
人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。安全上の注意

キャットバンテージプラス Ver2　取扱説明書 1 ページ

ごあいさつ
この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず説明書の内容をご確認ください。
また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

●本製品は非常に大型で重量のある製品です。組み立て・設置は必ず二人以上で行い、ケガや事故に十分注意してください。
●床と天井に接する部品には滑り止めパッドが取り付けてありますが、素材や状態によっては滑ることがありますので設置
　後はしっかりと固定されているか必ず確認してください。
●ペットが予期せぬ行動を取る場合がありますので、必ず飼い主様の目の届く範囲で使用してください。
●周囲に壊れやすいものがある場所、飛び移られると危険な場所の近くで使用しないようご注意ください
●本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

●火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
●本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
●定期的に本製品の点検を行ってください。

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。注意

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。重要

●梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるのでお子様やペットがビニール袋で遊ばないようご注意ください。
●人間が乗ったり過度な荷重をかけることは絶対にお止めください。また、お子様が遊んだりしないようご注意ください。
●服やリードなどは引っかかるものは思わぬ事故やケガの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
●各部品がしっかりと固定されていることを確認してから設置、使用してください。また、長時間使用しているとネジが
　緩んできますので、定期的に緩みなどがないか確認して締め直してください。
●傾いたり、滑りやすい場所での使用はお止めください。転倒など思わぬ事故やケガの原因となります。
●ステップの耐荷重は 8kg までです。また、同時に３匹以上の猫に使用させないでください。
　老猫や子猫への使用もお止めください。
●本製品は愛猫用玩具です。本来の用途以外に使用しないでください。
●本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。警告

製品情報

外寸(約)：幅46.8×奥33.9×高6cm（ゴム足含まず）
重量(約)：1kg

主な材質：

生産国：
企画/デザイン：

メーカー：

【ステップ】合板木材
【支柱】ポリプロピレン
台湾
DESIGNWERKS, Inc（アメリカ）
株式会社オーエフティー

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。
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パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。梱包内容

ベース：1台 スペーサー（中）：7本

スペーサー（長）：2個

本体部品 本体部品

スペーサー（長）：1本
本体部品

ステップ（小）：6枚 ステップ（中）：3枚
本体部品 本体部品

ロフト：1枚
本体部品

消耗部品

スクラッチスーペサー：1本

※ネジ穴が 1ヶ所開いている ※ネジ穴が 3ヶ所開いている

本体部品

ロフトスペーサー：1本
本体部品

調整スペーサー：1本 スクラッチ板：1枚
本体部品

カプラーナット：3個
本体部品

ワッシャー (小 )：6枚
ワッシャー (大 )：2枚

本体部品

スプリングワッシャー (小 )：6枚
スプリングワッシャー (大 )：1枚

本体部品

ナット (小 )：3個
ナット (大 )：1個

本体部品

キャップナット：3個
本体部品

ジョイントダボ：3個
本体部品

なべネジ：3本
本体部品

皿木ネジ：3本 木ネジ：2本
本体部品 本体部品

すべり止めパッド (ベース用、天井ディスク用 )：各 1枚
本体部品

ロフト補助板：1枚
本体部品

ベースロッド：1本
本体部品

支柱ロッド：2本
本体部品

ジョイントロッド：3本
本体部品

調整ロッド：1本
本体部品

プラダボ：27本
本体部品

回転ノブ：1個
本体部品

ガイドパイプ：1本
本体部品

天井用ディスク：1枚
本体部品

スプリングカバー：1個
本体部品

ロフトロッド：1本
本体部品

全長約 68㎝ 全長約 52㎝ 全長約 41㎝全長約 31㎝

×６

×2

×６

×1

×3

×3×3 ×2×3

×27

×1

×7

×6 ×3

×2 ×3

ベース用 天井ディスク用

竹串：1本
付属品

メガネレンチ：1本
付属品

ミニスパナ：1本
付属品
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ベースの裏面に滑り止めパッド（ベース用）を
貼り付けます。

ベースの中心にベースロッドを下から通します。 スペーサー（長）を取り付けます。

プラダボをスペーサーの角の穴に差し込みます。
（計 3ヶ所）

ステップ (小 ) を取り付けます。
※ステップの向きに注意してください。

すべり止めパッド
（ベース用）

ベースのネジ穴と
同じ向きにならない
よう注意

組み立てはファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。組み立て方 注意

●本製品は非常に大型で重量のある製品です。組み立て・設置は必ず二人以上で行い、ケガや事故に十分注意してください。

●プラスドライバー・・・ネジ類の取り付けに必要です。

組み立てに必要なもの

組み立て方

ベース

プラダボ ステップ（小）

ベースロッド スペーサー（長）

スペーサーを取り付けます。

スペーサー



プラダボを取り付けます。
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ステップ (小 ) を取り付けます。 スクラッチスペーサーとプラダボを取り付けま
す。　※スクラッチスペーサーの向きにご注意
ください。

ステップ (小 ) を取り付け、ワッシャー (小 )
スプリングワッシャー (小 ) の順に部品を乗せ
ます。

※説明のためプラダボを一部省略しています

※説明のためプラダボを一部省略しています

※説明のためプラダボを一部省略しています

※拡大図

カプラーナットを付属のメガネレンチで
しっかりと締めて固定します。

スクラッチ板を木ネジで取り付けます。
※スクラッチ板を取り付けなくても組み立ては
　可能です。

支柱ロッドをカプラーナットに取り付けます。 同じように各部品の取り付けを 2回繰り返し
ます。

ベースのネジ穴と
同じ向きにならない
よう注意

ベースのネジ穴と
同じ向きにする

スペーサー、プラダボ、ステップ (小 ) の順番に
取り付けます。

プラダボ
プラダボ

スクラッチスペーサーステップ（小）

スプリングワッシャー

カプラーナット

支柱ロッド

スクラッチ板

木ネジ

木ネジ

ワッシャー

ステップ（小）

スペーサー

プラダボ

ステップ（小） スペーサー

プラダボ

ステップ（小）

スペーサー

プラダボ

ステップ（小）



手順 10・11と同じように、ワッシャー (小 )
とスプリングワッシャー (小 ) の順を乗せて、
カプラーナットで固定します。

同じように各部品と取り付けていきます。

キャットバンテージプラス Ver2　取扱説明書 5 ページ

ガイドパイプをカプラーナットに被せます。

ロフトをロフト補助板の上に重ねて、皿木ネジ
で固定します。

支柱ロッドをカプラーナットに取り付けます。

ジョイントダボを回しながら穴の位置を揃えて、
なべネジで固定します。　※穴の位置が揃って
いるかは付属の竹串を差し込んで確認できます。

ロフトスペーサーにロフト補助板、ジョイント
ダボを取り付けます。
※ロフト補助板の表裏に注意してください。

手順 10・11と同じように、ワッシャー (小 )
とスプリングワッシャー (小 ) の順を乗せて、
カプラーナットで固定します。

※拡大図

※拡大図

スペーサー、プラダボ、ステップ (中 ) の順番
に取り付けます。

※説明のためプラダボを一部省略しています

※説明のためプラダボを一部省略しています

※説明のため向きを変えています。

※説明のためプラダボを
　一部省略しています

竹串を差し込んで
穴の向きを確認

なべネジ

ロフトスペーサー

ロフト補助板

ジョイントダボ

窪みがある方が上

皿木ネジ

ジョイントダボを回して
穴の向きを合わせる

支柱ロッド

ガイドパイプ

ロフト



キャットバンテージプラス Ver2　取扱説明書 6 ページ

調整スペーサーをジョイントロッドに差し込む
ように取り付けます。

調整ロッドに調整ノブ、ナット (大 ) の順に取り
付け、スプリングワッシャー (大 )、ワッシャー
(大 )、を通します。

ロフトロッドを差し込み六角レンチで回して
固定します。

組み立てたロフト部分を今まで組み立てた本体
へ取り付けます。

ジョイントダボのネジ穴にジョイントロッドを
取り付けます。　※ジョイントロッドは手で回
して取り付けます。

ワッシャー (小 )、スプリングワッシャー (小 )、
ナット (小 ) の順に取り付け、メガネレンチで
締め付けて固定します。

キャップナットを取り付けます。

天井ディスクを取り付けて、ナット (大 ) を
ミニスパナで締め付けて固定します。
※天井ディスクの表裏に注意してください。

天井ディスクにすべり止めパッド (天井ディ
スク用 )を貼り付けます。

ジョイントロッドやナットの締め具合
によってはキャップナットが取り付け
られない場合もありますが、組み立て
及び使用には問題ありません。
ただし、ジョイントロッドの先端にご
注意ください。

調整ロッドの先端が飛び出さ
ないように注意してください。

天井ディスクの表裏に
注意してください。

ミニスパナで
締める

黒いゴムカバーは
外さないでください。

ワッシャー (大 )

スプリングワッシャー (大 )

ナット (大 )

滑り止めパッド
（天井ディスク用）

裏からの図

手順 22〜24で組み立てたロフト

ロフトロッド
ジョイントロッド

調整スペーサー

ナット（小）

スプリング
ワッシャー（小）

ワッシャー（小）

※黒いカバーは
　外さないでください。

メガネレンチで締める
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ワッシャー (大 )

スプリングカバー

スプリングカバーを取り付け、調整ノブの下に
ワッシャー（大）を入れてから調整スペーサー
に組み立てた部品を差し込みます。

完成です。

設置前の準備

●本製品は床と天井で突っ張るタイプのキャットタワーです。必ず天井に梁の通った場所に設置してください。
　梁のない場所に設置すると突っ張る際の力で天井が浮く恐れがあります。

【梁がある場所】 【梁が無い場所】

設置場所の確認

梁
突っ張る力で天井が浮く恐れがある
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設置方法

●調節ロッドについている黒いカバーのようなものは揺れた際の音を軽減するためのものです。基本的には外す必要はあり
　ませんが調節ノブを回す時に干渉するようであれば外してください。
●設置後は必ず動いたりしないか、軽く揺すって確認してください。（あまり強く揺すると動いてしまうので注意）
●各ステップの耐荷重は 8kg までです。また、安全のため同時に 3頭以上での使用はお止めください。
●より完全に設置する場合は、天井ディスクをネジ止めしてください。（ネジは付属していません。天井の材質に合わせて
　別途ご用意ください）
●使用していると各部のネジが緩んできます。定期的にガタつきなどがないか確認し、ネジを締め直してください。

調節ノブを回し、天井ディスクを下げます。 本体を設置場所に立てます。
どの方向から見ても、地面に対して垂直になる
ようにしてください。

調節ノブを回して本体を突っ張らせます。
※ロッドカバーはお好みで調節ロッドに
　被せて使用してください。

お問い合わせ先

●商品の返品・交換、返金に関しては必ずお買い求めいただいた店舗にご連絡ください。
●弊社直営店以外でご購入された商品の返品・交換、返金に関してのお問い合わせには対応致しかねます。

株式会社オーエフティー
〒666-0024
兵庫県川西市久代 1-27-5
Tel:072-744-1017
Fax:072-744-1018
E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

OFT STORE
【輸入元】

【月曜～金曜】    9:15～17:00
【第 2・4 土曜】9:15～12:00
※第 1・3・5 土曜、日祝は休み。大型連休、
年末年始については弊社 HP をご確認ください

『受付時間』『製品お問い合せ用フリーダイヤル』

0120-101-925

http://oftstore.com/
※ページ下部「お問い合わせ」よりメールフォーム、又は下記フリーダイヤルにて

【直営店】


