型番：E2ALB/E2ALW
取扱説明書

仕様

ステップ1

積載重量

100KG

最⼤速度

38 mm /s

⼊⼒電圧

100 - 240 V

上下昇降範囲

710 - 1200mm

脚調節範囲

⻑さ:1200-1400mm 奥⾏:600-800mm

使⽤頻度

10%（⼆分間連続操作したときは18分以上操作しないでください）

温度

0－40℃
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A x4

3

G

G
A

4x4
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付属品
5
注意：以下の付属品リストをご参照ください。間違いがある場合お買い上げいただいた販売店にご連絡
ください。

B

A x4
M6

x8

C

M6

D

x8
M6

E

x6
ST4.2

部品構成

F

x6

Cable Tie

x14

G x1

サポートプレート(5と6)をM6ボルト(A)でトラス(3と4)
に接続する。六⾓レンチ(G)で締め付する。

4x4

ST4.2

ステップ2

コンポーネント図
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番号

部品

数量 番号

部品

数量 番号

部品

数量
3

1

2

2

脚

2
昇降ユニット

B x8

1

3
ビーム

7
8

4

短いビーム

2

5

左サポート
プレート

1

6

右サポート
プレート

G

4

1

4x4

9
5

7

1
リモコン

8

1
コントローラ

9

1

2
G
B 3
4

電源コード

2
1

昇降ユニット(2)をビーム(3＆4)に接続し、
M6ボルト(B)を使⽤し、六⾓レンチ(G)で締
め付ける。
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ステップ3

ステップ5

D X6

E X6

G

C x8

C
1

G
4x4

2
7
作業台脚(1)と昇降ユニット(2)をM6ボルト
(C)で連結し,六⾓レンチ(G)で締め付ける。

7

リモコン(7)を天板に接続し,
電動ドリルで締め付ける。

ステップ4
天板に取り付け、St4.2ネジ(F)でサポートプレート(5、6)とコントローラ(8)に固定し、電動ドリル
で締め付ける。

9
AC

F X12

ケーブル巻き(E)を⽤いて接続ケーブルをテーブ
ルに固定し,St4.2ねじ(D)で締め付け,整列させる。

電源ケーブル

キーボード
ケーブル

F

HS M1 M2 DC

8

開ける

縄を整える

モーター
ケーブル
インターフェース

シートベルトを締める
ボタンライン,電源コード(9),モータラインを
図ごとにコントローラ(8)に接続する。
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リモコンの紹介&使⽤⽅法

リモコン

●

"▲"

上ボタン

●

"▼"

下ボタン

●

"

1"
" 2 "
" 3 "
"M"

記憶されている⾼さ位置1

●
●

LEDインジケーター

故障処理

●
●

"

A

"

故障が起きると以下のリストにご参照ください。リストに含まれていない故障が起きる場合、
お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

記憶されている⾼さ位置2
記憶されている⽴ち⾼さのボタン、LEDに3を表⽰する。
⾼さを記憶するメモリーボタン

障害現象

アラームボタン、⻑時間同じポジションで作業する場合、
注意をする。

マニュアル

⽅法
1.全てのコードを接続したとをご確認ください。

下ボタンを⻑押しても作動ません。
2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

・上ボタン・下ボタンを押し続けてデスクを昇降させます。LEDディスプレイは実際の⾼さを表⽰します。昇降範囲は71cm120cmです。
・メモリー設定の⽅法
a．上ボタン・下ボタンを操作し記憶したい⾼さに昇降してください。メモリーボタンＭを押す とLED画⾯に「5- 」を表⽰しま
す。そして、「1」、「2」、「3」を押すと現在の⾼さが 記憶されます。LEDには「5-1」、「5-2」、「5-3」、を表⽰します。
b．ボタン「1」「2」「3」を押すと、デスクは記憶されている⾼さまで動作します。

上ボタン下ボタンを押して作動しま
せん。

1.全てのコードを接続したとをご確認ください。
2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
1.積載重量をご確認ください。Max：100 kg。

・アラームボタンの設定⽅法
a．アラームボタン「A」を押してアラーム機能を起動します。LEDインジケーターでは「00」を表⽰します。
b．2秒後、上ボタン・下ボタンを押して設定したい時間に調整します。その後任意のボタンを押してまたは5秒を待って設定を完
了させます。秒読み中、デスクを操作したりするとカウントダウンし直します。LEDインジケーターでは「 00」になるとたん、
10秒間のDi．Di．Di．という⾳が鳴ります。
c．10秒内昇降ボタンを操作すると、次のカウントダウンに⼊ります。時間はステップbで設定した時間となります。10秒内で操
作しないと、5分後再び⾳が鳴ります。その後また操作しないと、アラーム機能を停⽌します。
d．「A」ボタンを三秒⻑押すと、LEDインジケーターでは「 」を表⽰しアラーム機能を停⽌します。

昇降スピードが遅すぎです。
2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
コントローラが作動しません。

1.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
1.リセットしてください。

上ボタンが効きません。
2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

・障害物検知機能
a．上ボタンと下ボタンを同時に5秒以上押して障害物検知機能感度の調節ができます。R-3、R2、R-1、R-0四段階があります。
b．R-0は障害物検知機能をオフ；R-1は低感度；R-2は中感度；R-3は⾼感度です。初期設定は R-3になっています。使⽤中⾼感
度のためすぐに障害物機能を作動したら低感度に調節してみて ください。

1.積載重量をご確認ください。Max：100 kg。
デスクが⾃動的に下がります。

・セルフバランス機能の操作⽅法
メインメニューを開く: (M) キーとサブメニューとして表⽰される (ACT)、(CHE)、(dOT) を⻑押す。上 / 下ボタンを操作して、
各モードへ切り替る。
a. ⾃動レベリング機能: (ACT) メニューで (M) キーを押すと (SET) メニューが表⽰され、⾃動レベリング機能がオンになる。
レベリング中に他のキーを押すことで、レベリングモードとメニューを終了することができる。
b. ⼿動レベリング機能: (SET) メニューを表⽰して点滅が始まった後、(M) キーを短く押して (dOT) を選択すると、⼿動レベリ
ング機能がオンになる。
c. バランス位置のデフォルト設定: (CHE) モードに切り替えた後に (M) キーを短く押すことで (SET) メニューが表⽰され、オ
フセットレコード機能がオンになる。
注意: メニューを終了する条件や操作を満たしていない限り、有効な操作を⾏わない場合でも、5秒後に⾃動的に終了する。

2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
デスクが⾃動かつ頻繁的に初期化し
ます。
連続操作しすぎます。

2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
1.⼀時停⽌して18分後再起動してください。

⼆分間連続操作したときは18分以上
操作しないでください。

・リセット機能および故障除去
a. リセット。LED画⾯に「ASI」を表⽰したら下ボタンを押し続けデスクは⼀度⼀番低い位置に着 きまた少し上がります。
LED画⾯に69cm表⽰したら初期化が完了します。
b. E01とE02を表⽰した時、18分後を再操作してください。
c. 下ボタンを押しても作動しない時、全てのケーブルが正しく接続されたことをご確認ください。 そして、コンセントを1 0秒
以上抜いた後電源を接続します。電源接続後リセットしてください。電源を再接続し,「▼」ボタンLEDを押して「RSF」と表⽰
し,「▼」ボタンを押してリスタートする。

1.積載重量をご確認ください。Max：100 kg。

2.お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
1. 「M」ボタンと「3」ボタンを同時に3秒以上押し続

昇降程度が⼗分ではありません。

けると、ビーッという⾳が⼆回鳴り初期化します。
2. お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

これらの⽅法をすべて試しても問題が解決できない場合は、お客様へご連絡下さい。
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注意

製品の廃棄について

1.電気：AC100V-240V、50/60HZ
2.温度：0-40℃

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。

3.電源プラグやコンセント周りのゴミや埃は定期的に取り除いてください。

廃棄の際は法令に従った適切に処理をお願いいたします。

4.屋外や⽔のかかるところなどでは絶対に使⽤しないでください。また濡れた⼿で電源プラグを抜き
差ししないでください。
5.コントローラでは電⼦部品や⾦属などがあるので、廃棄する際現地の法令に従ってください。
6.全ての部品を組み⽴てたことをご確認の上ご使⽤ください。
7.説明書をよくお読みになり、内容や使⽤⽅法をご理解された上でご使⽤ください。
8. Vリブドベルトとブレーキ装置のため、軽い⾳がしますので、ご安⼼ご使⽤ください。
9.電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使⽤しないでください。
10.アジャスターを調整する時、⼿や脚を挟まないように⼤⼈⼆⼈以上で操作を⾏えてください。
11.⼦供にはデスクの清掃などをさせないでください。
12.昇降操作中は脚などの可動部には絶対に触れないでください。
13.昇降操作をする時、天板の周りものを置かないでください。
14.説明書やパッケージなどを保存することをおすすめします。
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FlexiSpot Limited Warranty
This limited warranty offered by FlexiSpot covers defects in material or workmanship in new
FlexiSpot products. This warranty extends to the original purchaser only and is non-transferable.
Only consumers purchasing FlexiSpot products from authorized FlexiSpot retailers or resellers
may benefit from our limited warranty.

What is Covered?
The FlexiSpot limited warranty covers our products against defects in material or workmanship
as follows:
·FlexiSpot Height Adjustable Desk Frames
All height-adjustable desks purchased on or after October 5, 2016 include a 5-year warranty for
the frame, and a 3-year warranty for the motor, controller and switch, electronics and other
mechanisms.

What is Not Covered?
Our limited warranty does not cover any problem that is caused by:
1. Conditions, malfunctions or damage not resulting from defects in material or workmanship.
2. Conditions, malfunctions or damage resulting from normal wear and tear, improper
installation, improper maintenance, misuse, abuse, negligence, accident or alteration.
3. Accessories, connected materials and products, or related products not manufactured by
FlexiSpot.
4. Conditions, malfunctions or damage resulting from failure to follow the instructions and
guidelines relating to the product's intended use.

·FlexiSpot Sit-Stand Desktop Workstations

Our limited warranty is void if a product is returned with removed, damaged or tampered labels
or any alterations (including removal of any component or external cover).

All standing desks purchased on or after October 5, 2016 include a 5-year warranty for the frame,
medium-fiber desktop, and a 3-year warranty for the gas spring system and other mechanisms.

How to File a Claim?

·FlexiSpot Desk Bikes

In order to receive the benefit of our limited warranty, you need to process your claim in
compliance with the terms of this limited warranty and follow proper return procedure. To
request warranty service, please contact customer service via email at contact@FlexiSpot.jp.
You will need to provide the sales receipt or other evidence of the date and place of purchase
for your FlexiSpot product.

All desk bikes purchased on or after October 5, 2016 include a 3-year warranty for the frame, and
a 1-year warranty for the electronics and other mechanisms.
·FlexiSpot Mini Steppers
All desk bikes purchased on or after October 5, 2016 include a 1-year warranty for the frame, and
other mechanisms.
·Accessories
All monitor mounts purchased on or after October 5, 2016 include a 5-year warranty for the arms,
and 3-year warranty for gas spring system and mechanisms.

What are your Remedies?
FlexiSpot will replace at no charge to the consumer the defective parts only or, at FlexiSpot's
option, replace any product or part of the product that is defective because of improper
workmanship and/or material, under normal installation, use, service and maintenance. If
FlexiSpot is unable to provide a replacement and repair is not practical or cannot be completed in
a timely fashion, FlexiSpot may elect to refund the purchase price in exchange for the return of
the product. In the rare event that your FlexiSpot product is defective, we will provide you with a
replacement item shipped at no cost to you within the continental United States. The shipping
method for replacement products is Sagawa Express , but expedited shipping is available if you
choose to pay the additional expense. In addition, you will need to pay the shipping costs if any
products need to be shipped to you at an address outside the continental Japan.
REPAIR OR REPLACEMENT (OR, IN LIMITED CIRCUMSTANCES, REFUND OF THE
PURCHASE PRICE) AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY
OF THE PURCHASER. FLEXISPOT NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY PERSON
TO CREATE FOR IT ANY OTHER OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THIS
PRODUCT.
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FlexiSpot Limited Warranty

Implied Warranties and Limitation of Damages
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES
(INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE) SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY,
AND FLEXISPOT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS OR
REVENUE, RESULTING FROM ANY BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR
CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF FLEXISPOT HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow
limitations on the duration of an implied warranty or the exclusion or limitation of special,
indirect, incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not
apply to you.

Governing Law
This Warranty shall be governed by the laws of the State of California, USA, without giving
effect to any conflict of laws principles that may provide the application of the law of another
jurisdiction.

How State Law Applies
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary
from state to state.
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