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ENGLISH

To give the shelf maximum support, it's 
important that you place the brackets 
in the right position. Place the brackets 
according to one of the following options:

–  Use 2 brackets underneath the shelf. 
Place them 70-80 cm from each other 
according illustration A. 

–  Use 3 brackets underneath the shelf. 
Place one on each side and one in the 
middle according to illustration B.

中文

为了最大限度给搁板提供支撑，您必须将托架安装
在合适的位置。根据以下方式安装托架：

–  在搁板下安装2个托架。如图A，2个托架之间保
持70-80cm的距离。

–  在搁板下安装3个托架。如图B，2个托架装在两
侧，1个托架安装在中间。

繁中

為增加層板的支撐度，須將支撐架安裝在適當位置。
請依下列說明安裝支撐架:

–  層板下方安裝2個支撐架，請依圖示A安裝，2個支
撐架之間的距離應為70-80公分。

–  層板下方安裝3個支撐架，請依圖示B安裝，先在層
板兩側各安裝一個支撐架，再將另一個支撐架安
裝在中間。

한국어

선반을 튼튼하게 받치기 위해서는 브래킷의 위치를 
올바르게 잡는 것이 매우 중요합니다. 다음 방법에 
따라 브래킷을 설치하세요: 

–  선반 브래킷을 2개 사용할 경우, 그림 A에서와 같
이 브래킷 사이에 70-80cm의 간격을 띄우고 설
치하세요.

–  선반 브래킷을 3개 사용할 경우, 그림 B에서와 같
이 브래킷 2개를 양끝에 설치하고 중간에 나머지 
1개를 설치하세요. 



日本語
棚板の耐荷重性を最大に発揮させるため、ブラケッ
トは必ず正しい位置に取り付けてください。使用す
るブラケットの個数に応じて、次のいずれかの方法
で取り付けてください。

–  棚1枚に対してブラケット2個を使用する場合は、
ブラケット間の間隔が70cmから80cmになるよ
うに取り付けてください（図A参照）。

–  棚1枚に対してブラケット3個を使用する場合は、
棚板の両端に2個、中央に1個取り付けてください
（図B参照）。

BAHASA INDONESIA

Untuk memberikan papan rak dukungan 
yang maksimal, penting bahwa anda 
menempatkan braket pada posisi yang 
tepat. Tempatkan braket mengikuti salah 
satu pilihan berikut:.  

–  Gunakan 2 braket di bawah papan rak. 
Tempatkan jarak 70-80 cm antara satu 
sama lain sesuai ilustrasi A. 

–  Gunakan 3 braket di bawah papan rak. 
Tempatkan satu di setiap sisi dan satu di 
tengah sesuai dengan ilustrasi B. 

BAHASA MALAYSIA

Untuk memberikan sokongan para yang 
maksimum, adalah penting anda letakkan 
pendakap pada kedudukan yang betul. 
Letakkan pendakap mengikut salah satu 
daripada pilihan berikut:

–  Gunakan 2 pendakap di bawah para. 
Letakkannya 70-80 sm daripada satu 
sama lain mengikut ilustrasi A. 

–  Gunakan 3 pendakap di bawah para. 
Letakkan bersebelahan satu sama lain di 
tengah-tengah mengikut ilustrasi A.

 

عربي

لكي تعطي الرف أقصى درجة من الدعم، من المهم 
تركيب حامالت الرف على الوضعية الصحيحة. ركّبي 

الحامالت وفق إحدى الوضعيات التالية: 

–   استخدمي حاملين أسفل الرف.  يجب تركيبهما مع 
ترك مسافة 80-70 سم بين بعضهما حسب الشكل 

  .A
–   استخدمي 3 حامالت أسفل الرف. ركّبي حامل واحد 

على كل طرف وحامل واحد في المنتصف حسب 
.B الشكل

ไทย

ตอ้งต ดิฉากร บัช ั น้ในตำาแหนง่ท ีถ่ กูตอ้ง เพ ือ่ใหช้ ั น้วาง
ของม คีวามม ั น่คงแขง็แรง เล อืกว ธิ ตี ดิฉากร บัช ั น้ได ้ 
2 แบบ ค อื

–  แบบท ี ่ 1 ใชฉ้ากร บัช ั น้ 2 อนั ต ดิหา่งกนั 70-80 ซม. 
ตามภาพ A 

–  แบบท ี ่ 2 ใชฉ้ากร บัช ั น้ 3 อนั ต ดิท ีป่ลายท ั ง้สอง
ขา้ง และต ดิก ึง่กลางช ั น้ ตามภาพ B


