
SS-A-ASSY-200426

SS-04 / SS-04FX / SS-04-CT
SS-06-L /SS-06-R
SS-10 / S-10-2

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、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。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。
あらかじめご了承ください。
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Thank you 
for choosing 
Stock-Stock.

このたびは、Stock-Stockのご購入ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先

株式会社トリイデザイン研究所
ストックストック事業部

info@stock-stock.jp
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ご使用の前に、「利用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

ご利用上の注意

●本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような信頼性を要求される分野に適応するよ
うには設計されていません。

●本製品の故障またはその使用によって生じた直接/間接的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。

マークが意味すること

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろと絵表
示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を理解してから本文にお進みください。

警告
この表示を無視して、誤った取扱をすると、

人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容
を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取扱をすると、

人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物
的損害の発生が想定される内容を示しています。

この図記号は危険(警告、注意を含む)を促す事項を示しています。
具体的な警告内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。

絵表示の例 この図記号はしてはいけない行為(禁止事項)を示しています。
具体的な禁止内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。

この図記号は必ずしてほしい行為(強制事項)を示しています。
具体的な強制内容は図記号の近くで絵や文章で示しています。

免責事項

3ご利用上の注意
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本体を並べて使用する場合は、上下・横連結がされているかご確認
ください。連結されていない場合は、使用せず、お買い上げの販売
店にご連絡ください。

4

警告

転倒防止金具は、絶対に外さないでください。
禁止 転倒によって、けがをする原因になります。

壁面に設置する製品は、地震対策のために、壁固定金具(別途購入)
で本体に壁固定することをお勧めします。
地震などの揺れによる転倒の恐れがあります。

必ず守る

転倒の恐れがあります。

推奨

ご利用上の注意
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天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。

5

この製品は室内または屋内用です。

必ず守る
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび変色の原因になります。

直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や
湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形のおそれがあります。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。

天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを直接置かないでください。

必ず守る
白く変色するおそれがあります。茶たくや鍋敷きなどを敷いて使用してください。

棚板には、耐荷重（下表数値）を超えてものをのせたり、入れたりしないでください。

故障や変形の原因になります。均等に載せたときの1個あたりの耐荷重

扉を開けたままで、キーを施錠位置にして、閉めないでください。
鍵がかかってしまったり、施錠装置が破損する原因になります。

棚板への収納は均等に行ってください。
中央に偏ると棚板が変形する原因になります。

必ず守る

注意

棚板 490N(約50kgf)

収納物が棚板からはみ出さないようにしてください。
扉の開閉や施錠の妨げになったりします。

必ず守る

ご利用上の注意

禁止

禁止

禁止

禁止
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この製品と収納物の重量に耐えられな
い場所には、設置してください。
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安全上の注意

乱暴な取扱や用途以外の使用はしな
いでください。
けがや故障・破損の原因になります。

床に傾斜や段差のある、不安定な場
所では使用しないでください。

地震などの揺れによる転倒の恐れがあります。

転倒によるけが・破損の原因になります。

設置の際は、本体の水平を保つように
アジャスターで調整してください。

必ず守る 前傾した状態で設置すると、扉が開いたり、
引き出しが流れ出たり、本体が倒れてきて、
けがをするおそれがあります。

運動具や乗り物がわりに使ったり、
ゲームなどの遊びに使用しないでくだ
さい。(お子様にご注意ください。)

転倒や破損により、けがをする原因になります。

ストーブなど火気を近づけて使用しな
いでください。
やけどや火災の原因になります。

可動部のすき間に手や指を入れない
でください。
けがをする原因になります。

使用していないボルト穴や取付穴に
指を入れないでください。
(特にお子様にご注意ください。)
けがをする原因になります。

天板の上に立ち上がったり。腰を掛
けたりしないでください。

転倒や転落によるけがの原因になります。

のせるものが、天板からはみ出さな
いようにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあります。

製品にぶら下がらないでください。
(特にお子様にご注意ください。)

転倒や破損によるけがの原因になります。

扉の開閉はゆっくり行い、手や指、
衣服をはさまないように注意してく
ださい。必ず守る

勢いよく行うと、けがや破損するおそれがあり
ます。

ご利用上の注意

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止
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扉を施錠するときは、すべての扉が完
全に閉まっていることを確認してから
施錠してください。
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扉を開いた状態で、上から押さえた
り引っ張ったりしないでください。
転倒や破損によるけがの原因になります。

貴重品を入れないでください。
簡易施錠ですから、工具による破壊には耐えら
れません。

必ず守る

扉が少しでも開いていると、施錠されない場
合があります。

製品の上に立ち上がったり、腰を掛け
たりしないでください。また、もたれ
かかったり、ぶら下がったりしないで
ください。

転倒や転落によるけがの原因になります。

可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

ボルトやネジがゆるんだまま使用し
ないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする
原因になります。早めに閉め直してください。

溶接外れやリベットのゆるみ、ア
ジャスターやキャップ類の欠落など、
異常を発見したときは、ただちに使
用を中止して、お買い上げの販売店
にご相談ください。

必ず守る

そのまま使用していますと、製品の破損によ
り、けがをするおそれがあります。

製品に貼ってあるラベルは、絶対に
はがさないでください。

誤った使い方や事故を防止するためのものです。
ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社
から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用
ください。

この製品を他の人が使用するときは、
この取扱説明書をよく読んでじゃら
使用するようにご指導ください。必ず守る

製品の分解や改造はしないでください。

けがや故障の原因になります。

安全上の注意

ご利用上の注意

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止
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同梱品の確認
ご使用の前に、購入した製品の同梱品の数を確認してください。
製品によって同梱品の個数が変わるので、共通項目と個別項目ともにご確認ください。

SS-04

各製品共通

取扱説明書 (本書)

1冊

備蓄品収納方法説明書

1冊

備蓄品チェックリスト

1部

上部ユニット

1台

下部ユニット

1台

有効期限
マグネット

1枚

M6
アップセットネジ

4本

ネジ穴
キャップ

4個

SS-04-CT
上部ユニット

2台

台車ユニット

1台

有効期限
マグネット

1枚

M6
ネジ

16本

ネジ穴
キャップ

8個

同梱品の確認 8

ダンボール数:2個 (備蓄品を除く)

ダンボール数:3個 (備蓄品を除く)

フランジ
ナット

8個
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SS-04-FX
上部ユニット

2台

有効期限
マグネット

1枚

SS-06 L/R
上部ユニット

1台

下部ユニット

2台

有効期限
マグネット

1枚

ネジ穴
キャップ

4個

SS-10
上部ユニット

2台

下部ユニット

2台

有効期限
マグネット

1枚

ネジ穴
キャップ

8個

SS-10-2
上部ユニット

4台

下部ユニット

4台

有効期限
マグネット

1枚

ネジ穴
キャップ

16個

9同梱品の確認

ダンボール数:2個 (備蓄品を除く)

ダンボール数:3個 (備蓄品を除く)

ダンボール数:4個 (備蓄品を除く)

ダンボール数:8個 (備蓄品を除く)

M6
ネジ

12本

フランジ
ナット

8個

M6
ネジ

24本

フランジ
ナット

16個

M6
ネジ

64本

フランジ
ナット

48個

M6
ネジ

8本

フランジ
ナット

8個
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各部の名称
この取扱説明書で使う名称の箇所を図示いたします。
名称でお困りの際はこちらをご覧ください。

各部の名称 10

SS-04-CT / SS-04-FX SS-04 / SS-06 / SS-10

1. 外観

ユニット2段タイプユニット1段タイプ
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各部の名称 11

2.内部

3.内部の有効寸法

下部ユニット

上段

上部ユニット

下段

上段

下段

幅(W) 380mm

奥行(D) 345mm

高さ(H) 343mm

幅(W) 380mm

奥行(D) 345mm

高さ(H) 385mm

幅(W) 380mm

奥行(D) 345mm

高さ(H) 385mm

幅(W) 380mm

奥行(D) 345mm

高さ(H) 385mm
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組み立て方法

注意 製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1. 開梱方法

荷姿 (2箱並んでいる状態) 上のダンボールを外した状態

組み立て方法

1 PPバンドを外す。

2 上のダンボールを持ち上げる。

3 土台のダンボールに乗っている本体を
二人で持ち上げる。

上の
ダンボール

土台ダンボール

上の
ダンボールを
持ち
上げる

4 エアキャップを外す。
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2.電源ケーブル配線方法

組み立て方法

ベースの上の配線孔キャップカバーを取る

ベースが取り付いている製品は、ベースの左右面にケーブル通し用の穴があいています。
上下を連結する前に、ケーブル通し穴を使ってケーブルを通す作業を行ってください。

注意 作業をするときは、2名以上で行ってください。
本体を倒すときは、二名以上で持ち上げてください。転倒する可能性があります。

1 配線孔にOAタップのケーブルを通す2

本体を少し倒して、ベース内部に手を
入れてケーブルを側面の穴から出す3 配線孔キャップカバーを取り付けて、

OAタップを本体に取り付ける4

※SS-04-CTの場合は、ケーブルを通して、下にケー
ブルをおろしてください。

※OAタップを取り付ける場合は、マグネットで取り付
けるタイプの製品をご利用ください。備蓄品とセットの
製品の場合は、同梱のOAタップをご利用ください。
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3.レベル調整方法
SS-04 / SS-04-FX / SS-06 / SS-10 / SS-10-2 対象製品

組み立て方法

1 本体を少し倒す。

上部連結する前に、本体のレベル調整を行ってください。

注意 作業をするときは、2名以上で行ってください。
本体を倒すときは、二名以上で持ち上げてください。転倒する可能性があります。

2 アジャスターを使って
水平になるように、
レベルを調整する。
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4.台車ユニット取り付け方法 (SS-04-CTはこの作業から)
SS-04-CT対象製品

組み立て方法

1 台車ユニットを水平な場所
に置きます。

SS-04-CTを組み立てる場合は、台
車ユニットを取り付けてから作業を
進めてください。

注意
台車ユニットは、ハンドルの位置
によって左右があります。図を見
て正しく設置してください。

2 台車ユニットのキャスター
を4輪とも動かないように
ロックします。

3 上部ユニットを図のように
台車ユニットにのせます。

4 アップセットボルトを使っ
て、台車ユニットと連結し
てください。(8箇所)

注意 このページはSS-04-CTのみ読む必要があるページです。
SS-04-CT以外の製品をご購入の方は読み飛ばしてください。
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5. 本体の上下の連結
SS-04 / SS-06 / SS-10 / SS-10-2 対象製品

上部ユニットは、上の扉が飛び出
ているユニットです。

組み立て方法

注意

ネジを入れる部分は、穴が小さいた
め、ネジをうまく溶接ナットに入れ
ることができない場合があります。

マグネット付きのドライバーを使う
と簡単に穴に入れることができます。

ネジを締めるときは、
マグネット付きドライバーを
ご利用ください。

上部ユニット

下部ユニット

上部ユニットと
下部ユニットの違い

作業をするときは、2名以上で行ってください。
上部ユニットを持ち上げるときは、二名以上で持ち上げてください。
落下する可能性があります。

1 上部ユニットを持ち上げて
下部ユニットの上に載せる。

2 マグネット付きドライバーを
使って、ネジを4箇所締める。

3 ネジ穴キャップを4箇所には
める。

本体の上下連結の方法をご説明しま
す。作業は必ず2名以上で行ってく
ださい。
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6. 本体の横連結
SS-04-CT / SS-04-FX / SS-06 / SS-10 / SS-10-2 対象製品

組み立て方法

M6ネジ側ナット側

1 本体同士をフランジナット
とアップセットボルトで連
結してください。

本体の横連結の方法をご説明します。

注意

ネジは2つのユニットを固
定する場合は8個使用して
ください。

すべて固定しないと、本体がねじれる
可能性があります。
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転倒防止金具の取付例

注意 ここで紹介するのは取り付け例のご案内です。
転倒防止を保証するものではありません。

転倒防止金具取り付け例

必ず、取り付けを行う場合は、転倒防止金具の取扱説明書をご覧ください。

アイディールブレーン株式会社製の「ガムロック」を利用すると、アンカー固定の方法をとることなく、震
度7の揺れが起こっても転倒防止ができます。弊社では、壁面や床に対してネジ固定をする方法ではなく、
接着による方法をご提案いたします。具体的な固定方法などは、ガムロックの取扱説明書を確認いただいた
うえでご使用ください。

SS-04 SS-10
高さ：1790mm / 幅：440mm /奥行：400mm
重量：58kg(筐体のみ)

高さ：1790mm / 幅：880mm /奥行：400mm
重量：116kg(筐体のみ)

取付イメージ
ガムロック
NewMB IB-16

ガムロック
NewBB IB-14

震度7対応
重量150kgまで

震度7対応
重量300kgまで
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仕様

仕様

SS-04-FX

SS-04-CT

56kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数

59.8kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数 個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット
(ハンドル付) 2個 485 455 975

台車ユニット 1個 930 455 250

個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット
(ハンドル付)
(ベース付)

2個 485 455 975

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

880mm 400mm 960mm

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

880mm 400mm 1,028mm

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重
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SS-04

SS-06 L/R

54kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数

80kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数 個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット 1個 485 455 975

上部ユニット
(ベース付き)
(ハンドル付)

1個 485 455 975

下部ユニット
(ベース付き) 1個 485 455 985

個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット 1個 485 455 975

下部ユニット
(ベース付き) 1個 485 455 985

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

440mm 400mm 1,790mm

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

880mm 400mm 1,790mm

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重



取扱説明書
SS-A-ASSY-200426

21仕様

SS-10

SS-10-2

108kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数

216kg(筐体のみ)重量

寸法

梱包数 個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット 4個 485 455 975

下部ユニット
(ベース付き) 4個 485 455 985

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

880mm 400mm 1,790mm

幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

1,960mm 400mm 1,790mm

個数 幅(W) 奥行(D) 高さ(H)

上部ユニット 2個 485 455 975

下部ユニット
(ベース付き) 2個 485 455 985

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重

各棚板：490N(約50kgf))耐荷重
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