お知らせ
製品の仕様変更に伴い、付属の DVD の組み立て方と
若干手順が異なる場面がございますが、従来の製品
と構造は変わっておりません。
お客様のご理解とご協力をお願い致します。

使用上の注意
この度は「キャットバンテージ・プラス」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
本製品は天井と床で突っ張るタイプのキャットタワーです。使用法を誤ると思わぬ怪我や破損の原因となります。
本製品の使用による怪我や財産の損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねますので、この説明書をご覧になり、
安全をよくご確認の上ご使用下さい。
・取り付け可能な天井の高さは 230〜250cm の間です。この高さの範囲内でご使用下さい。
・本製品は天井と床で突っ張るタイプのキャットタワーですが、必ず天井ディスクを天井にネジで固定してお使い下さい。また、使用していると
木材部品の変形や振動により、ネジや突っ張る力が緩む事がありますので、こまめに点検をして安全確認をおこなって下さい。賃貸などでどう
してもネジ止めが出来ない場合はより強く突っ張るように調節し、念入りに安全確認をおこなって下さい。本製品の使用による怪我や財産の損
害に対し、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
・上下のディスクに滑り止めパッドが取り付けられていますが、床や天井の素材によっては十分に機能しない事がございます。設置後に滑らない
か確認してください。
・各ステップは最大 20kg までの荷重に耐えられますが、誤って高所から落下すると危険なので体重が 15kg を超える猫、子猫、老猫の使用はお控
え下さい。
・各種ナットを締める際は付属の工具を使用し、電動工具は使用しないで下さい。ロッドに負荷がかかりすぎて全体の組み立てに悪影響を及ぼし、
ひいては思わぬ怪我や破損の原因となります。
・設置場所は天井裏に梁が通っているところに設置して下さい。梁がある場所は専用の道具を使用するか、工務店にご相談下さい。
・調節ノブは必要以上に回しすぎると部品や天井の破損の原因となりますので、ご注意下さい。
・一人でキャットバンテージを支えながら、椅子やハシゴの上に上がるのは大変危険です。組み立てや設置の際は二人以上で作業をして下さい。
・キャットバンテージは室内飼い用に設計されています。屋外での使用は出来ません。

製品仕様
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【１】ベース部の組立
カプラーナット
スプリングワッシャー S
ワッシャー S
ステップ S
（カーペットの面が上側）

※組立ての前に部品名称・個数をお確かめてください。

各部に隙間が無いか確認しながら
付属のレンチでしっかりと締める。
※ロッドに対し真っ直ぐ入れて下
さい。また、最後まで締まらな
い場合はパーツの入れ忘れが無
いかもう一度ご確認下さい。
（特にショートスペーサー）

プラスチックダボ ×3

スクラッチスペーサー
※ネジ穴が一つのスペーサー

ステップ S
（カーペットの面が上側）

側面のネジ穴が正面を向き
上側にある

向かって左を向く

プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップ S
（カーペットの面が上側）

ステップは必ずカーペット面を
上にして下さい。裏返すと正しく
組み立てられません。

向かって右を向く

プラスチックダボ ×3
出っ張りが下向き
ショートスペーサー
（スタンダードスペーサー
についています）

入れ忘れに注意
スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ベーススペーサー

側面のネジ穴が正面を向く

ベース用シート
ベースロッド (68cm)
※一番長いロッド

六角レンチで奥まで締めておく

【１】ベース部の組立

※補足事項は左図に載っています。合わせてお読み下さい。

①ベーススペーサーの裏側にベ
ース用シートを貼付けます。
※シートの穴をベースの穴と
合わせて貼って下さい。

⑥ステップＳの上にスタンダード
スペーサーを取り付けます。
※ ネジ穴の開いていないスペー
サーです。

⑪ステップＳを取り付けます。
※向かって正面に向くよう
に取り付けて下さい。

②ベーススペーサーの中心にベ
ースロッドを通します。
※側面のネジ穴が正面に向く
ように置いて下さい。

⑦スタンダードスペーサーの穴３
ヶ所にプラスチックダボ３本を
取り付けます。

⑫ベースロッドのネジ部にワッ
シャーＳ、スプリングワッシ
ャーＳの順に置いて下さい。

③ベーススペーサーの上にスタ
ンダードスペーサー / ショー
トスペーサーを取り付けます。
※ ネジ穴の開いていないスペ
ーサーです。

⑧ステップＳを取り付けます。
※向かって左側に向くように取
り付けて下さい。

⑬カプラーナットを手で回ると
ころまで締めて、付属の工具
を使って締め付けてください。
※パーツの入れ忘れがあると
最後まで締まりません。

④ショートスペーサーの穴３ヶ
所にプラスチックダボ３本を
取り付けます。

⑨スクラッチスペーサーを取り付
けます。
※側面のネジ穴が正面に、かつ
上側を向くように置いて下さい。
向きに注意
ショート
スペーサー
の入れ忘れ
に注意。

⑤ステップＳを取り付けます。
※向かって右側に向くように
取り付けて下さい。

⑩プラスチックダボ３本を取り付
けます。

⑭これでベース部は完成です。
※隙間が無いか確認して下
さい

【２】中間部の組立

※組立ての前に部品名称・個数をお確かめてください。

カプラーナット
スプリングワッシャー S

付属のレンチでしっかりと
締める。締める際、各部に
隙間が無いか確認しながら
締めてください。

ワッシャー S
正面を向く

ステップ S
プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップ S

向かって左を向く

プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップ S

ステップは必ずカーペット面を
上にして下さい。裏返すと正しく
組み立てられません。

向かって右を向く

プラスチックダボ ×3

注意
スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

※ここからの組み立ては
寝かせた状態で組み立
てを行って下さい。
立てた状態で組み立て
ると、倒れる可能性が
あり危険です。

M サイズロッド (52cm)
※図では長さを省略しています
カプラーナットに取り付ける

1 で組み立てたベース部

【２】中間部の組立

※補足事項は左図に載っています。合わせてお読み下さい。

①組み立てたベースにＭサイズ
ロッドを取り付けます。
※時計回りに手で締まる所ま
で締め込んでください。

⑥スタンダードスペーサーを取り
付け、
プラスチックダボ３本を
取り付けます。

②スタンダードスペーサーを取
り付け、
プラスチックダボ３
本を取り付けます。

⑦ステップＳを取り付けます。
※向かって正面に向くように
取り付けて下さい。

③ステップＳを取り付けます。
※向かって右側に向くように
取り付けて下さい。

⑧Ｍサイズロッドのネジ部にワッ
シャーＳ、スプリングワッシャ
ーＳの順に置いて下さい。

④スタンダードスペーサーを取
り付け、
プラスチックダボ３
本を取り付けます。

⑨カプラーナットを手で回るとこ
ろまで締めて、付属の工具を使っ
て締め付けたら中間部の完成です。

１で組み立てたベース部
⑤ステップＳを取り付けます。
※向かって右側に向くように
取り付けて下さい。

【３】上部の組立

※組立ての前に部品名称・個数をお確かめてください。

カプラーナット
スプリングワッシャー S

付属のレンチでしっかりと
締める。締める際、各部に
隙間が無いか確認しながら
締めてください。

ワッシャー S
ステップ M

正面を向く

プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップ M

※スクラッチ板用ネジ穴
がある方が正面

向かって左を向く

プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップ M
プラスチックダボ ×3

スタンダードスペーサー
※ネジ穴が無いスペーサー

ステップは必ずカーペット面を
上にして下さい。裏返すと正しく
組み立てられません。

向かって右を向く

注意
※寝かせた状態で組み立
てを行って下さい。
立てた状態で組み立て
ると、倒れる可能性が
あり危険です。

M サイズロッド (52cm)
※図では長さを省略しています
カプラーナットに取り付ける

1 で組み立てた中間部

【３】上部の組立

※補足事項は左図に載っています。合わせてお読み下さい。

①組み立てた中間部にＭサイズ
ロッドを取り付けます。
※時計回りに手で締まる所ま
で締め込んでください。

⑥スタンダードスペーサーを取り
付け、
プラスチックダボ３本を
取り付けます。

②スタンダードスペーサーを取
り付け、
プラスチックダボ３
本を取り付けます。

⑦ステップ M を取り付けます。
※向かって正面に向くように
取り付けて下さい。

③ステップ M を取り付けます。
※向かって右側に向くように
取り付けて下さい。（スクラッ
チ板取り付け用のネジ穴があ
る面が正面）

⑧Ｍサイズロッドのネジ部にワッ
シャーＳ、スプリングワッシャ
ーＳの順に置いて下さい。

④スタンダードスペーサーを取
り付け、
プラスチックダボ３
本を取り付けます。

⑨カプラーナットを手で回るとこ
ろまで締めて、付属の工具を使っ
て締め付けたら上部の完成です。

中間部

⑤ステップ M を取り付けます。
※向かって左側に向くように
取り付けて下さい。

注意
※ここからの組み立ては
いすなどに寝かして組
み立てを行って下さい。
立てた状態で組み立て
ると、倒れる可能性が
あり危険です。

【４】ロフト部の組立

※組立ての前に部品名称・個数をお確かめてください。

スプリングにかぶせる
スプリングカバー

スプリング
キャップナット ×3
六角ナット S ×3
スプリング
ワッシャー S×3

キャップナットがロフトロッドに
かからない場合は、ロフトロッド
を２〜３回転ほど、緩めて再度組
み直しをして下さい。

付属のレンチでしっかりと
締める。締める際、各部に
隙間が無いか確認すること。

ワッシャー S×3

調整スペーサー

向かって左を向く

ジョイントロッド (31cm)×3

ジョイントダボに
取り付ける

ロフトロッド (16cm)

付属の六角レンチしっかり
とで締める

ロフト補強板用ネジ ×3

ドライバーで締める

ロフト
ジョイントダボ ×3

向かって右を向く

ロフト補強板
ロフトスペーサー用ネジ ×3

ロフトスペーサー
※ネジ穴が三つのスペーサー

溝がある方が上向き
ドライバーで締める
※斜めに入りやすいので注意
穴が揃わない時は竹串で穴を
そろえる

ガイドロッドの中を通す
ガイドロッド

向きに注意（出っ張りが上側）

カプラーナットにかぶせる

上部パーツ

【４】ロフト部の組立

※補足事項は左図に載っています。合わせてお読み下さい。

①ロフトスペーサーにロフト補
強板をのせジョイントダボ３
本をはめて下さい。※ロフト補
強板は溝がある方が上です。

⑤組み立てたロフト部をはめ込み
ます。
※向かって右側にくるように取
り付けて下さい。

付属のボックスレンチにて３本
均等に締め付けてください。

②ロフトスペーサーの３ヶ所の
穴からロフトスペーサー用ネ
ジ３本を取り付けて下さい。
ネジが斜めに入らないようご
注意して下さい。

⑥中心の穴にロフトロッドを通し、
付属の六角レンチでを締め付け
ます。※ロフトロッドがガイド
ロッドの中を通るよう注意して
下さい。

⑩３本の六角ナットＳの締め付
け後、キャップナットを取り
付けて下さい。

※ネジ穴を合わせにくい際は付
属の竹グシを使って穴をそろ
えて下さい。

⑦ジョイントロッド３本をジョイ
ントダボのネジ部に取り付けま
す。※手で回らなくなるところ
まで締め付けてください。

⑪調整スペーサーのスプリング
部にスプリングカバーをかぶ
せて下さい。

③組み立てたロフト補強板の上
にロフトをのせ、ロフト補強
板用ネジ３本で締め付けてく
ださい。

⑧調整スペーサーの穴 3 箇所に
ジョイントロッド３本を通しな
がら調整スペーサーを最後まで
差し込んでください。

④ガイドロッドを、組み立てた
本体のカプラーナットの上に
かぶせる様に取り付けて下さ
い。※向きに注意して下さい。

⑨ロフトロッドにワッシャーＳ、
スプリングワッシャーＳ、六角
ナットＳの順で取り付けて下
さい。

⑫ロフト部分の完成です。

【５】突っ張り部の組立

天井用ディスクシート
天井用ディスク

※組立ての前に部品名称・個数をお確かめてください。

調整ロッドが天井側に飛び出
さないよう、注意して下さい。
天井を傷つける原因となりま
す。

ワッシャー L
スプリングワッシャー L

六角ナット L

回転ノブ

必ず天井用ディスクと天井を
ネジで固定して下さい。
ご家庭により天井の材質が異
なるため、ネジは同梱されて
いません。お手数ですが、
天井の材質にあったネジを別
途お買い求め下さい。
何卒ご理解のほど、よろしく
お願い致します。

ノブを回して突っ張り具合を
調節する。
※こまめに点検をし、緩んで
いたら締め直して下さい。

ワッシャー L

緩衝用ゴム

調整ロッド (41cm)

※緩衝用ゴムが差し込み穴
の直径とぴったりになっ
ていますので、入れにく
くなっていますが、ロッ
ドのがたつきを抑え、騒
音を防ぐ為の仕様です。
ご了承下さい。

差し込む

ロフト部パーツ

【５】突っ張り部の組立

※補足事項は左図に載っています。合わせてお読み下さい。
࣡ࢵࢩ࣮ࣕ㹊

ツメがある方の
面に貼る

①天井ディスク天井用シートを
貼付けます。※ツメ付きナット
のツメがある方に貼ります。

④組み立てた調整ロッドにワッ
シャーＬを入れてください。

①回転ノブを調節ロッドに取り
付けます。

⑤スプリング部に差し込んで下さ
い。

࣡ࢵࢩ࣮ࣕ㹊

ࢫࣉࣜࣥࢢ࣡ࢵࢩ࣮ࣕ㹊
ㄪᩚࣟࢵࢻ

භゅࢼࢵࢺ㹊

②調整ロッドに六角ナット L・
スプリングワッシャーＬ、ワ
ッシャーＬ、を取り付けます。

①タワーを立て、回転ノブを回し
て天井につっぱり、固定して下
さい。※前後左右から見て、垂直
に設置し固定して下さい。

③部品を取り付けた調整ロッド
に天井ディスクを取り付けて、
スパナで締め付けてください。
※写真の工具は現物と異なります。

②位置が固定できましたら、
カバ
ー用チューブを必要な長さにカ
ットして調整ロッドを隠すよう
にかぶせてください。

※調整ロッドの先端が飛び出さ
ないようにご注意下さい。

③スクラッチ板をネジ２本で取り
付けて完成です。

注意
取り付ける際は必ず天井ディス
クを天井にネジで固定してお使
い下さい。また、使用している
と木材部品の変形や振動により、
ネジや突っ張る力が緩んできま
すので、こまめに点検をして、
転倒の危険がないか安全確認を
おこなって下さい。
本製品の使用による怪我や財産
の損害に対し、弊社は一切の責
任を負いかねますのでご了承下
さい。

