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ティティペット　オリジナルキャットタワー　取扱説明書
品名 ： ミネット

使用上の注意

この製品は、猫専用の室内遊具です。他の用途には使用しないでください。

ジョイント金具
8.5cm（両端にネジ山）

六角レンチ

麻ポール
30cm

台座
60×50cm

ステップ台
角L型

麻ポール
25cm

麻ポール
61.5cm

ステップ台
丸みL型

ステップ台
猫型抜き

8本 2本

2本

1枚 1枚

1枚

8本8本

1個

曲がり座イス
1枚

1枚

ジョイント金具
4cm

【原産国】日本

【製造・発売元】有限会社サンコウ

【所在地】〒517-0503　三重県志摩市阿児町立神 639-3

【お問い合わせ】０５９９ー４５ー８２１１

【受付時間】土日、祝祭日を除く平日 AM９:００〜PM５:００

■組立や設置に際しての注意事項
・組み立て前に必ず部品を確認してください。
・部品は、取扱説明書に記載されているとおりの手順で、注意事項をよく確認しながら組み立ててください。
・組み立てには付属の六角レンチを使用してください。
・ジョイント金具を締める場合は、付属の六角レンチをしっかりとネジ穴に差し込んでから締めてください。
・重大な事故につながる恐れがありますので、組み立て時には、幼児・子供・ペットを近づけないようにしてください。
・組み立てに際しては、手袋をして無理のない姿勢で行ってください。部材の端角部や先端部、ジョイント金具などでケガをする場

合があります。
・照明器具や、スプリンクラー・火災報知機等や、階段やドア・窓から離れたところで、平坦で安定した強度のある場所に設置して

ください。
・組み立ての際、天井に設置されている物や、家財を破損しないように注意してください。
・フローリングや、畳の上で使用する場合は、床面に傷がつかないようにご注意ください。
・直射日光・熱や冷暖房機強風、加湿器の湯気などが直接当たらないようにしてください。変形変色の原因になることがあります。
・壁面や家財の近くに設置される場合、登り降りする際に猫の手足が届き引っかいたりして傷をつけたりする場合がありますので、

設置の際は保護するなどの傷付き防止対策をしてください。
・設置後、確実に固定されているか再度点検を行ってください。
・地震などの耐震対策をされる場合は、設置場所に合った転倒防止用品を購入し取り付けてください。
・壁にぴったりとつけて設置されますと、壁紙が傷んだり変色したりする場合がありますので、ご注意ください。
・万が一、部品の生地を留めているタッカー針が浮いていないか、組み立て前にケガに注意して確認してください。
　もし、タッカー針が浮いている場合は、当店にご連絡ください。お客様自身で処置される場合は、金づちなどで浮いている部分を

打ち込んでください。

■点検・保守
・使用中は定期的に点検を行い、製品の緩み・ガタつき・消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう安全にご使用ください。
・緩み・ガタつき・消耗・劣化・破損を確認された場合は、安全のため使用を中止してください。

■ご使用に際しての注意事項
・使用前に破損個所が無いかを必ず確認してください。
・思わぬ事故や、破損・ケガの原因となりますので、以下のことに十分ご注意ください。
　◎ワンパクなペットが部品を誤飲する恐れがありますので、噛んだり、爪とぎ等をして破損しましたら使用を中止してください。
　◎ペットは突然思わぬ行動で暴れたり、飛び出そうとする事がありますので、飼い主の目の届くところでご使用ください。
・ペットの予期せぬ行動から事故・傷害が起こる可能性がありますので、十分にご注意ください。
・表示されている耐荷重以上では絶対に使用しないでください。商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
・ペットが１ｍ程度離れた場所から飛び降りた場合などは、想定外の衝撃が加えられ、耐荷重以内の体重のペットであっても
   耐荷重以上の衝撃が加えられ、商品が破損する可能性がありますので、ご注意ください。
・強い衝撃を与えたり、人が乗ったり重い物を乗せないでください。
・製品の開梱時に、製品材料の臭いが残っている場合があります。室内の環境や体質によっては、アレルギー症状を起こすことがあ

りますので、組み立てや設置後には、室内の換気を十分行ってください。
・火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や事故・破損につながる恐れがあります。
・乱暴な取扱は、製品の消耗を早め、破損を引き起こす事にもなりますので大事に取扱ください。
・この商品は、一般家庭用に作られておりますので、特殊な用途（店舗・業務用・屋外）には、使用しないでください。
・不当な修理や改造による事故や破損に対する責任は、当社は一切負いかねますのでご注意ください。
・製品及び梱包材等の廃棄に際しては、地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
・お手入れ方法は、本書に従って清潔にしてご使用ください。
・製品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。
・幼児・子供には絶対に使用させないでください。
・万一、幼児・子供・ペットが破片や部品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
・転倒や破損の恐れがありますので、組み立てたままでの移動はしないでください。
・猫を多頭飼いしている場合は、単独飼いの場合より局部的に過重がかかりやすくなりますので、絶えず破損や亀裂に注意してくだ

さい。
・カビ・ノミ・ダニの発生を防ぐため、定期的に清掃し、清潔に保ってください。

■お手入れ方法
・生地貼りをしてある部品部分は、軽くブラッシングして埃を取ってください。
・全ての部品は、水拭きをしないでください。
・中性洗剤・クレゾール液等の消毒液・シンナー・ベンジン等の薬品は、製品の変質につながる恐れがありますので使用しないでく

ださい。

お客様と大切なペットの安全のために、下記の事を必ずお守りください。
誤った使い方による破損や事故、傷害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご注意ください。

この説明書は、大切に保管してください。

この度は、 お買い上げいただきましてありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
誤った使い方をされますと、 人やペットのケガ ・ 事故の原因になる場合があります。
また、 本書はお使いになる方がいつでも見ることが出来るように大切に保管して下さい。

■安全上のご注意
・ キャットタワーは猫専用のおもちゃですので、 子供のおもちゃや踏み台代わりなど、

他の目的には使用しないで下さい。
・ 必ず水平な床に設置し、 ご使用中に各部品の接続箇所が緩んでいないか随時

ご確認ください。 また緩んでいる場合は、 必ず締めなおしてください。
・ こちらの商品は、 屋内専用 ・水ぬれ禁止です。 必ず屋内に設置し水濡れしないように

十分気を付けてください。
・万が一、 倒れた場合を想定して、 火気 ・ガラスなどの割れやすい物の

近くには置かないでください。
・ 障害のある猫、 運動能力の劣っている猫には適しません。 猫ちゃんの体調に合わせてお使いください。
※キズ・ ワレ ・汚れ等がございましたら、 ご到着時より７日以内にご連絡くださいませ。

７日過ぎますと、 お客様自身でのご負担となります。 ご了承くださいませ。

■製品仕様
　日 本 製・・・ イス作り職人の手作り
　本体寸法・・・ 150cm　重　　量 ‥ 20ｋｇ
　材　　質 ・・台　座： 集成材にプリント化粧板貼り　ステップ台/座椅子： 集成材に生地貼り
　　　　　 ・・ポール： 紙管に麻縄巻き
　耐 荷 重・・・ 15kg

■部品詳細



①

② ③

④

⑤

⑥

台座（D）

目印の赤いシール
六角レンチ（L）

ジョイント金具(I)
4cm

■組立方法（注意事項をよく読みながら組み立ててください。）

②ポールとポールのジョイント

①台座の組み立て

・組立てポイントをよく読みながら組み立ててください。
・金具（J）は、止まるまでポールに回し入れてからご使用ください。
・金具（I）は、六角レンチ（K）を使ってきつく締めてください。
・台座は、とても重くなっています。足の上などに落とさないように注意し作

業してください。
・ポールとポールの間にステップ台を挟み固定する場合は、ネジが止まるまで

回し入れてからステップ台を差し込み、その上からポールを回し入れるとい
う順序で行ってください。

＊これでキャットタワー「MINETTE（ミネット）」の完成です。

注  意

両端ネジ山ジョイント金具の使用方法

両端ネジ山のジョイント金具は、ポールとポー
ルを固定する場合や、ポールとポールにステッ
プ台を挟んで固定する場合に使用します。

１．下のポールに両端ネジ山の金具をネジが止
まるまで回わし入れます。

２．ステップ台をはさむ場合は、ステップ台を
金具に差し込みます。

３．上からポールを差し込み、下のポールを押
さえながら、きつく締めこみます。ポール
がグラグラしなくなりましたら完了です。

ポイント

ジョイント金具
（両端ネジ山）

ジョイント金具
（両端ネジ山）

ポール

ポール

ポール

台座（D）を垂直に立て、ジョイント金具（I）を裏から差し込み、
赤いシールがついた所にポール（B）、それ以外はポール（A）3本
を六角レンチできつく締め付けてください。

ポール同士の固定はジョイント金具（両端ネジ山）（J)を使いま
す。片方のポールにネジが止まるまで回し入れ、ステップ台を挟
んでもう一方のポールをねじ込み、きつく締め込みます。

麻ポール（A）
30cm

麻ポール（B）61.5cm

④ステップ台（F）角 L 型の取り付け

③ステップ台（E）丸み L 型の取り付け

台座（D）に固定したポール
（A）にジョイント金具（両端
ネジ山）（J)をねじ込みます。
ステップ台（E）を乗せ,図の
よ う に 左 と 中 央 に ポ ー ル

（A）２本、右にポール（B）を
ねじ込みます。

ステップ台（E）に固定した
ポール（A）２本と台座（D）に
固定したポール（B）にジョ
イント金具（両端ネジ山）（J)
をねじ込みます。
ステップ台（F）を乗せポー
ル（A）をねじ込みます。

MINETTE
（ミネット）

完成図

台座を水平にして次に進みます。

ポイント

麻ポール（B）
61.5cm

麻ポール（A）
30cm

ジョイント金具
（両端ネジ山）（J)

ステップ台（E）

麻ポール（A）
30cm

ジョイント金具
（両端ネジ山）（J)

ステップ台（F）

⑤ステップ台（G）猫型抜きの取り付け

ステップ台（F）に固定した
ポ ー ル（ A ）２ 本（ 奥 側 ）に
ジョイント金具（両端ネジ
山）（J)をねじ込みます。
ステップ台（G）を乗せ、奥側
にポール（C）２本をねじ込
み ま す 。手 前 側 の ポ ー ル

（A）、ポール（B）はジョイン
ト金具（I）を六角レンチでき
つく締め付けて固定します。

ステップ台（G）に固定したポール
（C）に曲がり座イス（H)を乗せ、
ジョイント金具（I）を六角レンチ
できつく締め付けて固定します。

麻ポール（C）
25cm

ジョイント金具
（両端ネジ山）（J)

ジョイント金具（I)

ステップ台（G）

曲がり座イス（H）

ジョイント金具（I)

ステップ台

⑥曲がり座イス（H）の取り付け


