
おおおお 買買買買 いいいい 上上上上 げげげげ いいいい たたたた だだだだ きききき ああああ りりりり がががが とととと うううう ごごごご ざざざざ いいいい まままま すすすす 。。。。

ここここ のののの 取取取取 扱扱扱扱 説説説説 明明明明 書書書書 はははは おおおお 客客客客 様様様様 がががが 大大大大 切切切切 にににに 保保保保 存存存存 しししし てててて くくくく だだだだ ささささ いいいい 。。。。

パパパパ イイイイ オオオオ ニニニニ アアアア （（（（ 株株株株 ）））） 製製製製

● ご 使 用 前 に 、 「 取 扱 説 明 書 」 を よ く お 読 み の う え 、 正 し く お 使 い く だ さ い 。

　 そ の あ と 大 切 に 保 存 し 、 必 要 な と き お 読 み く だ さ い 。

６６６６ ００００ イイイイ ンンンン チチチチ 用用用用 アアアア タタタタ ッッッッ チチチチ メメメメ ンンンン トトトト 　　　　 ＯＯＯＯ ＶＶＶＶ －－－－ １１１１ ５５５５ 取取取取 扱扱扱扱 説説説説 明明明明 書書書書

第第第第 一一一一 工工工工 業業業業 （（（（ 株株株株 ）））） 製製製製

業業業業務務務務用用用用６６６６００００ＶＶＶＶ型型型型ププププララララズズズズママママデデデディィィィススススププププレレレレイイイイ専専専専用用用用

デデデディィィィススススププププレレレレイイイイススススタタタタンンンンドドドド　　　　ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－１１１１１１１１専専専専用用用用

でででで 区区区区 分分分分 しししし 説説説説 明明明明 しししし てててて いいいい まままま すすすす 。。。。

専専専専 用用用用 製製製製 品品品品 以以以以 外外外外 へへへへ のののの 使使使使 用用用用 禁禁禁禁 止止止止

・プラズマディスプレイをディスプレイ

■■■■ 表表表表 示示示示 内内内内 容容容容 をををを 無無無無 視視視視 しししし てててて 誤誤誤誤 っっっっ たたたた 使使使使 いいいい 方方方方 をををを しししし たたたた とととと きききき にににに 生生生生 じじじじ るるるる 危危危危 害害害害 やややや 物物物物 的的的的 損損損損 害害害害 のののの 程程程程 度度度度 をををを 、、、、 次次次次 のののの 表表表表 示示示示

■■■■ おおおお 守守守守 りりりり いいいい たたたた だだだだ きききき たたたた いいいい 内内内内 容容容容 のののの 種種種種 類類類類 をををを 、、、、 次次次次 のののの 絵絵絵絵 表表表表 示示示示 でででで 区区区区 分分分分 しししし 、、、、 説説説説 明明明明 しししし てててて いいいい まままま すすすす 。。。。

注注注注意意意意
想定される危害・損害の程度」です。

ディスプレイやスタンドが破

・金具が変形したり、プラズマ

損する原因になります。以上で行って下さい。スタンドが転倒

スタンドに装着する場合は必ず２人

ります。

したり機器が落下してけがの原因にな

安安安安全全全全上上上上ののののごごごご注注注注意意意意 必必必必ずずずずおおおお守守守守りりりりくくくくだだだだささささいいいい

この表示の欄は「損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が

このような絵表示は、気をつけて

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきた

いことを、次のように説明しています。

注注注注意意意意

いけない「禁止」内容です。

いただきたい「注意」内容です。

このような絵表示は、しては

このような絵表示は、必ず実行して

いただきたい「注意」内容です。

デデデデ ィィィィ スススス ププププ レレレレ イイイイ のののの １１１１ 人人人人 でででで のののの 装装装装 着着着着 禁禁禁禁 止止止止

取取取取 付付付付 時時時時 、、、、 ネネネネ ジジジジ 止止止止 めめめめ すすすす るるるる 箇箇箇箇 所所所所 はははは 、、、、 すすすす べべべべ てててて しししし っっっっ かかかか りりりり

とととと 締締締締 めめめめ 付付付付 けけけけ てててて くくくく だだだだ ささささ いいいい 。。。。

・不十分な締め付けは、落ちたり倒れたり

　してけがの原因となります。

据据据据 付付付付 工工工工 事事事事 専専専専 門門門門 業業業業 者者者者 取取取取 扱扱扱扱 品品品品



各各各各 部部部部 品品品品 のののの 名名名名 称称称称 とととと 数数数数 量量量量

取取取取 付付付付 手手手手 順順順順

＊＊＊＊イイイイララララスススストトトトでででではははは、、、、後後後後かかかからららら見見見見たたたた図図図図をををを示示示示ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

（（（（ 左左左左 右右右右 ２２２２ 箇箇箇箇 所所所所 ））））

取取取取付付付付前前前前にににに部部部部品品品品のののの確確確確認認認認をををを行行行行っっっっててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

①①①① ＯＯＯＯ ＶＶＶＶ －－－－ １１１１ １１１１ のののの ＰＰＰＰ ＤＤＤＤ ＰＰＰＰ 取取取取 付付付付 ベベベベ ーーーー スススス 板板板板 をををを 固固固固 定定定定 すすすす るるるる 。。。。

＊＊＊＊ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－１１１１１１１１にににに付付付付属属属属のののの六六六六角角角角レレレレンンンンチチチチににににててててベベベベーーーースススス板板板板のののの

　　　　移移移移動動動動又又又又はははは固固固固定定定定ををををししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

　　　　一一一一番番番番上上上上段段段段にににに固固固固定定定定ししししまままますすすす。。。。

＊＊＊＊ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－１１１１１１１１にににに付付付付属属属属ののののボボボボルルルルトトトトににににてててて

＊＊＊＊ 引引引引 っっっっ 掛掛掛掛 けけけけ たたたた まままま まままま だだだだ とととと 下下下下 側側側側 のののの ピピピピ ンンンン がががが はははは まままま りりりり 込込込込 まままま なななな いいいい

のののの でででで 、、、、 ピピピピ ンンンン をををを 押押押押 しししし てててて はははは めめめめ 込込込込 んんんん でででで くくくく だだだだ ささささ いいいい 。。。。

＊＊＊＊ＯＯＯＯＶＶＶＶ－－－－１１１１１１１１にににに付付付付属属属属ののののボボボボルルルルトトトトににににてててて

⑤⑤⑤⑤ ププププ ララララ ズズズズ ママママ デデデデ ィィィィ スススス ププププ レレレレ イイイイ 、、、、 スススス ピピピピ ーーーー カカカカ ーーーー ココココ ーーーー ドドドド 、、、、 リリリリ アアアア カカカカ ババババ ーーーー 等等等等 のののの 接接接接 続続続続 、、、、

取取取取 りりりり 付付付付 けけけけ はははは ＯＯＯＯ ＶＶＶＶ －－－－ １１１１ １１１１ のののの 設設設設 置置置置 説説説説 明明明明 書書書書 をををを 参参参参 照照照照 しししし てててて くくくく だだだだ ささささ いいいい 。。。。

アアアア タタタタ ッッッッ チチチチ メメメメ ンンンン トトトト ・・・・ ・・・・ １１１１

　　　　アアアアタタタタッッッッチチチチメメメメンンンントトトトをををを固固固固定定定定ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

③③③③ 本本本本 体体体体 部部部部 のののの ベベベベ ーーーー スススス 板板板板 にににに アアアア タタタタ ッッッッ チチチチ メメメメ ンンンン トトトト のののの

フフフフ ッッッッ クククク をををを 引引引引 っっっっ 掛掛掛掛 けけけけ るるるる 。。。。
（（（（ 左左左左 右右右右 １１１１ 箇箇箇箇 所所所所 ））））

　　　　アアアアタタタタッッッッチチチチメメメメンンンントトトトをををを固固固固定定定定ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

取取取取 りりりり 付付付付 けけけけ るるるる 。。。。

〒 ４ ３ ８ － ０ １ １ ６ 　 静 岡 県 磐 田 市 壱 貫 地 １ ５ ３ － １

Ｔ Ｅ Ｌ 　 （ ０ ５ ３ ９ ） ６ ２ － ２ ３ ４ １

第二生産事業部

（（（（ 注注注注 ）））） デデデデ ィィィィ スススス ププププ レレレレ イイイイ をををを 装装装装 着着着着 すすすす るるるる 場場場場 合合合合 はははは

必必必必 ずずずず ２２２２ 人人人人 以以以以 上上上上 でででで 行行行行 っっっっ てててて 下下下下 ささささ いいいい 。。。。

④④④④ アアアア タタタタ ッッッッ チチチチ メメメメ ンンンン トトトト のののの 下下下下 側側側側 をををを ネネネネ ジジジジ 止止止止 めめめめ すすすす るるるる 。。。。

②②②② ププププ ララララ ズズズズ ママママ デデデデ ィィィィ スススス ププププ レレレレ イイイイ にににに アアアア タタタタ ッッッッ チチチチ メメメメ ンンンン トトトト をををを
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