
NL1-P27 （コパリッドポストタグ　右勝手） NL1-P28 （コパリッドポストタグ　左勝手）
NL1-P27BK （コパリッドポストタグ　右勝手）
NL1-P28BK （コパリッドポストタグブラック　左勝手）

本紙の内容を施工前、ご使用の前に必ず

ご確認ください。

商品到着後に速やかに検品確認ください。

箱に変形がある場合は開梱せずにお届け
しました運送業者様までご連絡ください。



アイアン取手

NL1-P27 （コパリッドポストタグ　右勝手） NL1-P28 （コパリッドポストタグ　左勝手）
NL1-P27BK （コパリッドポストタグ　右勝手） NL1-P28BK （コパリッドポストタグブラック　左勝手）

取扱説明書 施主様保管用

取付方法

付属品

この度はコパリッドポストタグお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

対象製品

製品を安全に永く御愛用いただくために、 ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。 本紙は大切に保管ください。

・ 事故や故障の原因になりますので改造及び仕様変更はしないでください。

・ ケガや事故の原因になりますので製品を破損、 故障、 変形したままでは使用しないでください。

・ 商品をむやみにゆすったり、 重いものを乗せたり、 寄り掛かったり、 ぶら下がったりしないでください。 事故や故障の原因になります。

　小さなお子様などがひとりで開け閉め、 遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合があり危険ですので充分ご注意ください。

・ 故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。

・ 火災や故障の原因になりますので、 火気を近づけないでください。

・ 金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。

・ コパリッドポストタグは郵便物や新聞を受け入れるものです。 他の目的には使用しないでください。

・ 商品は防雨型ですが完全防水ではありません。 激しい暴風雨の際は出来るだけはやく郵便物をとりいれていただくようお願いします。

・ 投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。

・ 郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。

・ 郵便物を取り出し後、 扉をかならず閉めてください。 その際に手を挟まないように注意ください。 　　　　　　　

・ ポスト背面のクボミ （３カ所） をドライバーなどのとがった器具で押し外すと穴があきます。

・ 付属の防水用のリング状スポンジをポストの取付穴 （クボミをはずして出来た穴） を中心にポスト背面に貼ります。 （３カ所）

・ コパリッドポストタグを実際に取り付ける位置に水平にあてがい、 取付穴の位置に下穴用の印をつけます。 　※寸法下記図面参照

・ 印をつけた位置に振動ドリルなどで６φの穴を壁面と直角にあけます。 （推奨深さ　35 ㎜）

・ 開けた下穴の中の削り粉などを綿棒などで取り除きます。

・ 下穴に付属のオールプラグ M6×30 をさし込みます。

・ 付属のプラグ （プラスネジ） とワッシャーでポストを固定してください。 プラスドライバーで固定してください。

　ポストを傷つける可能性があるので電動工具でのネジの締めつけは控えてください。

・ 防水用のリング状スポンジ ×3 個　　　　　　　　　　　　　 ・ 取扱説明書

・ オールプラグ 　（M6×30） 赤色　×3 個                  ・ ダイヤル錠ナンバー控えシール　×1 個

・ ステンレスプラグビス　×3 個

・ ステンレス M４ワッシャー　×3 個

壁に施工する際の取付方法になります。スタンド１型 （NL1-S01） スタンド 2 型 （NL1-S02） スタンド 3 型 （NL1-S09） ポスト専用
台座 （NL1-S03） ポスト専用ブラケット （NL1-S04） ポストブラケット表札グリッド （NL1-S07） ポストブラケット表札ハング （NL1-S0
6） ポストポール 1 型（NL1-E13） ポストポール 2 型（NL1-E14）と併用する際は各取扱説明書に記載しておりますので参照ください。
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図は NL1-P27

ポスト底面にロットナンバーを記載

ダイヤル錠

３カ所
取付穴



お手入れ方法

取扱説明書 施主様保管用

・ 末永くご使用いただくために塗装膜のうえからの定期的なワックスがけをお薦めします。

・ 商品をきれいに保つためには定期的なお手入れが大切です。 汚れを取り除くために水で薄めた中性洗剤を柔らかい布にしみこませて

　拭きとってください。 砂埃 ・ 塵 ・ 汚れはそのまま放置していると表面の塗装をいため金属本体をいためる恐れがありますのですみやかに

  とりのぞいてください。

・ シンナーやベンジン、 塩素系の溶剤、 クレンザーなどの研磨剤は塗装の表面を傷めるので絶対に使用しないでください。

・ 可動部の擦れなどで音が発生した場合は市販の潤滑油などを塗布してください。

・ 銅や真鍮の変色は表面に酸化被膜をつくり表面を長持ちさせるための現象です。 変色は赤茶、 焦げ茶、 そして永くご利用いただくと緑青

　へと変わっていきます。 出荷時は急激な変色を防ぐためにクリアーの被膜を表面につくっております。 クリアーの劣化した部分から変色をし

　ます。 何年かかけて均一になりますが変色の色ムラが気になる様でしたらスチールウールや紙やすりでこすって全体をならしていただくとム

　ラをなくすことが出来ます。 強くこすると銅の地の色が出てしまいますのでご注意ください。 クリアーを取る場合、 紙やすり （♯80 ～ 100）

　クリアーが取れてから仕上げる場合は紙やすり （♯400 ～ 1000） がお薦めです。

右へ２回 ④
左へ 1回 ②

添付シール（例）

当社ポスト、 ダイヤル錠を末永くご愛用いただく為に左図の○で

囲った部分にグリス、 又はミシン油等を６ヶ月に一度を目安に塗

布してください。

グリス等が切れると鍵のラッチ部分が硬くなり、 解錠しにくくなる

要因になります。

解錠番号添付位置

解錠方法

①右回転に２周以上まわし、｢４｣をノッチ部分に

あわせてとめる。

③手前へひっぱると解錠します。

②その後、 左回転にゆっくりとまわし、 最初の

｢２｣をノッチ部分にあわせてとめる。

右図の解錠番号 ( 添付シール ) の場合は･･･

①　ポスト外側…底面

②　ポスト内側…予備シールを一枚添付しています （お客様で保管ください）

解錠ダイヤル番号はシールに明記されています （添付箇所は 2 箇所）

右回転

左回転

ノッチ

ダイヤル錠正面図
右勝手左勝手によってノッチの位置が

左右変わるので注意

ダイヤル錠取扱説明書

落下防止棒

取出時
取出口サイズ　250 ㎜ ×300 ㎜

投函時
投入口サイズ　40 ㎜ ×270 ㎜



修理について

NL1-P27 （コパリッドポストタグ　右勝手） NL1-P28 （コパリッドポストタグ　左勝手）
NL1-P27BK （コパリッドポストタグ　右勝手） NL1-P28BK （コパリッドポストタグブラック　左勝手）

施工業者様　 ： 　施工前に必ず内容をご確認ください 施主様保管用

対象製品

製品を安全に永く御愛用いただくために、 ご使用前に取扱説明書を必ず最後までお読みください。 本紙は大切に保管ください。

・施工時及び施工中の外部要因が起因した商品の破損、傷等による商品の交換及び保証はしておりません。

・スタンド１型 （NL1-S01） スタンド 2型 （NL1-S02） スタンド 3型 （NL1-S09） ポスト専用台座 （NL1-S03） ポスト専用ブラケット　（NL

　1-S04） ポストブラケット表札グリッド （NL1-S07） ポストブラケット表札ハング （NL1-S06） ポストポール 1型（NL1-E13） ポストポール

　2型（NL1-E14）と併用する際は各取扱説明書に記載しておりますので参照ください。

・事故や故障の原因になりますので分解、 改造及び仕様変更はしないでください。

・取付壁面の強度不足が考えられる場合は状況に合わせて補強などをおこなってください。

・不安定な場所には設置しないでください。

・取付場所が通行の妨げ （位置、 高さ） にならないか充分に確認ください。

・ ビニールテープ ・粘着テープをつけたまま放置し剥がすとテープの中に含まれる成分が溶け出て塗装を傷めることがありますので長時間

　テープの使用をしないでください。

・商品をむやみにゆすったり、 重いものを乗せたり、 寄り掛かったり、 ぶら下がったりしないでください。 事故や故障の原因になります。

　小さなお子様などがひとりで開け閉め、 遊んだりすると手などを挟み怪我をする場合があり危険ですので充分ご注意ください。

・故障の原因になりますので強い衝撃を与えないでください。

・火災や故障の原因になりますので、 火気を近づけないでください。

・金属部が直射日光で高温になることがありますのでご注意ください。

・ コパリッドポストタグは郵便物や新聞を受け入れるものです。 他の目的には使用しないでください。

・商品は防雨型ですが完全防水ではありません。 激しい暴風雨の際は出来るだけはやく郵便物をとりいれていただくようお願いします。

・投函口に郵便物が挟まっていると雨水が入る可能性がありますのでご注意ください。

・郵便物を取り出す際は完全に取り出し扉を開いてから郵便物を取り出してください。

・郵便物を取り出し後、 扉をかならず閉めてください。 その際に手を挟まないように注意ください。 　

・ お客様が取付中に破損された商品につきましては商品の交換等は出来ません。

・銅や真鍮などの金属は特性上、 変色をします。 予めご了承ください。

・銅や真鍮の変色は表面に酸化被膜をつくり表面を長持ちさせるための現象です。 変色は赤茶、 焦げ茶、 そして永くご利用いただくと緑青

　へと変わっていきます。 出荷時は急激な変色を防ぐためにクリアーの被膜を表面につくっております。 クリアーの劣化した部分から変色をし

　ます。 何年かかけて均一になりますが変色の色ムラが気になる様でしたらスチールウールや紙やすりでこすって全体をならしていただくとム

　ラをなくすことが出来ます。 強くこすると銅の地の色が出てしまいますのでご注意ください。 クリアーを取る場合、 紙やすり （♯80～ 100）

　クリアーが取れてから仕上げる場合は紙やすり （♯400～ 1000） がお薦めです。

・永く御愛用いただくため、 また安全にご使用いただくために定期的に各部の点検 ・清掃を行ってください。

・製品の仕様は改善 ・改良の為、 予告なく変更することがあります。

・梱包箱に変形があった場合は開梱せずに運送にあたった運送業者様に速やかにご連絡ください。

・万全を施しておりますが、 運送によるトラブルで商品に傷や破損があった場合は速やかに運送にあたった運送業者様とお買い求めいただき

　ました販売店様にご連絡ください。

　運送によるトラブルに対する商品の交換は当社発送後から直送先到着までの範囲になります。

　商品到着後に速やかに開梱し検品をお願いします。 商品到着後のお客様による運送は範囲を越え例外になります。

・商品に異常が生じた場合はお取付の施工店にご相談ください。

・修理を依頼される場合は下記内容についてお知らせください。

　商品名、 故障の状況、 ロットナンバー （ポスト底面と梱包箱に記載）、 施工日、 お名前、 住所、 電話番号

施工、ご使用の前に必ずご確認ください。


