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１．特に注意していただきたいこと

安全のために必ずお守りください

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害を防ぎ財産等を守るため
にお守り頂くことを説明しています。

危険
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を
負う危険または火災等差し迫って生じることが想定される内容を示
しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を
負う可能性が生じることが想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可
能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険

製品室内及び著しく近い場所での火気及び揮発性の高い油類は、絶対に使用しない
でください。

警告

換気口を備え付けていますが、室内は気密性が高く空気がこもりやすくなっております。
時々ドアの開け閉めをするなど、必ずご自身で空気の入れ替えを行って下さい。
設置する場所は、平坦な場所に設置し、不安定な場所に置かないでください。
天井パネル及び換気口には、物を載せないでください。

注意

※だんぼっちトールは、背が高いので一人での組立ては危険です。
必ず二人以上で組立ててください。
長時間湿度の高い場所に置くと製品が変形してしまう恐れがあります。

だんぼっち内部への飲料水などの液体物の持込は、こぼした際にダンボールが変形し、
傷みやすくなりますので、ご遠慮下さい。
製品に過剰な負荷をかけると変形・破損する恐れがございます。

脚の床に対する接地面積が極端に少ない椅子のご使用や、かかとに体重を乗せるな
どすると製品の性質上、床面にへこみができる場合がございます。
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4

主素材をダンボールとした組立式の簡易防音室です。

完全防音ではなく、主にカラオケなどの歌の練習に最適化さ
れた設計となっております。

また、読書や勉強など集中したい時にプライベートスペース
として使用していただけます。

だんぼっち サイズ:Ｗ80×Ｄ110×Ｈ164（cm）

※換気口含む 組み立て時総重量：25.54kg

だんぼっちトール サイズ:Ｗ80×Ｄ110×Ｈ210（cm）

※換気口含む 組み立て時総重量：30.46kg

２．特徴及び外観図(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)

※上の写真は、だんぼっちです。
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３．本体の各部名称(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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天井パネル

換気口

正面パネル(扉) 左側面パネル

床パネル

右側面パネル

背面パネル

テーブル

ブッシング

※上の写真は、だんぼっちです。
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4．パーツリスト

6

4-1．パーツリスト(だんぼっち・だんぼっちトール 共通パーツです。)

出荷時の本体部品および付属品は以下のリストの通りです。

作業を始める前に、全てが揃っているか確認して下さい。

なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがござい
ましたらすぐにVIBEカスタマーサポートまでご連絡下さい。

主要素材の特性上、反りがある場合がありますが不良品ではありません。

・ブッシング－3個
※天井パネルに２個、背面パネ
ルに1個、ナットを回しながらはず
してから、パネルを挟んで取り付
けます

・ユリアネジ(M6×21)白－6本
※テーブル取付け用

・丸座金(Φ30M6用)-6本
※テーブル取付け用

・テーブル
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4．パーツリスト
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・換気口
※ゴムが付いている方を下向きに置きます

・天井パネル
※スポンジが付いている方を下向きに置きます

・床パネル
※スポンジが付いている方を上向きに置きます
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4．パーツリスト

8

・ユリアネジ(M5×22)白－25本(予備1本)

※正面・両側面・背面・天井パネル組立て用

4-2．パーツリスト（だんぼっち）

※だんぼっちをご購入の方は、こちらを参照ください。

・背面パネル・正面パネル

テーブルを取付ける３ヵ所の穴が上図の位置になるとき、左側面パネル
は上部の突起が左側に、右側面パネルは右側にきます。

・左側面パネル ・右側面パネル
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4．パーツリスト
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・ユリアネジ(M5×22)白－29本(予備1本)

※正面・両側面・背面・天井パネル組立て用

4-3．パーツリスト（だんぼっちトール）

※だんぼっちトールをご購入の方は、こちらを参照ください。

・背面パネル・正面パネル

テーブルを取付ける３ヵ所の穴が上図の位置になるとき、左側面パネル
は上部の突起が左側に、右側面パネルは右側にきます。

・右側面パネル・左側面パネル
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5．組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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手順1

パーツリストの中身・数量を確認しましょう。

手順3

床パネルを最初に置きます。(幅が短いほうが扉面または背面になり
ます。床パネルに前後の向きはありません。)

左側面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。
(一人で組立てる場合は、左側面パネルを壁に立てかけるとやりやす
いです。)

※だんぼっちトールは、背が高いので

一人での組立ては危険です。

必ず二人以上で組立ててください。

左側面パネル

床パネル

手順2

手順3
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5．組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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右側面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。
(下図のように起こしながら、テーブル用穴とテーブルのナットを合
わせ丸座金とユリアネジをしっかり締め付けます)

丸座金(Φ30M6用)-3個

ユリアネジ(M6×21)白－3本

手順4

手順5

ユリアネジ(M6×21)白－3本

丸座金(Φ30M6用)-3個

左側面パネルにテーブルを取り付けます (左側面パネルの外側から
丸座金とユリアネジをしっかり締め付けます)

テーブル

左側面パネル

手順4

右側面パネル

その際、緩衝材として同梱してあるスリット付のダンボールを2枚組
み合わせ、作業台として使用すると便利です。
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5．組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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背面パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。 (下図のよ
うに起こしながら、両側面パネルの長ナットを合わせユリアネジを
しっかり締め付けます)

背面パネルと天井パネルにブッシングを取り付けます。ブッシング
に付いている、ナットを反時計廻りで外して、各パネルの穴へ内側
よりブッシング本体を差込み、パネルの外側よりブッシング用の
ナットを時計廻りに回しパネルを挟み込みます。

手順7

手順6

ブッシング本体

背面パネル内側

ブッシング用ナット

ブッシング本体

天井パネル内側

ブッシング用ナット

右側面パネル

背面パネル

だんぼっちの場合
ユリアネジ(M5×22)白－6本
だんぼっちトールの場合
ユリアネジ(M5×22)白－8本
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5．組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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正面(扉)パネルの穴を床パネルのピンにかるく差込みます。 (下図
のように起こしながら、両側面パネルの長ナットを合わせユリアネ
ジをしっかり締め付けます。)

図のように４面パネルの長ナットと天井パネルの穴を合わせユリア
ネジをしっかり締め付けます(4面パネルのユリアネジの締付けが緩
いと天井パネルが合わせにくいので、しっかり締め付けます。)

手順9

手順8

正面パネル

だんぼっちの場合
ユリアネジ(M5×22)白－6本
だんぼっちトールの場合
ユリアネジ(M5×22)白－8本

天井パネル

ユリアネジ(M5×22)白－12本



5．組立手順書(だんぼっち・だんぼっちトール 共通)
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最後に換気口をふたつの穴に合わせて乗せれば完成です。

手順10

6．長時間（長期間）使用しない場合

保管方法

素材の特性上、直射日光を避け湿度変化の少ない場所を奨励致します。

また、保管時に各パネルに無理な力がかからないようにしてください。

できるだけ組立てた状態での保管を奨励します。

※上の写真は、だんぼっちトールです。

換気口
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７．点検・保障規定に関する事項
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特に点検等の必要はございませんが、部品の破損等が認められた場合
は、お客様相談窓口にご相談ください。

気密性を高めるために、ドア部分のゴムパッキンは圧力がかかりやす
くなっております。

使用しているうちにゴムパッキンがはがれてしまった場合は、強力タ
イプの両面テープで接着しなおしていただきますようお願い申し上げ
ます。

お届けした商品が初期不良、または万が一ご注文されたものと異なる
場合においてのみ、返品・交換をお受けいたします。

商品到着後7日以内に弊社担当へメールにてお知らせください。

<免責事項>

以下の場合は商品の交換および返品はお受けいたしませんので、あら
かじめご了承ください。

・お客様都合での交換・返品

・到着から8日以上経過した商品

・一度使用された商品(初期不良品を除く)

・「特に注意していただきたいこと」に記載されている事項に

該当する行為による不具合

点検について

無料修理規定



VIBEカスタマーセンター

mail: support_danbocchi@vibe.co.jp

TEL:03-5464-3020

[受付時間]平日１０：００～１８：００

株式会社VIBE

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-16-3
ICM中央ビル6F

http://www.vibe.co.jp/

神田産業株式会社

〒963-0021 福島県須賀川市館取町22番地

ハニリアル事業部

〒962-0041 福島県須賀川市横山町22-1

TEL 0248-94-2738 FAX 0248-94-2728

http://www.kanda-package.com/

※お電話でのお問い合わせの際は、お問い合わせ内容、お名前、ご連絡先をお伝え下さい。

担当者から折り返しご連絡させて頂きます。

８．アフターサービスに関する事項
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お客様ご相談窓口

販売業者表記

製造業者表記


