
プラスドライバーとキリをご用意ください。

       取り扱い注意事項

※ ネジの締付けは、確実に行って下さい。締付け不足でのご使用は大変危険です。
※ ネジの先が尖っているのでご注意して下さい。

金具使用上の注意

  ※ 取り付けを始める前に下記内容を必ずご確認下さい。梱包内容

SHELL MOSAIC WALL MIRROR
シェルモザイク ウォールミラー

X1 X2X2

(B) 三角吊カン (C) ネジ(A) 本体

三角吊カン耐荷重：1つ 約5kg
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2

メジャーなどで上記部分の長さを測り、
ミラーの外枠幅の中心に印を2箇所、水平になるように
つけてください。印をつけた位置にキリで深さ3～4mmほど、
穴の直径はネジよりも小さくなるように
下穴をあけてください。

付属の (B) 三角吊カンと (C) ネジを　であけた穴の部分に、下図のように合わせてください。
ネジをしっかりと手で押さえ、真上から力を入れてドライバーで締めていきます。
※ネジ頭が潰れないよう、取り付けの際はご注意ください。

反対側も同じ高さになるように気をつけながら、同様の流れで金具を取り付けてください。

※取り付け方法に不備があった場合、
製品が落下し、破損やケガの原因となりますので
この説明書を確認の上、取り付けて下さい。
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(A) 製品本体直径の上部3分の1の部分に付属の金具を取り付けてください。

　①シェルモザイク ウォールミラー L：直径60cm→上部20cm

　②シェルモザイク ウォールミラー S：直径40cm→上部13cm

Please prepare a cross slot screwdriver and an awl.

       Caution
※ Tighten all the screws firmly.  It is dangerous to use the products without tightening properly.
※ Please be aware that the tip of the screw is sharp.

  ※ Please check if every parts are completed.Parts List

X1 X2X2

B Triangle hanging hook C ScrewA Mirror

Withstand load for hook：
About 5kg per piece
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Measure the upper 1/3 part of the mirror according to the length 
above and mark on the frame as the picture on the right. 
Make a hole with an awl to the place you marked. 
The hole should be 3-4mm deep and thinner than the screw.

Attach the (B)triangle hanging hook and the (C)screw to the hole.  Tighten it as the picture below.  
Make sure to hold the screw securely and tighten it with a screwdriver straight down to the hole.
※Please be careful not to crush the screw head.

Attach the screw to the other side in the same way and be careful that they will be horizontal.

※Please be reminded that the mirror will 
fall and it will cause damage or injury if 
there is a defect in the installation method. 
Check and follow the instruction manual 
carefully.
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Mark where to attach the (B)triangle hanging hook to the upper 1/3 of the (A)mirror.
 ①Shell Mosaic Wall Mirror Large: Dia meter 60cm→ Upper 20cm
 ②Shell Mosaic Wall Mirror Small: Dia meter 40cm→Upper 13cm

Instruction Manual for Attaching Hooks
SHELL MOSAIC WALL MIRROR

ミラーの裏側

1

※壁に2箇所フックまたはネジ、釘を取り付け、三角吊カンを吊り下げる方法を推奨いたします。
　ネジが緩んでいないか、定期的にご点検ください。
※市販の紐を使用する場合は、製品重量に耐えられる強度のある紐をご使用ください。
※紐の結びが緩んでの落下は保証できかねますので、しっかりと結んでください。

キリ

深さ:3～4mm

Awl

Depth: 3～4mm

※ It is recommented to use two nails on the wall to hang the triangle hanging hooks.  
    Please check regularly that the screws are tightened enough.
※ If you will use a commercially available string to hang the mirror on the wall, please make 
    sure to choose the one can withstand the load.
※ We cannot offer you a warranty for any damage or injury caused by the loosened string.

製品重量：L 約3.5kg／S 約1.5kg

外枠

・

EVAパッド

L: 20cm
S: 13cm

・

(印）

Frame

・

EVA PAD

L: 20cm
S: 13cm

・

(Mark）

Mirror weight：
L： About 3.5kg
S： About 1.5kg

The back of the mirror

ミラーの吊り下げの際は、基本的に備え付けられている壁掛け用フックをお使いください。
また、よりお使いいただきやすいようにこちらの三角吊カンもご用意いたしました。
三角吊カンをご使用される際はこの取扱説明書の内容に沿ってお取り付けください。
ミラーのご使用環境により、壁掛け用フックか三角吊カンを選んでご利用ください。

      
In order to hang the mirror, it is highly recommended to use the hook originally attached.
The triangle hooks are prepared as an alternative.
Please choose between the original hook and the triangle hooks and use them properly.

      




