
ステンレス製鏡 KAGAN 施工説明書
商品の機能が十分に発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

●施工完了後、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書・付属のタオルと共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

●変形がおきないよう取り扱いには十分の配慮をしてください。
●ステンレス鏡の特性 ( 金属製 )で離れると多少歪んで見えることがあります。(有効使用範囲：4ｍ以内)
　※ガラス鏡とは映り方が異なります。
●浴室等、直接水がかかる場所でのご使用を希望される場合は、すき間部分を必ずコーキングし、水が入らないように
　してください。ポリエチレンシートが吸水し、変形・劣化の原因となります。
●落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。
●取付部の壁の不陸及び反りがないようにしてください。
●隣接設置の場合、鏡（枠付きの場合は枠）同士のすき間を2mm程度設けてください。

[乾式壁の場合]
●ステンレス製の木ねじを使用してください（木ねじは

別途手配してください）。
●取付部の厚さが12mm以上になるように取付木（補強

木）を設けてください。※取付木（補強木）は柱また
は間柱に固定してください。

●石こうボード等のボード張りには木ねじはききませ
ん。必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、取付部の厚
さを確保してください。

●ボード張りの厚さは12.5mmを越える場合は、越えた分
だけ長い木ねじを別途用意してください。

[湿式壁の場合]
●取付部材として同梱のプラグボルトを使用してください。
●下地材はコンクリートとし、取付部の奥行は50mm以上（コ

ンクリートの厚さは30mm以上）を確保してください。
●壁仕上材（モルタル・モルタル＋タイル等）の厚さは　

20mm以下としてください。
　厚さが20mmを越える場合は越えた分だけ長いプラグボルト

を使用してください。
●ALC板やコンクリートブロックの中空部にはプラグボルトは

固定できません。
●木ずり下地・ラスボード下地への取付けは、乾式壁と同じ

ようにあらかじめ壁裏に取付木を入れ、必要なねじ込み深
さを確保し、取付部材として木ねじを使用してください。

● 日光や殺菌灯が直接当たる場所へ取り付けないでくださ
　い。※変色するおそれがあります。

盗 難 防 止 タ イ プ 取 り 付 け 方 法

施 工 前 の ご 注 意

製 品 寸 法

必ずこの施工説明書の指示どおりに施工する
誤った施工をされた場合、器具が破損したり、外れたりして、ケガをするおそれがあります。

乾式壁の場合は、ステンレス製の木ねじを使用する
他の木ねじを使用した場合、錆びて、鏡が落下するおそれがあります。

警告

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
安 全 上 の ご 注 意 ・・・安全のために必ずお守りください

注意

●この説明書では、商品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を
　未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で
　区分し、説明しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
ことが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定
される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表　示 意　味 表 示 意　味
　　は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「禁止」を示します。

　　は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

注　意
必ず実行

禁　止

必ず実行

盗難防止タイプ　KSN-3545、KSN-4560、KSN-4590
●粘着裏紙の剥離紙を剥がして取り付けた後は、取り外せなくなります。剥がす前に位置を確認してください。

鏡の取付位置を決め、製品寸法の下穴位置寸法を参考に
して、現物あわせで下穴をあけます。(図1)
※下穴サイズはプラグボルトの場合φ7.5深さ35mm、木ね
　じ(別途手配)の場合φ3.0深さ25mm、としてください。
※施工時は、鏡上面を金具取付に必要なすき間30mmを確保
　してください。
※隣接設置する場合は、取付金具端面から2mmのすき間
　が必要です。

1.位置決めと下穴加工 (図1)

①上部支持金具（長穴）を最上部までスライドします。
②表側の保護シートの一部をはがします。
③粘着裏紙の剥離紙をはがします。
④正面から鏡の下部支持金具（丸穴）に差し込みます。
⑤鏡を壁面に合わせます。
⑥鏡を押さえ、壁に完全に固定します。
＜注意＞剥離紙を剥がして貼り付けた後は、取り外せな
くなりますので慎重に取り付けてください。
⑦上部支持金具を下へスライドさせて鏡を固定します。
⑧ 鏡表面の保護シートを剥がす際、シートは手前に引か
　ずに下方向に引きながら剥がしてください。
＜注意＞無理に剥がすと鏡が変形するおそれがあります
ので、やさしく剥がしてください。

上部支持金具を上方に引っ張ってみて同金具が確実に
固定できたか確認してください。

6.確　認

プラグボルト又は木ねじ(別途手配)の皿頭を上部支持金具
の板バネが乗り越えて、皿頭に板バネがひっかかること
で、支持金具が固定され盗難防止の役目を果たします。

7.盗難防止の効果(図4)

上部支持金具(長穴)をプラグボルト又は木ねじ(別途手配)
が滑って動く程度に締めてください。

3.上部支持金具の仮止め(図2)

4.鏡の固定(図3)

鏡の取付位置が決まったら、下部支持金具を壁に固定し
てください。

2.下部支持金具の固定(図2)

プラグボルト又は
木ねじ (別途手配 )

W3

H3

図1

図2

図3

図4

ボルトを板バネの下
側に入れ金具を上に
押し上げスライドで
きる程度に締め付け
てください。

下穴加工位置
下部支持金具を
基準に位置決め
することをおす
すめします。

上部支持金具をまっす
ぐに押し下げて固定(ロ
ック)してください。

1度ロックすると取り外すことができません。
必ず取り付け位置をご確認の上ロックしてください。

上部支持金具(長穴)

下部支持金具(丸穴)

鏡 (表面 )

保護シート
30mm程度
剥がしておく(　　　　)

●施工後、同梱の「取扱説明書・KAGAN専用タオル ヌーボ
ースピューナー」をお客さまにお渡しください。

盗難防止タイプ

品　　番
W2×H2×厚み

金具取付時の
寸法[mm]

下穴位置
寸法[mm]

W3
KSN-3545
KSN-4560
KSN-4590

361×457×11
464×610×11
464×912×11

260
356
356

H3
416
569
871

4点止めタイプ
金具取付時の
寸法[mm]

下穴位置
寸法[mm]品　　番

W1×H2×厚み W3
KSF-3545
KSF-4560
KSF-4590

357×457×10
460×610×10
460×912×10

250
320
320

H3
430
583
885

W3

H2H3

W2
W3

H2H3

W1

木枠タイプ
木枠取付時の
寸法[mm]

下穴位置
寸法[mm]品　　番

W2×H2×厚み W3
KSW-3545
KSW-4560
KSW-4590

379×479×18
482×632×18
482×934×18

249
352
352

H3
430
583
885

W2
W3

Ｈ3Ｈ2

W2
W3

Ｈ3 Ｈ2

四方金具タイプ
木枠取付時の
寸法[mm]

下穴位置
寸法[mm]品　　番

W2×H2×厚み W3
KSS-3545
KSS-4560
KSS-4590

391×491×16
494×644×16
494×946×16

339
442
442

H3
419
572
874

19.07



表面

保護シート

鏡の取付位置を決め、製品寸法図の下穴位置寸法を参考
にして、現物あわせで下穴をあけます。
※下穴サイズはプラグボルトの場合φ7.5深さ35mm、
木ねじ(別途手配)の場合φ3.0深さ25mmとしてくださ
い。
※施工時は、鏡上面を金具取付に必要なすき間30mmを
確保してください。
※隣接設置される場合、2mm程度のすき間を設けてく
ださい。

1.位置決めと下穴加工(図1)

① 四方枠が壁に固定されていることを確認してください。
② 四方枠金具上部の皿ネジ（Ｍ４）をはずして上枠を
　取り外す。（図2）上枠上部のすき間が狭い場合は、
　「オフセットドライバー」を使用してください。
③ 鏡表面下部の保護シートを一部剥がします。（図3）
④ 鏡裏面の剥離紙を全面剥がします。（図4）
⑤ 正面から鏡を斜めにした状態で下枠アングル部に差し
　込みます。（図5）
　このとき、枠に対して鏡がセンターになるようにバラ
　ンスを取って取り付けてください。挿入用のすき間を
　設けているので片寄せするとすき間が大きくなって
　しまいます。
＜注意＞剥離紙を剥がして貼り付けた後は、取り外せな
くなりますので慎重に取り付けてください。
⑥ 下まできっちりと差し込んだ状態で鏡を壁面に押えな
　がら完全に固定します。
⑦ 固定した鏡表面上部の保護シートを一部剥がします。
⑧ ②で取り外していた上枠、皿ネジ（Ｍ４）を元通りに
　取り付けてください。
⑨ 鏡表面の保護シートを剥がす際、シートは手前に引か
　ずに下方向に引きながら剥がしてください。
＜注意＞無理に剥がすと鏡が変形するおそれがあります
ので、やさしく剥がしてください。

3.鏡の取り付け

四方枠金具を上下左右に引張ってみて確実に固定されて
いるか確認してください。

4.確認

四方枠金具は上枠と下枠を組み付けた状態で木ねじ又は
プラグボルトでしっかりと固定します。

2.四方枠金具の固定

四 方 枠 金 具 タ イ プ 取 り 付 け 方 法

保護シートを
剥がした方を
下にして差し込む

四方枠金具

裏面

剥離紙

粘着面

4 点 止 め 金 具 タ イ プ ・ 木 枠 タ イ プ 取 り 付 け 方 法

下部支持金具（丸穴）を固定します。
2.下部支持金具の固定(図2)

上部支持金具（長穴）をスライドできる程度に固定します。

木枠裏面の両面テープ剥離紙を剥がし、鏡本体にはめ
込み、しっかり押さえてください。

3.上部支持金具の固定(図2)

6.木枠の固定 ※木枠タイプのみ (図4)

上部支持金具を上方に引っ張ってみて同金具が確実に
固定できたか確認してください。

5.確　認

①上部支持金具（長穴）を最上部までスライドします。
②表側の保護シートの一部をはがします。
③粘着裏紙の剥離紙をはがします。
④正面から鏡の下部支持金具（丸穴）に差し込みます。
⑤鏡を壁面に合わせます。
⑥鏡を押さえ、壁に完全に固定します。
＜注意＞剥離紙を剥がして貼り付けた後は、取り外せ
なくなりますので慎重に取り付けてください。
⑦上部支持金具を下へスライドさせて鏡を固定します。

⑧鏡表面の保護シートを剥がす際、シートは手前に引か
ずに下方向に引きながら剥がしてください。

＜注意＞無理に剥がすと鏡が変形するおそれがあります
ので、やさしく剥がしてください。

●施工後、同梱の「取扱説明書・KAGAN専用タオル ヌー
ボースピューナー」をお客さまにお渡しください。

●施工後、同梱の「取扱説明書・付属のタオル」をお客さ
　まにお渡しください。

4.鏡の固定(図3)

鏡の取付位置を決め、製品寸法図の下穴位置寸法を
参考にして、現物あわせで下穴をあけます。
※下穴サイズはプラグボルトの場合φ7.5深さ35mm、
　木ねじ(別途手配)の場合φ3.0深さ25mmとしてくだ
　さい。
※施工時は、鏡上面を金具取付に必要なすき間30mm
　を確保してください。
※4点止金具タイプを隣接設置される場合、2mm程度
　のすき間を取ってください。

1.位置決めと下穴加工(図1)

※必要以上に締めると、鏡本体に歪みが生じる原因になります。

※必要以上に締めると、鏡本体に歪みが生じる原因になります。

上部支持金具と下部支持金具を逆に使用しない
支持金具を逆に使用された場合、鏡が外れて、
ケガをするおそれがあります。

注意

必ず実行

禁　止

上部支持金具はしっかりと下までスライド
させて鏡を固定する
支持金具のスライドが不完全な場合、鏡が外れて、
ケガをするおそれがあります。

注意

必ず実行

下部支持金具はまっすぐに取り付ける
支持金具が傾いた状態で取り付けた場合、鏡が外れて、
ケガをするおそれがあります。

W3

H3

図1

下穴加工位置
下部支持金具を
基準に位置決め
することをおす
すめします。

図1

図2

図3

図4

図5

下穴加工位置
四方枠を直接当
て、現合で位置
決めすることを
おすすめします。

図2

ボルトを板バネの下
側に入れ金具を上に
押し上げスライドで
きる程度に締め付け
てください。

図3

上部支持金具をまっすぐ
に押し下げ固定してくだ
さい。
まっすぐ下げないと鏡面
にキズが入るので注意し
てください。

鏡 (表面 )

保護シート
30mm程度
剥がしておく(　　　　)

図4
木枠
裏面の両面テープを
外し金具の上から固定

木枠タイプのみ

枠が重なる部分の
保護シートを剥が
しておく

4点止め金具タイプ　KSF-3545、KSF-4560、KSF-4590　　木枠タイプ　KSW-3545、KSW-4560、KSW-4590
●粘着裏紙の剥離紙を剥がして取り付けた後は、取り外せなくなります。剥がす前に位置を確認してください。

四方枠金具タイプ　KSS-3545、KSS-4560、KSS-4590
●粘着裏紙の剥離紙を剥がして取り付けた後は、取り外せなくなります。剥がす前に位置を確認してください。

W3

Ｈ3

上部支持金具(長穴)

下部支持金具(丸穴)

四方枠金具
鏡 すき間が均等に

なるようバランス
を取ってください

お問い合わせ先


