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・ベニアハウス製品をお買い上げいただき、誠にありがとうござ  
  います。
・製品の組み立て・使用前に本マニュアルをよくお読みください。
・マニュアルは大切に保管ください。
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このユーザーガイドには、ユーザーや他の人に対する危害及び財産への損害を防ぐために、この製品を安全に使用す
るための重要な情報が含まれています。

本説明書の指示に不明点がある場合、またはご質問がある場合は contact@veneerhouse.com までご連絡ください。

不足している部品や不良部品がないことを確認してください。組み立てや部品の不足・損傷についてサポートが必要
な場合はお問い合わせください。購入した製品の交換部品は直接お客様宛に発送されます。

製品の外観・仕様・価格などは製品改良のため、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

製品は天然木（合板）を使用して製造されています。それ故、すべての製品において、同じ木材であっても木目や色は同
一でないことをご理解ください。

針葉樹合板は構造用合板を使用しているため、節目、抜け節、割れ、カケ、色の誤差が部分的に入ります。また、天然木
の調湿機能により表面、木口等にヒビ割れが生じている場合がありますが、強度や構造上に問題はございませんので
安心してご使用いただけます

一度組み立てられた製品の位置を微調整する場合は、床の上で引きずらないでください。かわりに基礎と骨組みを3人
以上で持ち上げてください。製品を別の場所に移動する場合は、分解してから移動してください。これらを怠ると怪我
や製品の損傷を引き起こしたり、床を傷づけたりする恐れがあります。

この製品の廃棄については、地方自治体の定める指針に従ってください。

製品を設置するときは、木から手を保護するために、必ず作業用手袋を着用してください。

この製品は屋内での使用のみ推奨されています。

ユーザーガイド
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お手入れ方法
製品がとりわけ汚れている場合は、中性洗剤溶液に浸した布で汚れ
を拭き取ってください。その後、柔らかい乾いた布でそっと乾拭きし、
表面を自然乾燥させてください。

木材は、日光、温度、湿度の悪影響を受け得る天然素材です。次のこと
は避けてください。

ストーブやヒーターなどの熱源に製品を近づけすぎること。

直射日光の当たる場所に製品を設置すること。木材の表面が変色す
る場合があります。

プールの近くなど水に近い環境に製品を配置すること。

木材の表面に刺激の強い化学薬品を使用すると、表面が変色したり
剥がれたりすることがあります。お避けください。

ハンマーで部品を強く叩かないでください。部品にダメージを与えて
しまいます。

ユーザーガイドで許されていない限り、子供が製品にぶら下がったり、
製品に登ったりしないようにしてください。製品が転倒して怪我の原因
となることがあります。

製品の上に重いものを置かないでください。地震などでものが落下し
たり、製品が倒壊して怪我の原因となることがあります。

ストーブやヒーターなどの暖房器具の近くで製品を使用しないでくだ
さい。火災の原因となることがあります。

不足している部品がある場合は、本製品を組み立てないでください。
製品に損傷や変形を引き起こす可能性があります。

安全上の警告

ミートブース
Meet Booth 

連絡先
https://www.veneerhouse.com/
contact@veneerhouse.com
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ミートブース
Meet Booth 

•  Thank you for purchasing Veneer House products.
•  Please read carefully before using/assembling                                  
   this product.
•  Please keep these manual in a safe place.
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This user guide contains important information for the safe use of this product to prevent harm to the user 
and others or damage to the property.

If instructions are unclear or if you have any questions, please contact us at contact@veneerhouse.com.

Check carefully to make sure that there are no missing or defective parts. If you need any assistance for 
installation, missing or damaged parts, please contact us. Replacement parts for products purchased will be 
shipped directly to you.

Please note that the product’s appearance, specifications, price, etc. are subject to change without notice 
due to product improvement.

The product is manufactured using natural wood (plywood). Please note that the wooden grains and colors 
of all products are not the same, even if it is the same wooden material. 

Since conifer plywood uses structural plywood, there will be partial knots, loose knots, cracks, chips, and 
color differences. In addition, the humidity control capability of natural wood may cause cracks on the 
surface or the cut end of the wood, but rest assured that there is no problem with its strength or structural 
performance.

When adjusting the position of a fully assembled product, do not drag it on the floor. Instead, lift the main 
foundation and the unit frame by 3 or more people. When moving the product to a different location, disas-
semble the unit before moving it. Failure to do so may cause injury, damage to the unit, or scratches to the 
floor.

For disposal of this product, please follow the guidelines implemented by your local government. 

Always remember to wear utility work gloves while installing the product to protect your hands from wood 
splinters.

Please be advised, the product is recommended for interior use only.

User Guide
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Care Instruction
If the product is particularly dirty, wipe off the dirt using a cloth soaked 
in a neutral detergent solution. Then, gently wipe with a soft dry cloth 
and let the surface dry naturally. 

Wood is a natural material that can be negatively affected by daylight, 
temperature, and humidity. Please avoid the following:

Placing the product too close to heat sources such as a stove or 
heater.

Placing the product in direct sunlight, which might result in irregular 
color changes on the wood surface.

Placing the product in an environment close to water, such as near 
swimming pools, etc.

Using any harsh chemical on the wood surface, doing so may cause 
discoloration or peeling of the surface.

Do not hit the pieces hard with a hammer. It will cause damage to 
the pieces.

Do not allow children to hang from or climb on the product unless 
allowed by the user guide. Doing so may result in injury due to the 
product tipping over.

Do not place heavy objects on top of the product. Doing so may 
result in items falling off in the event of an earthquake, etc., or may 
cause the unit to collapse resulting in injury.

Do not use the product near a heating appliance such as stoves 
and heaters. Doing so may cause a fire.

Do not assemble this product if any parts are missing. Doing so 
may cause damage or deformation to the product.

Safety Warning

ミートブース
Meet Booth 
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Contact Us　
https://www.veneerhouse.com/
contact@veneerhouse.com

•  Thank you for purchasing Veneer House products.
•  Please read carefully before using/assembling                                  
   this product.
•  Please keep these manual in a safe place.
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部品一覧
Furniture

ミートブース
Meet Booth 

*R-00、R-01、R-02、R-03は外形が同じですので入れ替え可能です。同様に、L-00、L-01、L-02、L-03についても入れ替え可能です。
*R-00, R-01, R-02, and R-03 are interchangeable, and so are L-00, L-01, L-02, and L-03.

•  Thank you for purchasing Veneer House products.
•  Please read carefully before using/assembling                                  
   this product.
•  Please keep these manual in a safe place.
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