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Congratulations, you are now the owner of a brand new KILLABEE chair!

Before enjoy the comfort chair, you have to put it together.This Assembly 
Guide will take you through the basic assembly process.  To make sure 
your assembly goes smoothly, please follow the assembly instructions, and 
especially the important safety information.

For more detailed and visual instructions, we have an Assembly Video that 
will help you to understand the assembly process much better.

Also, while it is possible to assemble the chair on your own, having a 
second person to help you makes it even easier.

Before you begin, please check if there are any missing parts from the 
package. Should there be any issues, please don't hesitate to drop us an 
email and we'll help you out ASAP.

If you run into any difficulty during the assembly, remember to check out the 
Assembly Video to see if you've missed anything. If you're unable to resolve 
your problems, drop us an email as well and our support team will assist 
you.

Scan it to see Installation Video

On YouTube: https://youtu.be/AjU4gD_GNJo
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ASSEMBLY GUIDE
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PACKAGE LIST

Quantity: 5

Quantity: 2

Quantity: 1

Quantity: 4 Quantity: 3 Quantity: 4 Quantity: 4

Quantity: 1 Quantity: 1

Quantity: 4 Quantity: 4 Quantity: 2 Quantity: 1 Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Quantity: 1

Casters

Armrests

Back Cushion

Bolts M6*20mm Bolts M8*20mm Bolts M8*25mm Bolts M8*45mm

Seat Cushion Footrest

Plastic Caps Spacer Rubber Rings Wrench Cable

Star Base

Seat Plate

Gas Lift

Steel Plate
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1 : Turn the Star Base upside down, then press the Casters into 
the holes at the end of each base leg.

STEP 2 : Turn the Star Base upright and insert the Lift into the center 
hole of the Star Base.
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STEP 4: Turn the seat cushion upright and align the center hole of the 
seat plate over the lift, then push the seat cushion down onto the lift 
firmly until the connection is secure.

H

C
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 3 : Align the seat plate to the bottom of the seat cushion, make 
sure that the front of the seat plate is facing the front of the seat cushion. 
Attach the seat plate to the seat cushion using four M6X20mm bolts, 
tighten all the bolts with the wrench.
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STEP 6: Attach Seat Cushion and Back Cushion, align the Steel Plate 
over the pre-drilled holes underneath the back cushion with three 
M8x20mm Bolts, tighten all the bolts with the wrench.
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STEP 5 : Attach the Steel Plate to the back cushion with four M8x25mm 
Bolts.

G
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 8: Lay the back cushion on the seat of the chair with the top of the 
cushion toward the front.
Attach the back cushion to the arms by inserting two M8x45mm bolts in 
the hole with the wrench .

48

D

Note: Do not tighten the bolts fully.

STEP 7: Attach the arms to the seat cushion with four M8X45mm bolts, 
using the Wrench.

Note: Arm rests are labeled with an “L”(left) or “R”(right) to show which 
sides they should be placed on.

D

48
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



STEP 9: Adjust the balance, then fully tighten all the bolts on each 
side of adjusters. 

STEP 10: Press the plastic caps into the adjuster holes to cover the 
bolts.

5
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Congratulations!You’ve assembled your 
Killabee chair.

If you have any problems during installation or other issues, please contact us 
service@killabee-gaming.com, we will reply your email in 24 hours. 

9

CAUTION! Do not pull 
the cable during using.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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1 Seat Height: Paddle-First lever on right side

To raise:

To lower:
While seated, lift lever up.

At the proper height, your feet should rest flat on the floor.

At the proper height, your feet should rest flat on the floor.

While taking your weight 
off chair, lift lever up.

*

*

2 Operating the tilt lockout- the second lever on right side

Push down to lock the tilt 
mechanism.

Pull up to unlock the tilt 
mechanism. 

INSTRUCTIONS FOR USE
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3 Relax with footrest

Pull out the pole of the footrest, 
and turn the footrest to the 
front.

INSTRUCTIONS FOR USE
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SAFETY INFORMATION

Sit in the center of the 
chair,with your back to 

the backrest

Do not push the chair 
around when a person 

is sitting in it

Do not sit at the front 
edge of the chair

Do not push down on 
the backrest when a 
person is reclined

Do not stand on the 
chair

Do not place all your 
weight on the backrest 

only

Do not use the chair 
with more than one 

person

Do not stand on the chair, Do Not use the chair as stepladder. 
Use this product for seating one person at a time. 
Do not use the chair unless all bolts and screws are firmly secured.
Avoid contact with sharp objects to prevent puncturing the fabric. 
Every 6 months, check all bolts and screws to ensure they are tight.
To clean, spot clean only using a damp towel and mild cleaner, first 
test on a small,, obscure area of fabric.
Chair weight limit not to exceed 250 lbs. 

SAFETY AND MAINTENANCE
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KILLABEE promises to repair or replace any KILLABEE chair that is found 
to be defective in material or workmanship within one (1) and year from the 
date of original purchase so long as you, the original purchaser, still owns 
it. This is your sole and exclusive remedy. This warranty is subject to the 
provisions below.

Seating Usage: Normal use for seating is identified as the equivalent of a 
single shift, forty- (40) hour workweek. To the extent that a seating product 
is used in a manner exceeding this, the applicable warranty period will be 
reduced in a pro-rata manner.

Some retailers might have custom models imported direct from the factory 
and therefore are not supported by our local service team because we don’t 
have the correct parts, please contact your retailer directly for support. If 
you have any questions about that we will be happy to assist and identify 
those items.

This warranty does not apply and no other warranty applies to:
EXCLUSIONS:

Normal wear and tear, which are to be expected over the course of ownership.

Misuse, abuse or excessive use of the product.

Modifications or attachments to the product that are not approved by KILLABEE.

Products that were not installed, used, or maintained in accordance with 
product instructions and warnings.

Products used for rental or commercial purposes.

Damage caused by the carrier in-transit is handled under separate terms.

We adopt a 30 days return policy which means that all products purchased on 
this website may be returned to us within the timeframe. You need to contact 
us within 30 days after the product(s) came into your possession and the 
product(s) must be returned to us without any undue delays.

RETURN POLICY：

LIMITED WARRANTY
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Contact us through the contact form on our website and attach the invoice 
to the message as a proof of purchase. And please also write the reason for 
return.

Returned products must be returned in the same condition as they were 
sent and they must be sent in its original packaging.

We will then get back to you as soon as possible with information on where 
to send the product(s).

If the product is not faulty, (i.e. if you changed your mind or if you are 
unhappy with the product for some other reason), the cost of shipping will 
fall on you. And it is your responsibility that the package arrives safely to 
us so we recommend that you use a courier service where it is possible to 
track the shipment.

As soon as we have received the product(s) and made an inspection we 
will inform you of our decision.

If the product is faulty when you receive it please contact us and we will 
help you out (see more information under Manufacturer Warranty).

We reserve the right to give a partial refund in cases when the product(s) 
is not in an unused condition, is damaged or have missing parts not due to 
our error.

HOW RETURNS WORK：

If a refund is approved we will automatically credit the purchase to your 
credit card or original method of payment.

If the product(s) is damaged, not in its original condition or missing parts we 
will inform you if you are eligible for a partial refund. This is decided from 
case to case depending on the severity of the damages or what parts are 
missing.

LIMITED WARRANTY





スキャンするとインストール動画を見ることができます。

On YouTube: https://youtu.be/AjU4gD_GNJo
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組立ガイド

おめでとうございます。今、あなたは新しいブランドの KILLABEE の椅子
の所有者です！

快適な椅子が楽しめるように、完璧に組み立てる必要があります。この組
立ガイドには組み立て方が詳しく書いてあります。正確な組み立て方を確
保するために、この取扱説明書のとおりにしてください。特に安全上のご
注意を。

この組み立て方が使用者にさらに分かりやすいように、もっと詳しくビジ
ュアルな組立動画をご用意いたしております。

また、この椅子は自分が一人で組み立てることが可能ですが、もう一人の
協力のもとで、もっと楽になるようになれます。

操作する前に、まず部品の数が正確かどうか確かめてください。もし何か
問題があれば、遠慮せずにメールで私たちに連絡してください。こちらか
らはできるだげ早くご返事いたします。

もし組み立てる途中で分からないところがあれば、何か間違いをしたか動
画を見てチェックしてください。また自分で解決ができない場合、メール
で私たちにも連絡することができます。こちらのサポートチームはいつで
もあなたに援助をご提供できます。
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パッケージ ·リスト

数 : 5

数 : 2

数 : 1

数 : 4 数 : 3 数 : 4 数 : 4

数 : 1 数 : 1

数 : 4
数 : 4 数 : 2 数 : 1 数 : 1

数 : 1

数 : 1

数 : 1

数 : 1

キャスター

肘掛け

バッククッション

ボルト M6*20mm ボルト M8*20mm ボルト M8*25mm ボルト M8*45mm

シートクッション 足載せ台

プラスチック ·
キャップ

スペーサー ゴム .リング

(スペア )

レンチ ケーブル

スター .ベース

座席板

ガス .リフト

鋼板
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組立指示

ステップ 1：スター . ベースをひっくりかえして、そして各々のベース
足の先にある穴にキャスターを押してください。

ステップ 2：スター . ベースを直立させて、リフトをスター . ベースの
中央の穴に挿入してください。

A

C

B



H

C

ステップ 4：シートクッションを直立させ、座席板の中央の穴をリフト
に合わせ、そして、接続が固定されるまで、しっかりとリフトの上にシ
ートクッションを押し下げてください。
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組立指示

ステップ 3：シートクッションの底に座席板を合わせ、座席板の正面が
シートクッションの正面に面していることを確認してください。レンチ
を使って 4本の M6* 20 mm ボルトでシートクッションに座席板をしっか
りと締めてください。
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E
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ステップ 6：シートクッションとバッククッションを取り付け、3 本の
M8*20mm ボルトでバッククッションの下にある開けられた穴に鋼板を合
わせ、レンチですべてのボルトを締めてください。

G

H

F
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ステップ 5：ボルト M8*25mm でバッククッションに鋼板を取り付けてく
ださい。

G

F

38
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組立指示



ステップ 8：バッククッションを座席に置き、バッククッションの上を
前にしてください。レンチで穴に 2 本の M8*45 mm ボルトを挿入するこ
とによって、バッククッションを肘掛けに取り付けてください。

48

D

ご注意：このステップで完全にボルトを締めないでください。

ステップ 7：レンチを使って 4 本の M8*45mm ボルトでシートクッション
に肘掛けを取り付けてください。

ご注意：肘掛けはＲ（右）とＬ（左）で表示されたので、正確に置いてください。

D

48

E-mail: service@killabee-gaming.com     Web: www.killabee-gaming.com

22

組立指示



ステップ 9：バランスを調節してください。そして、角度調節装置の両
側にすべてのボルトを完全に締めてください。

ステップ 10：ボルトをカバーするために、プラスチック・キャップを
角度調整装置の穴に押してください。

5

D
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組立指示



おめでとうございます！ KILLABEE の椅子
の組立を完成しました。

インストールについて何か問題があったら、いつでも私たちの service@killabee-
gaming.com に連絡してください。24 時間内にメールでご返事いたします。

9

注意！ 使用中にケーブルを引
っ張らないでください。
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組立指示
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1 シートの高さ：右側のパドルファーストレバー

上げるには：

下げるには：

座った状態で、レバーを持ち
上げます。

適切な高さで、足を床に平らに置いてください。

体重を椅子から離しながら、
レバーを持ち上げます。

*

2 チルトロックアウトの操作-右側の2番目のレバー

押し下げて、傾斜機構をロック
します。

引き上げて、傾斜機構のロック
を解除します。

使用説明書

適切な高さで、足を床に平らに置いてください。*
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3 フットレストでリラックス

フットレストのポールを引き出
し、フットレストを前に回しま
す。

使用説明書
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安全性とメンテナンス

安全情報

背もたれに背を向けて
椅子の中央に座る

人が椅子に座っている
ときに椅子を押し回さ

ないでください

椅子の前端に座らない
でください

人が横たわっていると
きに背もたれを押し下
げないでください

椅子に立たないでくだ
さい

背もたれだけに体重を
かけないでください

椅子を複数人で使用し
ないでください

椅子の上に立たないでください。椅子を脚立として使用しないでくだ
さい。

この製品を使用して、一度に 1人ずつ座ってください。

すべてのボルトとネジがしっかりと固定されていない限り、椅子を使
用しないでください。

生地に穴を開けないように、鋭利なものとの接触を避けてください。

6 か月ごとに、すべてのボルトとネジがきつく締まっていることを確認
します。

きれいにするには、湿らせたタオルと中性洗剤のみを使用してスポッ
トクリーニングを行います。最初に、布地の小さな不明瞭な領域でテ
ストします。

椅子の重量制限は 113KGを超えないようにしてください。
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KILLABEE は、元の購入者が所有している限り、最初の購入日から 1 年以内

に材料または製造上の欠陥があると判明した KILLABEE チェアを修理また

は交換することを約束します。 排他的救済この保証は、以下の規定の対

象となります。

座席の使用：座席の通常の使用は、週 40 時間の 1 シフトに相当します。

座席製品がこれを超える方法で使用される場合、適用される保証期間は比

例的に短縮されます。

一部の小売業者は、工場から直接インポートしたカスタムモデルを持って

いる可能性があります。したがって、正しい部品がないため、現地のサー

ビスチームでサポートされていません。直接お問い合わせください。それ

について質問がある場合は、それらのアイテムを支援し、特定します。

この保証は適用されず、他の保証は適用されません。

除外：

品質保証

所有権の過程で予想される通常の損耗

製品の誤用、乱用、または過度の使用。

KILLABEE によって承認されていない製品への変更または添付。

製品の指示および警告に従ってインストール、使用、または保守されなかっ
た製品。

レンタルまたは商業目的で使用される製品。

輸送中の運送業者による損害は、別の条件で処理されます。

30日間の返品ポリシーを採用しています。つまり、この Web サイトで購入

したすべての製品は、期限内に返品される場合があります。製品が所有され

てから 30日以内に当社に連絡する必要があり、製品は過度の遅延なしに当

社に返品する必要があります。

返品規則：
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当社のウェブサイトの問い合わせフォームからお問い合わせいただき、購入

の証明として請求書をメッセージに添付してください。また、返品の理由も

記入してください。

返品された製品は、発送時と同じ状態で返品する必要があり、元のパッケ

ージで発送する必要があります。

その後、製品の送付先に関する情報をできるだけ早くご連絡いたします。

製品に欠陥がない場合（つまり、気が変わった場合、または他の理由で製

品に不満がある場合）、送料はお客様の負担となります。また、荷物が安

全に当社に到着することはお客様の責任であるため、貨物を追跡できる宅

配便サービスを使用することをお勧めします。

製品を受け取り、検査を行った後、すぐに決定をお知らせします。

受け取ったときに製品に欠陥がある場合は、当社にご連絡ください。製造

元の保証の詳細をご覧ください。

製品が未使用の状態ではない、破損している、または当社のエラーによる

ものではない部品が不足している場合、当社は部分的な返金を行う権利を

留保します。

返品の仕組み：

品質保証

払い戻しが承認された場合、自動的に購入をクレジットカードまたは元の

支払い方法に振り込みます。

製品が元の状態または部品の欠落ではなく損傷している場合、部分払い戻

しの対象かどうかをお知らせします。これは、損傷の重大度または欠落し

ている部品に応じて、ケースごとに決定されます。
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