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据付説明書 販売店・工事店様用

この据付説明書は、フラットフード形レンジフードファンと組合わせて取付けるシステム部材の説明書です。
■取付けを始める前に、この据付説明書とフラットフード形レンジフードファンの据付説明書を併せてよくお読みに
なり、正しく安全に取付けてください。
■側板はフラットフード形レンジフードファンを据付けた右側面または左側面に吊戸棚や壁がない場合に使用するものです。
側板は上下反転する事により左右どちらの側面にも取付可能です。

■側板は上幕板と組合わせて使用するものです。側板単品では使用できません。左右両側面に側板を取付ける場合、
側板が2枚必要です。
■取付けは販売店・工事店様が実施してください。

安全のために必ず守ること

フラットフード形レンジフードファン用システム部材
上幕板 側板

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

●取付けは確実に行う
（落下によりけがをすることがあります）
●取付けの際は、手袋を着用する
（着用しないとけがをすることがあります）

指示に従い
必ず行う

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの

形　名 幅
P-6045SHP2
P-6045SHP2-B
P-6045SHP2-S
P-6055SHP2
P-6055SHP2-B
P-6055SHP2-S
P-7545SHP2-S
P-7555SHP2-S
P-9045SHP2-S
P-9055SHP2-S

600
455
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455

555

750

900

高さ

455
555
455
555

高さ色　調
ホワイト
ブラック
シルバー
ホワイト
ブラック
シルバー

シルバー

形　名
P-3145SHP2
P-3145SHP2-B
P-3145SHP2-S
P-3155SHP2
P-3155SHP2-B
P-3155SHP2-S

色　調
ホワイト
ブラック
シルバー
ホワイト
ブラック
シルバー



整流板

整流板

レンジフードファン本体
整流板保持金具（手前）

整流板保持金具（奥）
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取付ける前に

■側板（左右兼用）

付属部品

レンジフードファン本体

上幕板
固定金具

ちょうボルト…1本取付金具…………1個

上幕板
壁

外形寸法図

付属部品

■上幕板

上幕板固定金具…2個 ねじ……………4本

整流板を取りはずす
（整流板が取付けられている場合）

レンジフードファン本体に取付金具が取付け
られていることを確認する。
取付けられていない場合は、取付金具（レン
ジフードファン付属）を仮固定する。

・詳細はレンジフードファン本体の据付説明書をご覧く
ださい。

① 両手で整流板をしっかり支える。
② 整流板保持金具（手前）のレバーを下げる。
（左右2か所）

③ 整流板保持金具（奥）を軸に後側へゆっくり
下げる。

④ 整流板をはずす。

・レンジフードファン本体の整流板を取りはずす。
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        形名
P-6045SHP2
P-6045SHP2-B
P-6045SHP2-S
P-6055SHP2
P-6055SHP2-B
P-6055SHP2-S
P-7545SHP2-S
P-7555SHP2-S
P-9045SHP2-S
P-9055SHP2-S

A

900

750

B

455
555
455
555

600

455

555

600mm用

700mm用
455

555

600mm用

700mm用

C（本体との組合わせ高さ）

600mm用
700mm用
600mm用
700mm用

■変化寸法表

        形名
P-3145SHP2
P-3145SHP2-B
P-3145SHP2-S
P-3155SHP2
P-3155SHP2-B
P-3155SHP2-S

A C（本体との組合わせ高さ）
■変化寸法表

単位（mm）

単位（mm）

ちょうボルト
レンジフードファン本体

回り止め
取付金具
（レンジフードファン付属）



フィルター

ツマミ

① ②

②

③

取付方法

① 上幕板に付属の上幕板固定金具をねじ（各2本）
で取付ける。

② 上幕板固定金具を本体と取付金具（レンジフー
ドファン付属）ではさむようにして、前側から
スライドさせる。

③ 吊戸棚に合わせて、前後方向の位置を決め、仮
止めのちょうボルトを締め付けて固定する。
・上幕板可動範囲：360～450mm（壁から上
幕板の前面まで）

・上幕板がはずれないように取付けられている
ことを確認する。

側板

上幕板

※側板：1枚使用

※図は左側に吊戸棚や壁がない場合を示す。

※側板：2枚使用

上幕板

ねじ

上幕板
固定金具

上幕板
固定金具

側板

上幕板

側板

■上幕板の取付け（側板を使用しない場合）

■上幕板・側板の取付け（側板を使用する場合）
取付け方法は、右側または左側に吊戸棚や壁がない場合 、と 両側とも吊戸棚や壁がない場合 があります。

右側または左側に吊戸棚や壁がない場合 両側とも吊戸棚や壁がない場合

①

レンジフードファン本体

レンジフード
ファン本体

上幕板

上幕板
固定金具

上幕板固定金具 ちょう
ボルト

取付金具
（レンジフード
　ファン付属）

①

フィルターを取りはずす
（フィルターが取付けられている場合）

① ツマミを奥に押す。
② フィルター2枚をはずす。（900幅タイプは3枚）

・レンジフードファン本体のフィルターを取りはずす。
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④
③ ツメ

引掛け部

側板

壁

④

⑤

⑤

す
き
間

（
約
5ｍ
ｍ
）

③

す
き
間

（
約
5ｍ
ｍ
）

③

この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

側板

ちょうボルト
ちょうボルト

取付金具

ちょうボルト
ちょうボルト

側板

右側または左側に吊戸棚がない場合（側板を1枚使用）

両側とも吊戸棚がない場合（側板を2枚使用）

取付方法 つづき

① 上幕板に側板を上幕板に付属のねじ2本で取付け
る。

② 上幕板に上幕板固定金具を上幕板に付属のねじ2
本で取付ける。

③ 取付金具（側板付属）を、向きに注意（切欠き（短）
を本体の内側に向ける）して図のようにレンジフ
ードファン本体の側板側にちょうボルトで仮固定
する。

④ 組立てた上幕板、側板を取付金具にはさむように
して、前側からスライドさせる。側板のツメをレ
ンジフードファン本体の引掛け部へ差し込む。

⑤ 仮止めのちょうボルトを締め付けて固定する。
・上幕板や側板がはずれないように取付けられて
いることを確認する。

側板のツメが引掛け部へ差
し込まれないと側板とレン
ジフードファン本体の面が
合わないので、その時は一
度引き戻し、もう一度差し
込んでください。

上記取付方法①を参照し上幕板に側板（両側）を取
付け、③～⑤の手順で、取付金具（側板付属）をレ
ンジフードファン本体の左右（２か所）に取付け、
側板をレンジフードファン本体に固定する。
（②の上幕板固定金具は使用しません）

上幕板

上幕板

上幕板

上幕板
固定金具

上幕板固定金具

①

②

側板

切欠き（短）

ねじ
ツメ

引掛け部

ねじ

③
④
③

レンジフード
ファン本体

レンジフード
ファン本体

レンジフードファン本体

上幕板固定金具

取付金具

取付金具
（側板付属）

レンジフード
ファン本体

側板

整流板・フィルターを取りはずしと逆の手順で取付ける。

取付け後

お願い

回り止め

回り止め

取付金具（側板付属）
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