
A：組み立てを始める前に、図を参考にして、すべての部品を確認してください。

B：完成した倉庫はコンクリートや舗装スラブに固定してください。

C：部品を取り扱う際には、ケガをしないように十分に注意してください。

D：製品を風の強いところで使用する際は、十分に注意してください。

E：子供が製品を使用する際には、目を離さないでください。

F：悪天候から守るために、シーリング材でパネルのすき間を埋めることをお勧めします。

G：万が一、製品が破損したり、部品を損失し、製品の組み立てが困難な場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図を参考にしながら読んでください。
すべての手順ごとにボルトを確実に締めてください。
必要な工具：プラスドライバー（２と３のビット）、スパナ（8ｍｍ、10ｍｍ）

TM3 基本組立説明書

本　　　社 : 名古屋市港区本星崎町字南3998-31

tel : 052-829-0808  fax : 052-829-0809

関東営業所：埼玉県さいたま市緑区東浦和 7-24-28
                    サンスプリング 5-102
tel : 048-810-5627  fax : 048-810-5628

関西営業所： 兵庫県川西市中央町 18-26

tel : 072-755-7025  fax : 072-755-7025

www.gardenup.co.jp
sales@gardenup.co.jp
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セルフタッピングビス 1/2

M5×16

M4×8

M5 ナイロンナット

M6ナイロンナット

M5×10

M5×25

M6×10

バックパネル (1) とサイドパネル (5) と (6) を
取り出してください。

Step1
Z 型フロアサポート (9) を配置してパネルの横にはめ込んでください。
それぞれの縁を (23)（m5x10 プラスボルト）と (28) のナット使い締めます。

反対側のパネルにも繰り返し行ってください。

Step2

BP2(2) を BP1(1) の上に配置します。

それぞれの末端のフックはサイドパネルに完全に差し込み、しっかりと押し下げます。

ボルト (23) を BP1(1) と BP2(2)、サイドパネルに通しナット (28) でとめて、

BP1(1) 上部と BP2(2) 下部それぞれの端末を固定します。

Step3

ステップ 3と同様に BP3(3) を

BP2(2) の上に配置します。

両端のフックをしっかりとサイ

ドパネルに差し込み強く押し下

げ、ボルト (23) とナット (28) で

固定します。

Step4

上部レール (7) をボルト (21) とナット (28) を使いサイドパネルの

上部に取り付けます。

ボルトは上部レール (7) 側から差し込み、パネル内側を (28) の

ナットで締めます。

反対側も同様行ってください。

対角補強線 (8) をサイドパネル (５) にはめ込み、上部レール (７) 下に

設置します。

ボルト (21) を上から入れ、ナット (28) を下から固定します。

Step6Step5

後部パネル補強材 (10) は上部レール (７) 下の中央に、ボルト (21) と

ナット (28) を使い固定します。

BP4(4) をユニットの後ろに合わせ、ボルト (23) をそれぞれの末端に 3本、

内側から (28) ナットを使い固定します。

Step7
ユニット内部にある BP1(1) 上部の縁と BP2(2) 下部の縁を

ボルト (23) とナット (28) 使い固定します。

９箇所すべてに行ってください。

Step8

BP4 の上端折り返し部分を上部レール（７）の
返しの下に入れ込んでください。

BP4

リンクアーム (31) を取り出し、ワッシャー (18) とアームブラケット (12) を湾曲している端末にスライドさせて、

曲がりのある箇所を 1つ超えてください。

リンクアーム (31) を外側からパネル内部の穴に通して、図のように、アームが適切な位置になるまで上向きに回転させます。

リンクアームブラケット (12) をユニット外側からボルト (23) を差し込み締め付けます。

ユニット内部でワッシャー (18) をリンクアーム末端までスライドさせます。

ユニット内部と外部にはＲクリップ (14) を使い、リンクアームを適切な位置に固定します。

左右同様に行ってください。

Step9

フロア（19）は後部に穴が 2つ空いている長縁ユニットの底面に収まります。

フロアの側面はサイドパネル底面のＺセクション（9）に収まります。

セルフタッピングビス（20）4本をフロアからＺセクション（9）の穴に通し固定します。

Step10
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曲がりのある箇所を 1つ超えてください。

リンクアーム (31) を外側からパネル内部の穴に通して、図のように、アームが適切な位置になるまで上向きに回転させます。

リンクアームブラケット (12) をユニット外側からボルト (23) を差し込み締め付けます。

ユニット内部でワッシャー (18) をリンクアーム末端までスライドさせます。

ユニット内部と外部にはＲクリップ (14) を使い、リンクアームを適切な位置に固定します。

左右同様に行ってください。

Step9

フロア（19）は後部に穴が 2つ空いている長縁ユニットの底面に収まります。

フロアの側面はサイドパネル底面のＺセクション（9）に収まります。

セルフタッピングビス（20）4本をフロアからＺセクション（9）の穴に通し固定します。

Step10



A：組み立てを始める前に、図を参考にして、すべての部品を確認してください。

B：完成した倉庫はコンクリートや舗装スラブに固定してください。

C：部品を取り扱う際には、ケガをしないように十分に注意してください。

D：製品を風の強いところで使用する際は、十分に注意してください。

E：子供が製品を使用する際には、目を離さないでください。

F：悪天候から守るために、シーリング材でパネルのすき間を埋めることをお勧めします。

G：万が一、製品が破損したり、部品を損失し、製品の組み立てが困難な場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図を参考にしながら読んでください。
すべての手順ごとにボルトを確実に締めてください。
必要な工具：プラスドライバー（２と３のビット）、スパナ（8ｍｍ、10ｍｍ）

TM3 基本組立説明書

本　　　社 : 名古屋市港区宝神 3 丁目 1016

tel : 052-384-7086  fax : 052-384-7087
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tel : 072-755-7025  fax : 072-755-7025

www.gardenup.co.jp
sales@gardenup.co.jp
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取り出してください。

Step1
Z 型フロアサポート (9) を配置してパネルの横にはめ込んでください。
それぞれの縁を (23)（m5x10 プラスボルト）と (28) のナット使い締めます。

反対側のパネルにも繰り返し行ってください。

Step2

BP2(2) を BP1(1) の上に配置します。

それぞれの末端のフックはサイドパネルに完全に差し込み、しっかりと押し下げます。

ボルト (23) を BP1(1) と BP2(2)、サイドパネルに通しナット (28) でとめて、
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ナットで締めます。
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