
部品内容をご確認のうえ、正しく組み立ててください。なお、お読みになった後も組立説明書は、大切に保管してください。

〈組立説明書〉 宅配ボックススタンド　TRS-01(TGY)
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解さ
れたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

注意
十字穴付タッピンねじは取付け穴

にねじ溝を作りながら締めるため

のねじで、

取付け穴よりねじの方が大きくなっ

ているため、　押し込むように 徐々

に力を入れて　奥までしっかりと締

め込んでください。

十字穴付タッピンねじを取り付ける

際はドライバー先端の + 部分と

十字穴付タッピンねじの + が合う

ドライバーで取り付けてください。

また、ドライバーの握りが太く長め

のものをご使用された方が楽に取

り付けできます。

十字穴付タッピンねじの本締めは
 押し込むように徐々に力を入れて
奥までしっかり締め込んでください

ベースパイプ

十字穴付
6小ねじ　（M6)…

（小）　 （大）　
十字穴付

小ねじ　（M8）　…

キャップ

※組付けにくい場合は当て木をしながら
　ゴムハンマー等で水平に叩きこんで
　ください。

 　 　で組付けた支柱に、①支柱(上)左　、
 ②支柱(上)右 を差込み、⑪十字穴付タッピンねじ
　で 仮止め してください。　

　　　 で組付けた支柱に ⑤ポスト取付け板 を 
  ⑬十字穴付小ねじ(M4) と ⑰フランジナット(小)
 で 仮止め 、 ⑥横パイプ を 
  ⑮十字穴付小ねじ(M6) で 仮止め　してください。

※ ⑤ポスト取付け板 は、ポストの取付け高さを考慮し、
　　ねじを通す穴を変えることにより、３段階に高さを選択
　　することができます。

※ ⑤ポスト取付け板 の位置を前後させることができます。
　　ポストのサイズに合わせて取付け位置を調整してくだ
　　さい。その際、 ⑥横パイプ の取付け位置も併せて調整
　　してください。

ベースフレーム

宅配ボックス

穴

穴

穴

穴

取付け用パイプ

ベースフレームの組付け

 支柱セットL と 支柱セットR　のねじ穴が向かい

合わせになるようにして、⑧ベースフレーム を 

 ⑭十字穴付小ねじ(M5） で　仮止め　してください。

⑧ベース
　　フレーム

　　十字穴付
小ねじ(M5)
⑭

十字穴付
小ねじ（M6)

穴埋めキャップ 10

10
六角穴付ねじ… 十字穴付

小ねじ　（M4)…
十字穴付

小ねじ　（M5)…

上 中

前 後

下

ベースパイプの組付け●    ドライバーをご用意ください。
●必ず手袋を着用してください。
+ ●広く平らな場所で組み立ててください

●２人以上で組み立ててください。

　 ④支柱（下） に、③ベースパイプ を ⑭十字穴付
小ねじ(M5)　で 仮止め してください。 ③ベースパイプ
 の下部に  ⑨アジャスター を取付け 支柱セットL 、　
支柱セットR を作ります。

　

⑭

ベース
パイプ

④支柱
   (下)

十字穴付
小ねじ(M5)

①支柱（上）左

②支柱（上）右

十字穴付
小ねじ（M4)

穴

ねじ穴

ねじ穴 ねじ穴

穴

横から見た図

横から見た図

横から見た図

横から見た図 横から見た図

フランジ
ナット（小)

穴

はり金
または
ワイヤー

はり金、ワイヤー等の
取付けがされていない
場合、盗難や、転倒による
傷害事故や物的損害を招く
おそれがあります。

転倒･盗難防止の為
はり金・ワイヤー等での
固定をお勧めします

 壁へ

【設置方法】

ポスト取付け板上部の穴
（左右2箇所）にはり金を通し
壁などに固定してください。
はり金、ワイヤーは最寄の
ホームセンターなどでお買い
求めください

反対側も
同様に

支柱セットL

支柱セットL

支柱セットR

支柱セットR

⑮

⑬

⑰

ポスト
取付け板



121.5

TRS-01(TGY)   01

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が
想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。注意

54 44.5

※イメージポストは
　　品番　TFH-75S(TGY) です。（別売）

組立ての際は、組立説明書通りに正しく組み立ててください。
間違った組立ては、けがの原因になります。
平坦な場所でご使用ください。
宅配ボックススタンドとしての目的以外には、使用しないでください。
設置場所を移動される際は、必ず積載物を取り除いてから行ってください。
風の強く当たる場所には設置しないでください。
本体に強い衝撃を与えないでください。
汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。
変色などの原因になります。
いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が
発生した場合の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。

⑦宅配ボックス取付け用パイプ を

⑮十字穴付小ねじ(M6) で固定します。

（4箇所）　　

⑮十字穴付
　　小ねじ(M6)

⑦宅配ボックス
　　取付け用
　　パイプ

( (

ポストの組付け

※イメージポストは
　　品番　TFH-75S(TGY)
　　です。（別売）

支柱側面の使用していない穴に ⑩穴埋めキャップ
を取り付けてください。
すべてのねじが締まっていることを確認して
完成です。

⑰フランジナット(小)

⑤ポスト取付け板

⑲六角棒スパナ

※ポストに　　　形状の穴がある場合は、先に丸穴の方をねじ止めし、

　　あとから　　　形状の穴をねじ止めしてください。

  ⑤ポスト取付け板 にポストの背面を  ⑫六角穴付ねじ　、
　⑰フランジナット(小)　でしっかりと取付けてください。　
　⑲六角棒スパナ　を使用してください。

2 ３

 ⑦宅配ボックス取付け用パイプ と　
　宅配ボックスの背面を　⑭十字穴付小ねじ(M5)　 
 ⑱フランジナット(大) で固定します。(2箇所）

⑱フランジ
　　ナット(大)

1

 ⑦宅配ボックス取付け用パイプ と　

　宅配ボックスの底面を　

 ⑯十字穴付小ねじ(M8)　で固定します。(2箇所）

宅配ボックススタンドを
右図のようにゆっくりと
倒します。

宅配ボックススタンドを
ゆっくりと起こします。

宅配ボックススタンドを
起こす際は、必ず
宅配ボックスの前面を
押さえてください。

宅配ボックスが勢いよく
傾き、製品の破損や怪我に
繋がるおそれがあります。

注意

穴

穴

Point!
取付けにくい場合は2人以上で
作業を行ってください。

宅配ボックスReceibo(TR-2746)の組付け ※宅配ボックスの組付けは、２人以上で行ってください。

宅配ボックスReceibo(TR-3465）の組付け　 ※宅配ボックスの組付けは、
　　２人以上で行ってください。

⑯十字穴付
　　小ねじ(M8)

1 宅配ボックススタンドを
右図のようにゆっくりと
倒します。
※屋外で組付けの際は本体に傷が付く
　　おそれがありますので床面に敷物など
　　を敷いてから宅配ボックススタンドを
　　倒してください。

※宅配ボックスを押さえながら起こしてください。

 ⑧ベースフレーム と　宅配ボックスの底面を　

 ⑯十字穴付小ねじ(M8)　で固定します。(4箇所）

2 宅配ボックススタンドをゆっくりと起こします。

宅配ボックスの扉を開け、支柱側から
⑭十字穴付小ねじ(M5)  、宅配ボックスの内側から　

⑱フランジナット(大) で固定します。(2箇所）

⑭十字穴付
　　小ねじ(M5)

支柱

⑧ベースフレーム

TR-2746 取付けの場合 TR-3465 取付けの場合

※TR-2746を取付けの際、 ⑯十字穴付き小ねじ(M8）　が
　　２本余ります。予備として保管してください。

⑱フランジ
　　ナット(大)

※反対側も
　　同様に
※反対側も
　　同様に

⑭十字穴付
　　小ねじ(M5)

⑯十字穴付
　　小ねじ(M8)

※屋外で組付けの際は本体に傷が付く
　　おそれがありますので床面に敷物など
　　を敷いてから宅配ボックススタンドを
　　倒してください。

背面

⑫六角穴付ねじ

※TR-3465 は本製品に取付けた状態でもアンカー取付け
  が可能です。 アンカー取付け方法は、 TR-3465 付属の
　 取扱説明書をご覧下さい。

⑩穴埋め
　　キャップ

※TR-2746 を取付けた場合、 本製品にアンカー取付けが
   可能です。　⑧ベースフレーム　の穴 （4 箇所） のうちの
　　2 箇所を TR-2746 付属のフィッシャープラグとねじで
   固定してください。　


