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このたびは､東洋エクステリア製品を�
お買い上げいただきまして､まことに�
ありがとうございます。�

４.交換方法 
　　4-1 ハロゲンランプの交換 
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５�　　3-4 ご注意とお願い 
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５.お手入れについて 

　　3-3 ネームシールの貼り方 

　　3-2 メトロポスト扉の開閉方法 

　　3-1 ファンクションポスト錠の操作方法 
３.使用方法 
２.安全のために必ず守ってください 
１.各部の名称 １�

８�９.仕様 

パリサード�
ファンクションポール･演出用ポール･ポールフェンス�

じ�く�も�

取 扱 説 明 書�
UF007

自然が未来�



G.L

フック�

ポール�
ポール�

フック� フック�

ポール�

ポール�

フック�

サインプレート�

ポスト扉�

フック�

アーチ�

ポール�ダイヤル錠�

ポスト扉�

サインプレート�

ポール�

フック�

サインプレート�

メトロポスト�

ポスト扉�

照明灯�

フック�

ポール�

照明灯�

G.L G.L

G.L G.L G.L

G.L G.L G.L

照明灯�

フック�

ポール� ポール�

フック�

照明灯�

メトロポスト�

プランターハンガー�
プランターハンガー� プランターハンガー�

プランターハンガー�
プランターハンガー�

プランターハンガー�プランターハンガー�プランターハンガー�

G.L

ポール�

アーチ�

ファンクションポスト�

(オプション) (オプション)

(オプション) フック�

演出用ポール1型� 演出用ポール2型� 演出用ポール3型�

ファンクションポール1型�

オプションタイプ�

ファンクションポール2型� ファンクションポール3型�

演出用ポール1型� 演出用ポール2型�
オプションタイプ�

演出用ポール3型�
オプションタイプ�

ポールフェンス�

(照明灯付) (照明灯付)(照明灯付)

1

1 各部の名称�
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ポスト投函口からは、むやみに手や指を入れな�

いでください。�

ハロゲンランプの交換は、必ず電源を切ってか�

ら行なってください。�

ポストおよびハンガーには乗ったり、ぶらさが� 仕様に表記された電流・電圧以外の電源は使用�

しないでください。�ったりしないでください。�

落ちてケガをする危険があります。� 火災、感電の危険があります。�

感電する危険があります。�ケガをする危険があります。�

安全のために必ず守ってください�2



0

1
2 3

4
5

6
78

9

ダイヤル錠�

　①ポスト扉面に貼ってある「解錠番号シール」に従って�

ご注意�

●�　ポストご使用のまえに「解錠番号シール」は、取扱説明書と共に大切に保存してください。�

ポスト扉には錠機能がついています。ダイヤル錠操作で施錠・解錠し、ポスト扉の開閉を�
行なってください。�

解錠番号シール� 　　ダヤル錠をまわし扉を解錠します。�

　①扉を閉めたあと、ダイヤル錠を左右どちらかにまわし�

　　施錠します。�

次の操作でダイヤル錠の施錠・解錠を行なってください。�

●�　ポスト扉は必要以上に引き下げないでください。扉の丁番部分を損傷するおそれがあります。�
●�　風雨の強いとき、投函物は早めに取出してください。雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。�

ご注意�

③ポスト扉を引き上げ、ストッパーに固定されるまで静か�

②ポスト扉を下へ引き下げたまま、投函物を取出します。�

①ポスト扉はポストノブを持って、一度手前方向へ引き、�

　静かに下げて開けます。�

次の手順で投函物を取出してください。�

　に押して閉じます。�

メトロポスト扉は、家側・道路側の両側にあります。�

使用方法�3

3－1 ファンクションポスト錠の操作方法�

メトロポスト扉の開閉方法�3－2

（１）ポスト扉を解錠するとき�

（２）ポスト扉を施錠するとき�

ポスト扉�

ポストノブ�

メトロポスト�道路
側�

家　
側�

家　
側�

ダイヤル番号�

2回転以上�
②左へ1回転�

①右へ�

3  UF007_200304D
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センターライン�

センターライン�

水平ライン�

サインプレート�

水平ライン�

ネームシールの貼り方�3－3

②文字を切らないように、ハサミで裏紙を５分の１程度ま�

③水平ラインは文字の下位置を合わせ、センターラインか�

④シールが、サインプレートからはがれないように裏紙を�

　らは、左右が等間隔になるように仮貼りします。�

　で切ります｡�

サインプレートには表札用ネームシール(アルファベット文字)が用意されています。�
ご希望に応じてサインプレートに貼ってください。�

　はがし、しっかり貼り付けてからセンターラインと水平�

　ラインを消します。�

次の要領でサインプレートへ貼ってください。�

　と水平ラインを引きます。�

①簡単に消すことができる線で、プレートセンターライン�



5  UF007_200304D

ご注意とお願い�3－4

　製品に関する移設・増設などは、施工店・電気工事店(電気工事有資格者)または東洋エクステリア�●�

●�　製品の分解や改造はしないでください。�

　｢お客様相談室｣にご相談ください。�

●�

　ポスト扉は投函物を確実に取出してから静かに閉めてください。扉で手をはさむ危険があります。�●�

　ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。�

　投函口にむやみに手は入れないでください。けがをする危険があります。�

●�

●�

●�　�照�明�灯のハロゲンランプを交換するときは、必ず電源を切ってから行なってください。感電する危�

　ボールをぶつけるなど強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。�●�

　また、照明灯が割れ、けがをする危険があります。�

　照明灯ハロゲンランプの指定ワット数以上は絶対に使用しないでください。器具変形など故障の原�●�

　オプションのインターホン取付台座を使用する場合は、インターホン子機サイズに制限があります。�

　因になります。�

　インターホン親機とインターホン子機の対応が合わない場合、使用できません。お求めのときは、�●�

●�

　�ハンガーには５㎏以上の物を吊るさないでください。ハンガーの変形、故障の原因になります。�

　指定以外のサイズは、取付けできない場合があります。�

　必ずインターホンメーカーに確認してください。�

　�険があります。�
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スパイク�

スペーサー�

ランプベース�

ハロゲンランプ�

デザインカバー�

(電球)

ゴムパッキン�
(カサ)

1型� 2型� 3型� 4型� 5型�

φ�

4 交換方法�

ハロゲンランプの交換�4－1
ハロゲンランプはファンクションポール3型にセットされされています。また演出用ポール1型,2

　引き抜いてはずし、新しいランプと交換します。�

①デザインカバーを反時計方向（  　）へまわし、ランプ�

③ランプベースに、デザインカバーを時計方向（　　）へ�

　電源が｢切｣になっていることを確認したうえで交換をしてください。�

②ランプベースから、ハロゲンランプのカサ部分を持って�

ご注意�

●�

　ハロゲンランプの電球には直接ふれずに、カサの部分を持って交換してください。電球に指紋など�●�

次の手順で交換してください。�

　まわして取付け、交換を終了します。�

　を付けた場合、異常高温を発し球切れの原因になります。�

型,3型には、オプション取付けが可能です。ランプが切れた場合は交換をしてください。�

●�　ライトが点灯していた直後は、本体が加熱しています。交換には十分注意をしてください。�

ファンクションポール３型�

　ベースから取りはずします。�

●�

オプション照明灯�

　GZ4をご使用ください。�

　ハロゲンランプは、市販されているダイクロミラー(カサ)付ハロゲンランプ 12V-20W 　35 口金�
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　ください。�
　照明が当たっていないか確認して�

修理を依頼�　短期間(1週間以内)でハロゲンラ�

　障が考えられます。�
　ンプが切れる場合、トランスの故�
●�

●�

●�

　ださい。また、センサー部に他の�
　明暗センサーの設定を確認してく�

電源スイッチが「切」になって�
いませんか。�

ハロゲンランプが寿命で切れて�
いませんか。�

電源スイッチを「入」にセット�

ハロゲンランプを新しいものと交換�
(6ページ参照)

タイマーの設定を確認してください。�（タイマー等の調整はトランス同梱�
　されている説明書をお読みください。）�
　センサーに光があたらない場所に移動�

。�い�さ�だ�く�で�い�な�わ�使�は�剤�溶�機�有�の�ど�な�ン�ジ�ン�ベ�、�ー�ナ�ン�シ�　�

　汚れがひどい場合には、中性洗剤をうすめた液で汚れを�

　落としたあとで、洗剤が残らぬようよく水洗いをし拭き�

　あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修�

　してください。放置すると腐蝕や劣化の原因になります。�

●�

●�

●�

　とってください。�

　塗料がはげたりすることがあります。�

このようなとき�

照明灯が点灯しない�

点　検� 処　置�

●�

ご注意�

　配線工事は、電気工事店(電気工事有資格者)にご依頼ください。�

故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。�
直らなかったときには修理をご依頼ください。�

5 お手入れについて�

6 修理を依頼する前に�

（１）年に2～3回水洗いをし拭きとってください�

（２）キズは補修してください�
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日�月�年�

付近の目印などもお知らせください�

製品にシール表示してある製品名�

できるだけ詳しく�

ダイクロミラー付ハロゲンランプ 12V-20W 　 35 口金GZ4

AC100V　50/60Hz

　インターホン子機は、一般市販品の露出型で、タテ132mm×ヨコ100mmのサイズまでが取付け�

　あやまってキズをつけたときの補修(ボード用とアルミ用があります)にご利用ください。�

　演出用ポール1型,2型,3型のポール上部に取付け可能です。�

　弊社指定の照明灯（セットもの）を取付けてください。�

70VA/12V(弊社指定専用トランス使用)

φ 

　できます。�

修理�7

別売り品�8

9 仕様�

順�道�
号�番�話�電�

所�住�ご�

名�氏�ご�

日�工�施�

名�品�製�

故障の状況�

修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。�

製品に異常が生じたときは、施工店または、東洋エクステリア｢お客様相談室｣にご相談く�
ださい。�

下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。�

照明灯�

使用電球�

電　　源�

●�

●�

　インターホン取付台座�

　補修塗料�

　照明灯�●�



9



10



お引�渡�し�日�

お客様�

施�
　�
工�
　�
店��

�

ご住所�

お名前�

電　話�

保　　�証�
期　　�間�

様���

（　　　　　）�

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生�
した場合には、本書記載内容で無料修理を行�
うことをお約束するものです。詳細は下記記�
載内容をご参照ください。�

　　　　　年　　　月�　　　�日���

対　象　部　品� 期�間�（お引�渡�し�日�よ�り）���

但し電装部品�

本　　　　 体� 2ヶ�年���

  1ヶ �年 �� �

1.　保証者�

2.　保証�の�対象者�

3.　対象商品�

4.　保証内容�

5.　保証期間�

6.　免責事項�

※保証期間経過後�の�修�理�・�交換�な�ど�は�有�料�と�い�た�し�ま�す�。���
※本書�に�よ�っ�て�、�お�客�様�の�法律上�の�権�利�を�制限�す�る�も�の�で�は�
あり�ませ�ん�の�で�、�保証期間経過後�の�修�理�に�つ�い�て�ご�不明�の�
場合�は�、�お�客様相談室�に�お�問�い�合�せ�く�ださ�い�。���

パリサード�
ファンクションポール･演出用ポール･ポールフェンス  保証書�

製造No.
（商品名�シ�ー�ル�No.）���
��

お客様相談室�
0120-171-705

取説コード�

UF007
96-02A�

200304D_1001


