
取扱説明書兼保証書

Ver.1.00

DKS-LDD720 -B（ブラック）- W(ホワイト）

卓上昇降デスク本保証は、本製品を⽇本国内で購⼊され、かつ、ご使⽤される場合にのみ有効です。

（ This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.）

保証書

品名

品番

シリアル番号

お名前

ご住所

お買い上げ年⽉⽇

保証期間

DMM.make 卓上昇降デスク

DKS-LDD720

ご購⼊⽇より1年間

レシート等、購⼊製品・購⼊⽇が記載された資料と共に⼤切に保管してください。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、下記 Email アドレスまで製品名を明記のうえ、ご連絡ください。

DMM.make Distribution サポート窓⼝

お問合せ先: makesupport@mail.dmm.com

合同会社 DMM.com

〒106-6224 東京都港区六本⽊ 3-2-1 住友不動産六本⽊グランドタワー24F



この度は、DMM.make 卓上昇降デスク DKS-LDD720（以下「本製品」）をお買い求めいただき、

誠にありがとうございます。

ご使⽤の前に必ず取扱説明書兼保証書（以下「本書」）をお読みいただき、正しく安全にご使⽤ください。

安全上のご注意

破損や⼈⾝傷害の危険を防⽌するために、必ず以下のことをお守りください。

警 告

この表⽰の注意事項を守らないと、死亡や⼤怪我等の⼈⾝事故につながることがあります。

注意

この表⽰の注意事項を守らないと、怪我をしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

警 告

●本製品の分解、修理、改造はしないでください。変形や破損、転倒等による事故や怪我の原因になります。

●本製品の耐荷重を超えないようご注意ください。本製品の破損や転倒による事故や怪我等の原因になります。

●本製品の⾼さを調整する際は、⼿や指、ケーブル類等を挟まないようご注意ください。怪我や事故等の原因

になります。

●本製品に脚を掛けたり、腰を掛けたりしないでください。また、⼩さなお⼦様が、乗ったり等の遊びに使⽤

しないようご注意ください。転倒等による怪我や事故等の原因になります。

注意

設置する際の注意 

●本製品の組み⽴て設置は、必ず⼤⼈2名以上でおこなってください。落下等による怪我や事故の原因になり

ます。

●直射⽇光やストーブ等の熱が直接あたる場所や湿気・乾燥の著しいところでの使⽤は避けてください。

サビや変⾊、劣化・故障等の原因になります。

●屋外での使⽤や⽔のかかる場所での使⽤は避けてください。サビや変⾊、劣化・故障等の原因になります。

お⼿⼊れの仕⽅

美しい状態でお使い頂くために、時々柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、

乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

アルコールやシンナー系溶剤等を使⽤したり、濡れたまま放置すると変形、変⾊の原因となりますのでご

注意ください。
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廃棄⽅法

廃棄の際はお住まいの地域の⾃治体の指定の⽅法で正しく廃棄してください。

使⽤する際の注意

●⽤途以外の使⽤や乱暴な取扱いはしないでください。怪我や破損、事故等の原因になります。

●本製品に物を置く際は、天板の内側に収まるように置いてください。転倒や落下による物損や怪我等の原因

になります。

●本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書も共に譲渡し、よく読んでから使⽤するようにご注意くだ

さい。

●本製品の⾼さ調整をする際は、天板上の物が落ちないよう⼗分に注意して動かしてください。落下等によ

る物損や怪我等の原因になります。

製品基本情報

設置基準⾯積

＞ 610 mm

＞ 720 mm

内容物⼀覧

700mm

308 mm

415 mm

375 mm

耐荷重

0 - 12 kg
           

耐荷重

0 - 2 kg
           

720mm

720mm

1
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A B C D

結束バンドx4本体×1 キーボードトレー×1
ケーブル

チューブ×1

製品⼨法

天板耐荷重 0 ~ 12 kg

昇降幅 120 ~ 505 mm

注意

昇降時には⽀柱が動きますので、

⼿指、ケーブル等を挟まないようご注意ください。

怪我や損傷による事故のもとになります。

使⽤イメージ

0 ~ 2 kgキーボードトレー耐荷重
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キーボードトレーを取り付けます。

a. 天板を優しく押さえながら昇降レバーを引き、天板を⼀番⾼い位置まで上げたらレバーを

離し固定します。

b. 図のようにロックハンドルを下げてロックを解除してキーボードトレーを差し込みます。

c. ロックハンドルを上げてキーボードトレーをロックしてください。

STEP 2各部名称

天板

昇降レバー

ロックハンドル

ロックハンドル

⽀柱

キーボードトレー

設置⽅法

STEP 1

b ca

本製品の組み⽴て、設置は⼤⼈⼆⼈以上でおこなってください。

箱から本体とキーボードトレーを取り出します。



⾼さ調整を⾏う際は天板の上に両⼿の親指を置き、両⼿で天板の両端 をしっかりと持ちながら

昇降レバーを引いて昇降させてください。 

昇降レバーを引いてデスクの⾼さ調整をおこない、昇降レバーを離すと⾼さが固定されます。

⾼さ調整後はデスクを下⽅向に優しく押して、⾼さが固定されている事を確認してください。 本製品上に設置する物品を配置します。

天板およびキーボードトレー上に配置する物が

はみ出さないようご注意ください。

 落下や転倒等によるケガや事故のもとになります。

STEP 4STEP 3
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本製品を移動する際は、⼤⼈⼆⼈以上で両側

から製品を持ち、移動してください。

落下等による怪我や事故のもとになります

ケーブル

結束バンドでケーブルを纏めます。 ケーブルチューブを使い、ケーブルを整理します。

本製品を昇降する際は、天板の上に親指を置き、両⼿で天板の両端

をしっかりと持ちながら昇降レバーを押して昇降させてください。

⼿指やケーブル類を挟まないよう⼗分にご注意ください。また、

配置した物品が倒れたり落ちたりしないようご注意ください。

怪我や事故のもとになります。

天板およびキーボードトレー上に配置する

物品がはみ出さないようご注意ください。

 落下や転倒等による怪我や事故のもとに

なります。

本製品上に配置する物品のケーブルは、

昇降時の動作に対応できるようゆとりを持っ

て配線してください。落下や転倒等による

怪我や事故のもとになります。

STEP 5

本製品上に配置した物品を取り除く際は、

本製品を⼀番⾼い位置まで上げた後に取り

除いてください。

意図せず昇降レバーに触れた際に、

本製品との接触などによる怪我や事故のも

とになります。
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保証規定

本保証は、本製品を⽇本国内で購⼊され、かつ、ご使⽤される場合にのみ有効です。

（ This warranty applies solely to products purchased and used in Japan.）

DMM.make卓上昇降デスク DKS-LDD720  ( 以下「本製品」) についての保証は、

本保証書における条件に限定されるものとします。 合同会社 DMM.com( 以下「弊社」) は、

以下に定める通り本製品について通常の使⽤時において材質及び製造上の瑕疵がないことを、

最初のエンドユーザーである購⼊者が販売店から購⼊した⽇より 1 年間( 以下「保証期間」) 

保証します。但し、本保証は、以下のいかなる場合においても適⽤されません。

・本保証書がない場合。

・本製品が購⼊者以外に譲渡された場合、および本製品が購⼊者により管理されていない場合。

・ご購⼊後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。

・事故、乱⽤、誤使⽤、液体との接触、⽕事、地震または他の外的原因による損害。

・機器の設置に起因する破損・損害。

・弊社が定め、許可し、意図した使⽤⽅法以外で本製品を使⽤したことにより⽣じる損害、動作不具合。

・弊社以外の者が⾏なったサービス(修理・改造等を含む)によって⽣じる損害、動作不具合。

・本製品を分解・改造された場合。

・本製品が海外で利⽤されたことがある場合。

万⼀、本製品に瑕疵があり、かつ有効な請求が保証期間内に弊社になされた場合、弊社は法律が認める限りにおいて、

以下のいずれかを⾏なうことができます。

新品の部品あるいは性能および信頼性において新品と同等の再⽣部品を使⽤して無償にて修理させていただきます。

新品の製品に交換するか、性能および信頼性において新品と同等の再⽣製品に交換させていただきます。

製品代⾦の返⾦をさせていただきます。

修理または交換された製品に対する保証期間は、元々の製品保証の残存期間か修理または交換⽇より 

90⽇間のいずれか⻑い期間とします。製品が交換された場合、新しい製品がお客様の所有物となり、不具合製品または

部品は弊社の所有物になるものとします。製品代⾦が返⾦される場合、返⾦対象製品は、弊社に返却され、弊社の所有

物となるものとします。

法で最⼤限認められる範囲内において、ここに⽰した本保証及びその救済⽅法は、唯⼀の保証であり、⼝頭、書⾯、法定、

明⽰または黙⽰を問わず、その他すべての保証、救済、条件について代わるものです。適⽤される法律によって認められる

場合、弊社は、特に⼀切の制定法上の、または黙⽰の保証をしないものとし、これには、商品性、特定⽬的適合性、隠れた

あるいは潜在的⽋陥に対する黙⽰の保証をしないことを含むものですが、これに限るものではありません。弊社は、本製品

の使⽤が中断されず利⽤いただける事を保証しません。また本製品の使⽤に関する指⽰に従わないことに起因する損害に対

して責任を負いません。

本保証書で認められることを除き、法によって最⼤限認められる範囲内において、弊社は保証もしくは条件違反から⽣

じる、いかなる法的論理に基づく直接、特別、間接、結果的損害に責任を負わないものとします。

本製品は、⽇本国内専⽤品であり、本保証は、⽇本国内でのみ有効です。
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仕様

品番

天板サイズ

サイズ天板耐荷重

キーボードトレイサイズ

キーボードトレイ耐荷重

昇降幅

昇降構造

製品サイズ

製品重量

保証期間

DKS-LDD720

約720 x 415mm

〜 12kg

約 720 x 308 mm

〜 2kg

約385mm（無段階）

ガス式

約W720 x H505 x L610mm（H120~505mm無段階調整）

約14.2kg

1年間

*仕様および外観は予告なく変更することがあります。
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