため、落下・
転落のおそれがあります。
●ささくれが生じたときは、取
除いてください。ケガをする
おそれがあります。

※取付け及びご使用に関して
は、別売りの取付け金具に
入っている取扱い説明書に
準じてください。

※本製品は、「屋外園芸用品」
です。用途以外の目的には
使用しないでください。
※子供がのぼったりして遊ばせ
ないでください。

※乗ったり、ゆすったり、無理
な力をかけたりしないでくだ
さい。
※使用しているうちに、ねじに
緩みが生じ、グラつくことが
ありますので、定期的（半年
に1回）に、ねじを締め直して
ください。

※天然木のため、ヒビ、節、
割れ、反り、ヤニなどがでる
場合があります。
※火気のそばでは使用しないで
ください。

※直射日光の当たる場所や、
高温・多湿になる場所では、
変色・変形、カビなどが発生
することがあります。
※ポットなどを掛ける時は、
変形・破損しないことを確認
してからお使いください。
※害虫を発見した場合は、ただち
に殺虫や防虫処理をしてくださ
い。放置しておくと害虫が繁殖
するおそれがあります。
※本製品は土や水に触れて設置
しないでください。木が腐り
ます。
※天災などの不可抗力や、不当
な修理・改造による故障・
破損に対する、補償は致しか
ねます。

特に注意していただきたいこと

 お願い
1.この取扱い説明書に記載してある注意事項が、全ての危険を含んで
いるわけではありません。従って、「ラティス」のご使用及び、お手
入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関
して十分な配慮が必要です。
2.この取扱い説明書は版権を有し、その権利は留保されています。

●安全のために必ずお守りください。
　「ラティス」のご使用及びお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い
説明書に従ってください。
　もし、この取扱い説明書に従わず、乱用又は誤用によって、ケガ
及び損害が発生した場合は、トステム株式会社及びその販売会社に
責任はないものとさせていただきます。

警  告 注　意!
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重要なお知らせ

安全について

この取扱い説明書では、危険度の高さ（又は事故の大きさ）に従って、次の2段階に分類
しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）に従ってく
ださい。
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警告用語 意　　味
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取扱いを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険
又は物的損害の発生が想定されます。注  意!

警告用語の種類と意味
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です。用途以外の目的には
使用しないでください。
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ないでください。
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な力をかけたりしないでくだ
さい。

※使用しているうちに、ねじに
緩みが生じ、グラつくことが
ありますので、定期的（半年
に1回）に、ねじを締め直して
ください。

※天然木のため、ヒビ、節、
割れ、反り、ヤニなどがでる
場合があります。
※火気のそばでは使用しないで
ください。
※直射日光の当たる場所や、
高温・多湿になる場所では、
変色・変形、カビなどが発生
することがあります。
※ポットなどを掛ける時は、
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※害虫を発見した場合は、ただち
に殺虫や防虫処理をしてくださ
い。放置しておくと害虫が繁殖
するおそれがあります。
※本製品は土や水に触れて設置
しないでください。木が腐り
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※天災などの不可抗力や、不当
な修理・改造による故障・
破損に対する、補償は致しか
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特に注意していただきたいこと
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1.この取扱い説明書に記載してある注意事項が、全ての危険を含んで
いるわけではありません。従って、「ラティス」のご使用及び、お手
入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関
して十分な配慮が必要です。
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説明書に従ってください。
　もし、この取扱い説明書に従わず、乱用又は誤用によって、ケガ
及び損害が発生した場合は、トステム株式会社及びその販売会社に
責任はないものとさせていただきます。
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取扱い説明書

施主さま用
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でください。
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※塗料は下記のものを必要量、施工店に注文してください。
※市販品を使用する場合は、キシラデコール（武田薬局）
などの木材保護着色塗料を購入してください。（ニス・
ペンキは使わないでください。木が呼吸できなくなり
ます。）

●雨、雪の直後や水洗いの直後など製品が湿っているとき
は塗装しないでください。塗装が浸透しなくなります。

※塗料の記載事項に必ず従ってください。
①ゴミ・ホコリを取除きます。
②塗装前・塗装中に塗料の缶を振ってよく
かきまぜます。
③塗料は薄めず、ゆっくりと2回～3回ハケ
塗りします。
④塗料を浸透させるため、乾く前にきれい
な布で軽くこすります。
※塗装終了後は、ハケは塗料用シンナーで
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商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。


