
十字ボルト

ナット

十字ボルト

ナット

［ERチアゴ］
連結説明書

作業は水平で平坦な場所で行って下さい。
作業は必ず２人以上で行って下さい。

大きめのプラスドライバーと13mmスパナ使用する工具

本製品は一度組み立てて確認してから分解して梱包しております。
落ち着いてゆっくりとボルトを取り付け穴の真芯にあわせれば無理なく入ります。
ボルトが回りにくいと感じたときは、無理にねじ込まず、一度ボルトを抜いて、ネジ
山をつぶしていないか確認してください。

十字ボルト

十字ボルト

防音用
ワッシャー ナット

十字ボルト×2

防音用
ワッシャー×2

ナット×2

※連結ボルトとナット、ワッシャーは座って右肘ソファのビニール袋の中に取扱説明書と一緒に入っています。
付属部品付属部品

防音用ワッシャーを付けない場合

※ボルトの向きを前側と合わせてください

※ボルトの向きを後側と合わせてください

十字ボルト

ナット

防音用
ワッシャー

ナット十字ボルト

ナット

十字ボルト

ナット

防音用
ワッシャー

十字ボルト

防音用
ワッシャーナット

左右の連結部分の位置を合わせ、フットレストの内側に手を入れ
13mmスパナでナットを固定しながらドライバーでボルトをしっ
かりと締めこんでください。

防音用ワッシャーを
付ける場合通常

防音用ワッシャーを
付ける場合通常

防音用ワッシャーを付けない場合

※連結部分を目視で確認しながら作業する場合は、電源をつなぎ、
　リクライニングさせ、潜り込みながら行ってください。

電源をつなぎ、作動スイッチを押して背下部分に手が入るくらい
までリクライニングさせ、背裏のカバーをめくり上げます。
左右連結部分の位置を合わせ、右図のように13mmスパナでナッ
トを固定しながらドライバーでボルトをしっかりと締めこんでくだ
さい。

背本体裏側のマジックテープを剥がしてカ
バーをめくり、上から覗き込みながら作業
します。

座って右袖側

リクライニングさせる

連結部

連結部



●この度は、電動リクライナーソファをお買い上げ頂きまして、
誠にありがとうございました。

●この商品を安全に正しくお使い頂くために、ご使用になる前
にこの取扱説明書をお読みになり、十分にご理解ください。

●お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。
●保証書を必ずお受け取り下さい。

電動リクライニングソファ 取扱説明書
※この取扱説明書は 3424( 袖固定タイプ )金具用のものです。
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安全上のご注意
●ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

※1　傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。
※2　物的損害とは、家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止
警告！

誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負
う可能性が想定される内
容を示します。

注意！
誤った取り扱いをすると、
人が※1傷害を負ったり、
※2物的損害の発生が想
定される内容を示します。

  　は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

強制
  　は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

禁止
  　は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源
プラグを抜くこと
漏電やショートなどによる火災・感電の恐
れがあります。お買い求めの販売店に点検・
修理を依頼してください。

分解・改造・修理をしないこと
火災・感電・けがの原因となります。

電源コードを傷めないこと
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工し
たり、無理やりに曲げたり、引っ張たり、ねじっ
たり、たばねたり、ソファでつぶしたり、重いも
のを載せたりしないこと　また、移動中は挟
み込んだりしないこと電源コードが破損し、
火災の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだりコンセント
の差し込みがゆるいときは使用しないこと
感電・ショート・発火の原因になります。

！
強　制 分解禁止

禁　止禁　止

図記号の説明

警告！

リクライニングするときは、背もたれ部・座部・肘
掛部の間に手や腕や脚を挟まないようにするこ
と
けがの原因となります。

背もたれ部を起こすときは、脚部の下に足や手
を入れないようにすること　また、脚部の下や後
に子供や動物がいないこと、及び物が無いこと
を確認すること
けがの原因となります。

リクライニングするときは、うしろに人や物がな
いことを確認すること
家財を傷めたり、けがの原因になります。

100V以外では使用しないこと
火災・感電の原因となります。

！
強　制

！
強　制

！
強　制

禁　止
2



警告！

停電のときは直ちに電源プラグをコンセントか
ら抜くこと
再通電されたときに事故の原因になります。

ご使用後は電源プラグをコンセントから抜くこと
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に
なることがあります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できな
い人には使用させないこと、又、幼児を近づけな
いこと
感電、けがの原因になります。

子供をソファの上や下で遊ばせないこと
けがや故障の原因になります。

禁　止

禁　止

禁　止

浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しな
いこと
感電・火災・故障の原因になります。

禁　止

プラグを抜く プラグを抜く

注意！

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに
先端の電源プラグを持って引き抜くこと
感電やショートして発火することがあります。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜
くこと
感電やけがをすることがあります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込
むこと
感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにピンやゴミを付着させないこと
感電・ショート・発火の原因になります。

！
強　制 禁　止

プラグを持って抜く　 プラグを抜く

転倒しやすい物や窓の近くにソファを設置しな
いこと
家財を傷めたり、けがの原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと
感電の原因になります。

禁　止濡れ手禁止

ヘッドレスト機能が付いたタイプでは、ヘ
ッドレストを折った状態で、背もたれにも
たれたまま背を起こさないで下さい。身体
へ負担がかかるとともに、ソファにも負担
がかかり、けがや故障の原因になります。
ヘッドレストを起こしてから背を起こして
下さい。
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水平な場所で使用すること
故障や事故の原因になります。

背もたれ部、肘掛部、脚部には乗らないこと
けがや故障の原因になります。！

強　制 禁　止

背もたれ部、脚部の間に枕などを置かないこと
リクライニングするときに挟み込まれ故障の原因になり
ます。

電源コードに脚を引っ掛けないように気を付け
ること
けがの原因になります。

木床や畳など傷つきやすい床面で引きずっての
移動はしないこと
床面に傷がつきます。

！
強　制

！
強　制

ソファ移動後は静かに設置すること
傷の原因になります。

ベンジン・シンナー等で拭いたり、殺虫剤を掛け
ないこと
感電・引火の原因になります。

禁　止

禁　止

禁　止

人や物を乗せて移動しないこと
けがや故障の原因になります。

禁　止

張地を無理に引っ張たり刃物やとがったもので
突きさしたりしないこと
けがや故障の原因になります。

ソファに定人数以上乗らないこと
けがや故障の原因になります。

ソファを倒したり強い衝撃を与えないこと
けがや故障の原因になります。

禁　止

ソファや機械に水をかけないこと
感電や故障の原因になります。

禁　止

禁　止

禁　止

注意！

リクライニング使用時のご注意
リクライニングするときは、後に人や物が無いことを確認すること

家財を傷めたり、けがの原因になります。

リクライニングするときは、背もたれ部・座部・肘掛け部の間に手や腕や
足を挟まないようにすること

けがの原因になります。
背もたれ部を起こすときは、脚部の下に足や手を入れないようにすること　又、脚部の下
やうしろに子供や動物がいないこと、及び物がないことを確認すること

けがの原因になります。

警告！

！
強　制

！
強　制

！
強　制

使　用　環　境 温　度 -10 ～ +40℃ 湿　度 40 ～ 75％RH

4



注意！

トランス・電源プラグは濡れた手で
抜き差ししないで下さい。

①

トランスを湿気のある所に置いたり
水で濡らしたりしないで下さい。

②

コード部に脚が絡まないよう注意し
て下さい。転倒の恐れがあります。

③

トランスを落としたり、上に物を置
いたりして衝撃を与えないようにし
て下さい

④

トランスは使用中熱くなる事があ
りますが異常ではありません。

⑥

電源プラグにほこりがたまると火
災の原因となりますので注意して
下さい。

⑤

[ソファ接続説明書]

①ACアダプター ②メイン（電源）コード ③Ｙケーブル

電動部品電動部品

※抜き差しの際はコード部分を持たず必ずプラグ部分を持ち、抜き差ししてください。
※設置の際は接続プラグやトランス、電源プラグを椅子の下や肘と背の間などを通さないようご注意下さい。
※からまって断線、故障の原因になります。

1.部品の確認
ソファに使用する接続部品の確認を行ってください。

2.接続
接続の際はYケーブル、ACアダプターを先に接続してから電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
同じように反対側のソファにも同じ作業を行ってください。

右袖
電動ソファ

左袖
電動ソファ 右袖電動ソファ左袖電動ソファ

背枕可動両電動リクライニングソファに使用する接続部品は1シートに①と②が1個づつ入っております。

両電動リクライニング 背枕可動+
両電動リクライニング

！

右袖電動ソファ左袖電動ソファ

電源プラグ
ACアダプター

Yケーブル
両電動リクライニング

電源プラグ

右袖電動ソファ左袖電動ソファ

背枕可動+両電動リクライニング
※2モーターのため1シートにつきACアダプターを1台使用します。

ACアダプター
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付属部品

十字ボルト×2

防音用
ワッシャー×2

ナット×2

必ず2人以上で作業して下さい。
床等の傷防止のために毛布やダンボールなどを敷き、その上で作業を行って下さい。

[連結説明書]　使用するもの/大きめのプラスドライバー
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■3人掛けソファの場合（袖なし1人掛けソファをはさむ場合）

■2人掛けソファの場合

ナット

ナット

留金部分

後部も同様に留めて下さい。

後部も同要領で留めて下さい。

50mmネジ

50mmネジ

留金部分

電動用ワッシャー

袖無し1人掛けソファ

25mmネジ

防音用ワッシャー

防音用ワッシャー

■3人掛けソファの場合2（３連モーションソファ）

25mmネジ

①片袖ソファに付いている長さ25mmのネジ・2組を、前後の留金部分に通しソファとソファ間に防音用ワッシャーを入れ、ナット
で固定して下さい。

①袖無し1人掛けソファの連結部に取り付けられている長さ50mmのネジのみを使用し、片袖ソファの前後の留金部分に通し、ソフ
ァとソファの間に片袖ソファに付いている防音用ワッシャーを入れ、ナットで固定して下さい。

①片袖ソファについている長さ25mmのネジ2組を、前後の留金部分に通しソフ
ァとソファのの間に防音用ワッシャーを入れ、ナットで固定して下さい。 こすれ音を軽減する為に、防音用ワ

ッシャーを付けています。そのため、
座・背のすき間が空きますがご了承
願います。

防音用ワッシャーを取り付けなく
ても機能は問題ありません。

電動用ワッシャー

ナット

後部も同要領で留めて下さい。 防音用ワッシャー
25mmネジ

袖なし1人掛けモーションソファ

25mmネジ25mmネジ

留金全部

後部も同様に留めて下さい。

6



十字ボルト

ナット

十字ボルト

ナット

本製品は一度組み立てて確認してから分解して梱包しております。
落ち着いてゆっくりとボルトを取り付け穴の真芯にあわせれば無理なく入ります。
ボルトが回りにくいと感じたときは、無理にねじ込まず、一度ボルトを抜いて、ネジ
山をつぶしていないか確認してください。

後

前

十字ボルト

十字ボルト

防音用
ワッシャー ナット

まず、電源をつないで、背下部分に手が入るくらいまで
リクライニングの状態にしてください。

そして、背本体裏側
のマジックテープを
剥がしてカバーをめ
くり、上から覗き込
みながら作業します。

十字ボルト×2

防音用
ワッシャー×2

ナット×2

※連結ボルトは、取扱説明書が入っているビニール袋の中に入っております。

付属部品付属部品

防音用ワッシャーを付ける場合

防音用ワッシャーを付けない場合

※連結部分を目視で確認しながら作業する場合は、電源をつなぎ、
リクライニングさせ、潜り込みながら行ってください。

※ボルトの向きを前と合わせてください

十字ボルト

ナット

防音用
ワッシャー

ナット十字ボルト

ナット

防音用ワッシャーを付ける場合

防音用ワッシャーを付けない場合

十字ボルト

ナット

防音用
ワッシャー

十字ボルト

防音用
ワッシャーナット

部品を上記の並びで配置し、ドラバー
でボルトを、13mmスパナでナットを
締めて固定します。

必ず2人以上で作業して下さい。
床等の傷防止のために毛布やダンボールなどを敷き、その上で作業を行って下さい。

[連結説明書]　使用するもの/大きめのプラスドライバー、13mmスパナ

前 後
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電動リクライニングの操作方法①

フットレスト＆リクライニングの作動

背枕可動+両電動リクライニングタイプスイッチ

座前側のボタンを押し続けるとフットレストが出ながら
背もたれが倒れます。戻すときは反対のボタンを押して
元に戻してください。

座奥側のボタンを押し続けると背枕が倒れます。
戻すときは反対のボタンを押して基に戻してくだ
さい。

フットレストが出る

背もたれが倒れる

背枕が起きる

フットレスト+リクライニングスイッチを使う

背枕スイッチを使う

！ フットレストを戻した状態で背にもたれて押し込むと、背もたれが少し後側に動き
ますが、この金具特有の仕様であり、異常や故障ではありません。

スイッチは肘掛の内側に内蔵されています。
※座って左袖が電動タイプの場合はソファの左側に
スイッチがあります。
右袖側と同様に座前側を押すと倒れ、
後側を押すと起き上がります。

起きる倒れる 起きる倒れる

フットレスト+
リクライニングスイッチ 背枕スイッチ

座
前
側

起きる倒れる 起きる倒れる

フットレスト+
リクライニングスイッチ 背枕スイッチ

座
前
側
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電動リクライニングの操作方法②

フットレスト＆リクライニングの作動

右側の座と袖の隙間の内側に
スイッチが内蔵されています。

両電動リクライニングタイプスイッチ(内蔵スイッチ）

起
き
る

倒
れ
る
前後

※座って左袖が電動タイプの場合はソファの左側にスイッチがあります。右袖側と同様に座前側を押すと
倒れ、後側を押すと起き上がります。

座前側のボタンを押し続けるとフットレストが
出ます。

座後ろ側のボタンを押し続けると背もたれが起き、
続いてフットレストが戻ります。

さらにボタンを押し続けると、背もたれが
リクライニングします。

フットレストが出る

背もたれが倒れる

起
き
る

倒
れ
る
前後

フットレストを出す

背もたれを倒す

元に戻すとき

！
フットレストを戻した状態で背にもたれて押し
込むと、背もたれが少し後側に動きますが、この
金具特有の仕様であり、異常や故障ではありま
せん。
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電動リクライニングの操作方法③

フットレスト＆リクライニングの操作

手動ヘッドレストの操作

背枕手動可動+電動リクライニングタイプスイッチ

座前側のボタンを押し続けるとフットレストが出ながら
背もたれが倒れます。戻すときは反対のボタンを押して元に戻してください。

フットレストが出る

！ フットレストを戻した状態で背にもたれて押し込むと、背もたれが少し後側に動き
ますが、この金具特有の仕様であり、異常や故障ではありません。

倒れる 起きる

倒れる 起きる

リクライニングする

座
前
側

座
前
側

スイッチ

スイッチ

電動ソファの袖内側にフットレストとリクライニング機能のスイッチがあります。
座前側のボタンを押すとフットレストが伸長しながら背もたれがリクライニングいたします。
座後ろ側のボタンを押すと元に戻ります。

ヘッドレストを手前側に起こし、お好みの角度で止め
てください

ヘッドレストを最も手前まで起こすと金具のロックが
外れ、元に戻ります。

①
②
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リクライニング使用上のご注意
リクライニングソファを使用する際は、故障及びけがの原因となる下記の使用をおやめ下さい。

2.アームにムリな過重を与えながらの作動は、おやめ下さい。

3.背を寝かせたまま起き上がるのは、おやめ下さい。
椅子が前に倒れ、ケガや床の破損の原因になります。

4.フットレストを出した状態の、フットレスト部分には決して
座らないでください。

1.アームに座ることは故障の原因となりますのでおやめ下さい。

5.電源コードは椅子の下や肘と背の間などを通さないよう
ご注意ください。からまって断線、故障の原因になります。

6.コード類はからみにくくする為にフレームに留めてあり
ます。絶対に切り離さないで下さい。

コードはからみにくいよう
留めてあります。
切り離さないでください。

7.フットレストが上がっている状態で駆動部にペットや異物が入
り込まないようご注意ください。
モーターに巻き込まれたり、金具に挟み込んでしまう恐れが
あります。
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7.フットレストが上がっている状態で駆動部にペットや異物が入
り込まないようご注意ください。
モーターに巻き込まれたり、金具に挟み込んでしまう恐れが
あります。

8.ヘッドレスト機能が付いたタイプでは、ヘッドレストを起こした状態で、背も
たれにもたれたまま背もたれを起こさないで下さい。
身体へ負担がかかるとともに、ソファにも負担がかかり、けがや故障の原因
になります。
ヘッドレストを起こしてから背を起こして下さい。

9.毛足の長いカーペットやラグの上に設置しないでください。金
具やモーターが毛を巻き込み、動作不良や故障の原因となり
ます。

16.その他異常と考えられる使用はおやめ下さい。

13.リクライニングさせる時は、まわりに人がいないか、物が置いてないか、
　 壁に近過ぎないか確認して下さい。
　また、リクライニングは必ず座っている本人が操作して下さい。

10.操作中、駆動部の金具には絶対触れないで下さい。
安全カバーは手を挟むのを防ぐ手段の一つとして付けられているもの
です。絶対に外さないで下さい。

11.ソファを倒したり、落下させたり、ソファの上で
　　飛び跳ねる等、強い衝撃を与えないで下さい。

1２.子供だけで操作したり、近付けたりしないで下さい。

15.テーブル付きアームチェアの背部を操作するときは、背上部を持って
操作し、金具には挟まれることの無いよう十分注意して下さい。

　 また、背は完全に寝かせるか起こすかして、途中で止めておかないで下
さい。
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分解・改造・修理をしないこと
火災・感電・けがの原因に
なります。

お手入れと保管

保管
●汚れやほこりをとった後、湿気の少ない所に保管してください。（カビやシミの原因になります。）
●直射日光が当たる所、ストーブなどの近くで直接高温になる所はさけてください。

お手入れ
●本革のお手入れは、日常のお手入れとして柔らかい布で表面を軽く乾拭きしてください。手垢などの軽い汚れは、固く絞った蒸
しタオルなどで強く擦らずに拭き取り、最後に水分を残さないよう乾拭きしてください。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと
感電やけがをすることがあります。

ベンジン・シンナー等で拭いたり、殺虫剤をかけないこと
感電・引火の原因になります。

注意！

禁　止

プラグを抜く

！
警
告

仕様

故障かなと思ったら

それでも問題が解決されない場合は、『保証とアフターサービス』の項をご参照下さい。

※修理サービスを依頼する前に以下の点をご確認下さい。

こんなときは 調べること 対策
ボタン押しても動かない ●延長コードが抜けていませんか

●電源プラグが抜けていませんか
→延長コードを差し込む
→本体側接続プラグに電源プラグをし
っかりと差し込む

MADE IN VIETNAM

定
　
　
格

品　　名

金具型番

電　　源

消費電力

電 源 コ ー ド

耐荷重量 90kg

約65kg

約3.5m(延長コード含む)

付 属 品 トランス・延長コード・電源コード

3424-MH金具

電動リクライニングソファ

AC100V  50-60Hz

60W

本体重量

フレーム素材 スチール

本革（一部PVC）

最大伸長まで8秒

外装張地

昇降速度

トランス 29V/1.5A
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保証とアフターサービス（必ずお読みください）

修理やお取り扱い・お手入れに関するご相談は、まずお買い上げの販売店にお申し付けください。

●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容
をお読みの後、大切に保管してください。
●保証期間はお買い上げの日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間中は………………………………
保証書の規定に従って、販売店が修理させていた
だきます。なお、修理に際しましては、保証書をご
提示ください。

修理料金は技術量・部品代などで構成されています。

故障した商品を正常に修復するための料金
です。

商品のある場所へ技術者を派遣する料金
です。

修理に使用した部品代金です。■保証期間が過ぎているときは……………
保証期間経過後の修理については、お買い上げ
の販売店にご相談ください。修理すれば使用でき
る場合は、ご希望により有料で修理させていただ
きます。

●こげくさい時がある。

●モーターの異常音がある。

●動作しないときがある。

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラ
グを抜いて、必ずお買い
あげの販売店に点検・修
理をご相談ください。

電源を切り、使用を中止し必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理・お取扱いについて

修理を依頼されるときは

保証書（別添）

■修理料金のしくみ……………………………

技術料

部品代

出張料

年 月　　　　日
電話（　　　）　　　　-

お買いあげ日
お買いあげ店名

便利メモ

長年ご使用されたら点検をぜひ！

このような
症状はあり
ませんか。 ご使用

中　止

群馬県高崎市上並榎町 4 8 3 　〒 3 7 0 - 0 8 0 1
TEL 027-361-0711(代)　FAX 027-361-1991
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修理メモ

15



群馬県高崎市上並榎町 4 8 3 　〒 3 7 0 - 0 8 0 1
TEL 027-361-0711(代)　FAX 027-361-1991

製造元
16


	空白ページ

