
このたびはAX-BE938NTF/NTCをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
組立て・ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

組立・取扱説明書 保証書付 保管用

収納式電動リクライニングベッド
AX-BE938NTF/NTC

製造番号

もくじ
安全上のご注意 ････････････････ 2～4

各部の名称 ･･･････････････････  5～6

部品一覧 ･････････････････････････  7

組立手順 ･････････････････････8～10

使いかた ･･･････････････････ 11～14

お手入れと保管方法 ･･････････････ 14

故障かなと思ったら ･･･････････････ 15

仕様 ････････････････････････････ 15

保証とアフターサービス ‥‥‥‥裏表紙
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注意

必ず
守る

ベッドはラグなどの上に設置してください。
畳やフローリング（木製床）などにキズをつ
けるおそれがあります。

必ず
守る

ベッドは突起物のない、平らな場所に設
置してください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

必ず
守る

ベッドの設置は壁や家具などから十分な
距離を取ってください。
壁や家具などキズを付けるおそれがあります。

必ず
守る

ベッドを移動させるときは、必ず大人の
方がおこなってください。また、移動時
はキャスターの回転方向にも注意して、
ゆっくり移動してください。
フローリング（木製床）などをキズつけるお
それがあります。

必ず
守る

ベッドを長期間閉じておく場合は転倒に
注意してください。
思わぬ事故や破損がおきるおそれがあります。

必ず
守る

本製品はシングルベッドです。お一人で
使用してください。また、体重が90kg
以上の方は使用しないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

組立中・ベッドの開閉中に指などを挟ま
ないように十分注意してください。
ケガをするおそれがあります。はさみこみ

注意

機械油など油成分や化学薬品などの成
分が浮遊している場所では使用しない
でください。
事故が起きるおそれがあります。

禁止

ベッドの上で飛び跳ねたりしないでくだ
さい。特にお子様などがトランポリン遊
びをしないようにしてください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。

禁止

ストーブまたは可燃性の物や火気の近
くでは使用しないでください。
事故や火事になるおそれがあります。禁止

本製品は一般家庭用です。業務用およ
び本来の目的以外では使用しないでく
ださい。
事故になるおそれがあります。

禁止

ヘッドボードやフットボードの上に乗った
り座ったりしないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。禁止

ベッドを踏み台にしたり、重いものを載
せたりしないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。禁止

背部や足部を上げた状態のとき、背部・
足部の上で立ち上がらないでください。
思わぬ事故や破損が起きるおそれがあります。禁止
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組立時のご注意

使用上のご注意
●コントローラーの操作は、必ず大人の方が行ってください。
また、周囲にお子様やペットなどがいないことを確認して行ってください。
思わぬ事故の原因になります。
●うつ伏せや横向きの状態でご使用のとき、背もたれを上げないでください。
事故やケガのおそれがあります。
●背部、足部の高さ調節時以外は、必ずコントローラーの電源スイッチを切ってください。
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。
●背部リクライニング部分や足部フットアップ部分に、腰を掛けたり座ったりして作動させないでください。
故障の原因や事故、ケガのおそれがあります。
●ランバーサポート機能の設定ならびに解除をおこなった後は、必ずストッパーピンを差し込んでください。
●ランバーサポートの調節は左右両側とも同じ位置に合わせてください。
破損の原因やケガのおそれがあります。
●ベッド本体を閉じる時はヘッドボード・フットボードやサイドレールなどの付属品を外してか
らおこなってください。
破損の原因になります。
●ベッドの開閉をおこなう時はサポートグリップから手を放したりしないでください。
破損の原因やケガのおそれがあります。

●本説明書をよく見て、あらかじめ内容を把握してから組立ててください。
●組立は大人の方が説明書に従って組立ててください。
●手をケガしないよう必要に応じて手袋をしてください。
●組立作業はフローリング（木製床）などにキズが付かないように、商品を梱包しているダン
ボールケースの上で行ってください。
●組立の際は、近くにお子様やペットがいないか十分に注意してください。
●組立の際は、手や指をはさまないよう十分に注意してください。
●ヘッドボード、フットボードを取り付けたあとは、必ずストッパーピンを差し込んでください。

安全上のご注意
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部品一覧
組立前に部品がすべて揃っているか、確認してください。

ヘッドボードの取り付け部品

フットボードの取り付け部品

サイドレール

サイドレール×2

ストッパーピン×2

フットボード×1

ストッパーピン×2

ヘッドボード×1

ストッパーピン×2

ヘッドボード×1

AX-BE938 NTF AX-BE938 NTC
フラットタイプ 宮付タイプ
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2
STEP

1
STEP

（「部品一覧」⇨P6参照）

梱包箱より部品を取り出し、すべてそろっているかを
確認します

ベッド本体をゆっくり起こしベッドを広げます

組立前には必ず、P4「組立時のご注意」をお読みください。

・ベッド本体をゆっくりと起こします。

・片方の手でサポートグリップを握り、
もう片方の手でフレームの下方を握り、
外側へ広げます。

注意
●ベッド本体を開く時はサポートグリップから
手を放したりしないでください。
破損の原因やケガのおそれがあります。

サポートグリップ

フレーム

組立手順
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1．ヘッドボードを本体に取り付けてください。
2．ストッパーピンを穴に差し込んで固定してください。

ヘッドボードを取り付けます4
STEP

注意
●ヘッドボードを取り付けたあとは、必ず
ストッパーピンを差し込んでください。

AX-BE938 NTF

AX-BE938 NTC

フラットタイプ

宮付タイプ

注意

1．フットボードを本体に取り付けてください。
2．固定ピンを穴に差し込んで固定してください。

フットボードを取り付けます5
STEP

注意 ●フットボードを取り付けたあとは、必ず
ストッパーピンを差し込んでください。

フッドボード

はめ込みます

取付金具

ストッパーピン

取付金具

はめ込みます

取付金具

ストッパーピン

取付金具

組立手順

ヘッドボード

はめ込みます

取付金具

ストッパーピン

取付金具

ヘッドボード

はめ込みます

取付金具

ストッパーピン

取付金具
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使いかた

コントローラーの使いかた
電源プラグをコンセントに差し込みます
正しく確実に差し込んでください。

コントローラー

電源
スイッチ

電源の入/切を切り換える

入側にスライドすると電源が入ります。

切側にスライドすると電源が切れます。

背部を上げる

背部を下げる

足部を上げる

足部を下げる

背部

足部

操作前には必ず、P3「使用上のご注意」をお読みください。

警告

注意

●下図の①サイドレールのすき間に注意してください。
　身体の一部（頭・首・手・足など）が挟まれ、けがをするおそれがあります。

●下図の、②ヘッドボード・フットボードの上に乗ったり座ったりしないでください。
また、リクライニングさせている状態で③背部リクライニング部、
④足部フットアップ部分の上に乗ったり座ったりは絶対にしないでください。

　故障や、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

●背部、足部の高さ調節時以外は、必ずコントローラーの電源スイッチを切ってください。
誤操作や接触によりベッドが動き、事故の原因になります。

②

②

③

④
①
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使いかた

1
STEP

2
STEP

3
STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP サポートグリップ

サポートグリップ

フレーム

注意
●ベッド本体を閉じる時はヘッドボード・フットボードやサイドレールなどの
付属品を外してからおこなってください。
破損の原因になります。

●ベッド本体を閉じる時はサポートグリップから手を放したりしないでください。
破損の原因やケガのおそれがあります。

注意
●ベッド本体を開く時はサポート
グリップから手を放したりしな
いでください。
破損の原因やケガのおそれがあり
ます。

ベッドの閉じかた

ベッドの開きかた

電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します

サイドレール、ヘッドボード、
フットボードを取り外します

サポートグリップを握り、ベッド
中央を持ち上げます
ベッドが上がってくると、片側の手をフレームに
添えて、ベッドが移動しないようにして閉じます。

組立手順P9～P10を参照し逆の手順で取り外
してください。

サイドレール、ヘッドボード、フットボードを取り付けます
組立手順P9～P10を参照し取り付けてください。

電源プラグがコンセントから抜けていることを確認します

片方の手でサポートグリップ
を握り、もう片方の手でベッド
フレームの下方を押さえ、外
側へ広げます








