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Congratulations
Congratulations on the purchase of your 
Portable Clothesline, which will bring 
you many years of trouble free and efficient 
drying, both indoors and outdoors.

It is important that you read this owner’s 
manual thoroughly before assembly and 
use. In this way you will benefit from all of  
the design features and enjoy safe use  
of the product.

Thank you for choosing Hills.

Warning
•	 Do	not	allow	children	or	pets	to	swing	on	

the Portable Clothesline or items of laundry.

•	 Ensure	when	opening	and	closing	your	
Portable Clothesline that your hands are 
positioned where they will provide support 
and will not be caught in moving parts.

•	 Do	not	use	for	any	purpose	other	than	to	
hang and dry washing.

•	 Do	not	use	your	Portable	Clothesline	if	
parts are worn or damaged.

•	 Patents	and	registered	designs	apply	 
to this product.

Introduction

Fastener Descriptions

Part name Qty.

Spreader and hinge assembly 1

Arm assembly 2

Leg assembly - LH 2

Leg assembly - RH 2

Leg brace 2

Hanging bracket 1

Door	adaptor 1

Line 2

Accessory pack 1

Smart pegs 10

Carton Contents

Accessory Pack Contents

Part name Qty.

Cover cap 4

Cover cap tool 1

M6 x 12 low profile screw 4

M6 x 16 countersunk screw 8

M6 x 30 button head screw 4

Locking wedge with M6 locking nut 4

Wind tether 1

Door	adaptor	screw 1

Hex key–4mm 1

M6 x 12 low profile screw

M6 x 16 countersunk screw

M6 x 30  
button head screw

miurat
テキストボックス
この度はヒルズ・ポータブル洗濯物干しをお買い上げいただきありがとうございます。本製品を安全・快適にお使いいただくために、製品の組み立てまたご使用になる前に必ず取扱説明書を最後までお読みください。取扱説明書は無くさないように保管してください。警告！●子供やペットが本製品にぶら下がったり上ったりしないよう十分注意してください。● 製品の操作をする時は、指などを挟まないように注意してください。● 本製品は洗濯物干し以外の目的では使用しないでください。● 部品が外れたり損傷した時は使用しないでください。● 本製品の機構・デザインはパテントで保護されています。

miurat
テキストボックス
製品を箱から取り出して、部品をパーツリストと照らし合わせて確認してください。■パーツリスト部品名数量本体・アッセンブリー1アーム・アッセンブリー２脚－左２脚－右２レグ・ブレース２吊り下げ金具１ドア・アダプター１ライン２取扱説明書１バンド１小物部品パック１■小物部品パック部品名数量カバーキャップ４ラインキャップ締め付けハンドル１Ｍ６×１２ 平頭スクリュー４Ｍ６×１６ 皿頭スクリュー８Ｍ６×３０ 丸頭スクリュー４ロックウェッジ（＋Ｍ６ロックナット） ４４ｍｍ締め付けレンチ１

miurat
スタンプ

miurat
テキストボックス
平頭スクリュー

miurat
テキストボックス
皿頭スクリュー

miurat
テキストボックス
丸頭スクリュー
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Assembly

The Hills Portable Clothesline is quick and easy to assemble. Just follow the steps below  
which are suitable for both the 170 (10 line) and 120 (8 line) models.  
 
NOTE: all diagrams in this manual show the Portable Clothesline 120.

1. Rotate the Hinges into the open position.

A. Place the spreader and hinge assembly on a flat surface. 

B. Pull the latch out.

C. Whilist holding the latch out, rotate the hinge to the ‘open’ position until  
the latch ‘clicks’ into place.

D. Repeat at other end.

Closed Position

Open Position

Latch 
‘clicks’ 
into place

Pull out latch

Rotate hinge

miurat
テキストボックス
ポータブル170（10 列ライン）と120（8 列ライン）の組み立て方法は共通です。本マニュアルではポータブル120 を例にとり説明しています。１．ヒンジを起こすＡ.本体を図のように置きます。Ｂ.ロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を引いてヒンジを”カチッ”とロックされるまで起こします。反対側も同様におこないます。

miurat
テキストボックス
ラッチを引く

miurat
テキストボックス
ヒンジを起こす

miurat
テキストボックス
閉じた状態

miurat
テキストボックス
起こした状態

miurat
テキストボックス
ヒンジを起こすとラッチが戻る
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Assembly

2. Attach the Legs to the Hinge Assemblies.

 Fasten the legs as shown in Steps 1–4.

Step 1

Locate the locking wedge (with M6 nut assembled) 
on to the moulded leg section of the hinge moulding.

Step 4

Repeat for all legs.

Step 2

While holding the locking wedge in place, fit leg tube 
(ensuring mount hole is oriented as shown).

NOTE: Check leg orientation (as per diagram 
in Step 4) to ensure the threaded inserts for 
securing the leg brace are facing each other.

Step 3

Insert and fasten securely the M6 x 30 button head 
screw using hex key–4mm.

Mount holeLocking 
wedge 
and locking nut

Threaded  
 inserts

miurat
テキストボックス
２．脚の取り付け

miurat
テキストボックス
ロックエッジを図のように脚の取り付け部分にセットします。

miurat
テキストボックス
取り付けネジの穴の向きが内側になるよう向きに注意して脚を差し込みます。（このときステップ４の図のようにブレース取り付け穴が内側を向くようにします）

miurat
テキストボックス
Ｍ６×３０丸頭スクリューで付属の４ｍｍ締め付けレンチを用いて脚を確実に締め付けます。反対側も同様に組み立てます。

miurat
テキストボックス
図のようにブレース取り付け穴の向きに注意してください。

miurat
テキストボックス
ロックエッジとナット

miurat
テキストボックス
ブレース取り付け穴

miurat
テキストボックス
ブレース取り付け穴が内側に向く

miurat
テキストボックス
ｋｋ
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3. Attach the Brace to the Legs.

 Using the eight (8) M6 x 16 countersunk screws, attach the leg brace to the four (4) 
threaded inserts in the legs using the hex key - 4mm. 

 Fasten securely. 

 Repeat at other end.

4. Turn the Portable Clothesline over and stand on the ground as shown.

Assembly

Leg

Threaded insert

Leg brace

M6 x 16 countersunk screws

miurat
テキストボックス
３.ブレースの取り付けＭ６×１６皿頭スクリューで４ｍｍ締め付けレンチを用いて脚にブレースを確実に取り付けます。反対側も同様におこないます。

miurat
テキストボックス
４.本体を上下反転します。

miurat
テキストボックス
脚

miurat
テキストボックス
ブレース取り付け穴

miurat
テキストボックス
ブレース

miurat
テキストボックス
M6×16平頭スクリュー



6

Assembly

5. Attach the arms.

 Locate the arms into the recess in each end of the hinge assemblies ensuring the screw 
holes and insert fasteners align. Insert the two (2) M6 x 12 low profile screws and fasten 
securely using the hex key – 4mm.

 NOTE: Ensure the arms are assembled with the curve up (as shown).

PULL TO RELEASE

Low profile screws

Arms correctly assembled curve up

miurat
テキストボックス
５.アームの取り付けアームはわずかなカーブを描いています。端が高くなるよう向きに注意して、アームをヒンジアッセンブリーにはめ込みます。このとき、穴の位置がずれないように正確に合わせてください。Ｍ６×１２平頭スクリューで確実に取り付けます。

miurat
テキストボックス
Ｍ６×１２平頭スクリュー

miurat
テキストボックス
アームのカーブの向きに注意
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6. Attach the line.

A. Fasten the line to the innermost line tensioner as shown in steps 1–4.

B. Feed the line through the line sleeves as shown in step 5.

Assembly

Step 1

Fit the cover cap onto the end of the line, (ensure 
correct orientation).

Step 4

Feed the line up and back through the front slot of 
the tensioner and pull tight.

Step 2

Insert the line down through the front slot of the 
tensioner as shown, pull through 100mm (4”) of line.

Step 3

Loop the line around the rear groove of the tensioner 
and pull tight to prevent line slipping.

Step 5

miurat
テキストボックス
６.ラインの取り付けＡ．ラインを内側のラインテンショナーに取り付けます。ステップ１－４参照

miurat
テキストボックス
ラインをカバーキャップに図の向きに通します。

miurat
テキストボックス
ラインテンショナーの穴にラインを通し10ｃｍほど出します。

miurat
テキストボックス
ラインをテンショナーの溝に入れ左回しに強く引っ張りながら巻きます。

miurat
テキストボックス
ラインの端を後から通して強く引っ張ります。

miurat
テキストボックス
B.　ラインを図のようにスリーブに通します。
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Assembly

C. Continue to thread the line through each of the line sleeves ensuring all lines are parallel,   
as shown in step 6.

 

D. Tie off line to the outer line tensioner as per steps 1–4 on page 7. 
Do not tighten line yet.

E.	Repeat	steps	A–D	for	the	other	side.

F. Tighten line on each side by pulling it ‘through’ the line sleeves and repeating tie  
off procedure with the outer line tensioner.

 NOTE: Do not over tighten the line as you can distort the frame.

 Apply approximately the same ‘tension’ to both sides to keep the frame ‘square’  
and to avoid twisting. 
 

Step 6

Line tensioner inner

Line sleeve

Cover cap

Line tensioner outer

miurat
テキストボックス
C.　ラインが平行になるように交互に通します。

miurat
テキストボックス
ラインテンショナー

miurat
テキストボックス
ラインスリーブ

miurat
テキストボックス
ラインテンショナー

miurat
テキストボックス
キャップ

miurat
テキストボックス
D．カバーキャップを図のように通した後、ラインを外側のラインテンショナーにステップ1～４の要領で取り付けます。仮固定なのでラインは強く引かないでください。Ｅ．反対側をステップＡ～Ｄの要領で同様におこないます。Ｆ．ラインを内側から順に矢印方向に引っ張り、ラインの端をラインテンショナーに固定します。このときラインをフレームが曲がるほど強く張らないでください。また、ラインの張り具合はおよそ左右均等になるようにしてください。
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Assembly and Line Tensioning

G. Fit the cover caps and trim the line as shown in steps 7 and 8.

Step 7

Feed end of the line through each cover cap and 
fit by rotating clockwise using the cover cap tool 
provided until a slight ‘click’ is felt. 

NOTE: A short video showing the attachment of 
line segments is available for viewing on the Hills 
website: www.hills.com.au

Step 8

Trim off any excess line flush with end of each cover 
cap as shown.

We recommend trimming excess line after a few 
loads of washing have been hung to allow ‘pre-
stretch’ of line to occur.

Your Portable Clothesline is now ready to use.

Caution: Do not push or pull your Portable Clothesline across the floor as this could 
lead to breakage of the legs. To move the clothesline, lift completely from the floor.

Line Tensioning
To re-tension lines if required

A. Remove either cover cap on the arm, by rotating anti-clockwise.

B. Untie the existing line.

C. Repeat steps F and G as described on pages 8 and 9.

DO	NOT	OVER	TENSION,	as	you	can	distort	the	frame.

miurat
テキストボックス
Ｇ．カバーキャップをステップ７－８のように取り付けます。

miurat
テキストボックス
ラインの端をカバーキャップに通し締め付けハンドルを用いて右方向にカチッと止まるまで回します。

miurat
テキストボックス
カバーキャップからはみ出ている余分なラインを切り取ります。何度か使用しラインが伸び、再度ラインを張り直したあと切り取る事をお勧めします。

miurat
テキストボックス
■必要であればラインの張りを調整してくださいＡ．カバーキャップを左に回して外します。Ｂ．ラインを張り直します。Ｃ．ステップＦ＆Ｇを繰り返します。注意！フレームが曲がるほどラインを強く張り過ぎないでください。
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Folding and Unfolding

Folding and Unfolding

A. To fold away your Portable Clothesline, pull the latch out with one hand, while    
 supporting and rotating the legs up and around with your other hand. Keep rotating until  
 the latch ‘clicks’ back into place, locking the legs closed. 

B. Place the folded end on the ground.

C. Release the latch at the other end, and fold the legs while bringing the product  
 to a vertical position.

 The folded product is now ready to be stored.

 To unfold your Portable Clothesline, simply unlatch each leg and rotate around into the   
 locked open position.

NOTE:  
1. Check the legs are not caught in the lines before trying to unfold.

2. Always ensure your hands are positioned where they will provide support and  
 will not be caught in moving parts.

Pull to 
release 
latch.A.

B. & C. C.

miurat
テキストボックス
脚をたたむＡ．ロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を手前に引き脚を内側にカチッと止まるまで折りたたみます。Ｂ．折りたたんだ側を下に置きます。Ｃ．反対側を同様に折りたたみます。脚を立てるロッキングラッチ(Hills のロゴ入りの部分)を手前に引き脚をカチッとロックするまで開きます。脚を出し入れするときは、指など挟まないよう十分注意しておこなってください。

miurat
テキストボックス
ラッチを引く
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Accessories

Hanging bracket

To hang your Portable Clothesline for convenient storage a hanging bracket has been included.

1. The hanging bracket can be fastened to almost any wall or vertical surface using appropriate 
fasteners (not supplied).

 2. The hanging bracket and door adaptor can be used over most doors.

  Simply place the hanging bracket and door adaptor over your door as shown.

  Place the Portable Clothesline on the hanging bracket ensuring it is centered on the  
 door and does not make contact with door handles, surrounding furniture and walls,  
 when the door is opened and closed. 

  Secure the door adaptor to the top of the door with the small screw provided.

  NOTE: Check there is clearance between the top edge of the door and door  
 frame for the door adaptor and screw before fixing.

Check clearance

miurat
テキストボックス
吊り下げ金具本製品を収納するのに便利な吊り下げ金具が付属しています。1. 壁などに取り付けてご使用ください。（スクリューは付属していません）

miurat
テキストボックス
2. ドア・アダプターを併用することでほとんどのドアに取り付けることができます。ハンギングブラケットとドア・アダプターをつないでドアの中央部にのせます。ポータブルを掛けてドアを開閉し、金具やポータブルがドアノブや壁、家具などに接触しない事を確認します。ドア・アダプターの上部の穴にネジを通し取り付けます。

miurat
テキストボックス
クリアランスを確認する
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Accessories

Wind tether

When you use your Portable Clothesline outdoors (particularly on balconies) we recommend 
using the wind tether. Secure the clothesline to a fixed object like the balcony, a post or a 
railing to ensure it does not blow away.

NOTE:  
1. The Portable Clothesline should be folded and put away in very strong winds.

2. The wind tether is not for children, is not to be used as a toy and should be  
 stored away safely when not in use.

miurat
テキストボックス
ポータブルをベランダなど屋外で使用する場合で、非常に強い風が吹くときは転倒を防ぐために付属のバンドなどを使い、支柱やレールなどに引っ張ることをお勧めします。
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Hills Smart Pegs

We have included a ten pack of Hills Smart PegsTM for use with your Portable Clothesline.

Hills Smart PegsTM	are	UV	resistant	and	can	be	left	outside	without	severe	deterioration	
occurring. They are dual moulded for superior comfort and grip.

Hills Smart PegsTM can be purchased at most hardware and general merchant stores.

Packs of 20 & 50 available from  leading retailers

Warning: CHOKING HAZARD! 
Small parts. Not for children under 
3 years old. Not to be used as a toy.

miurat
テキストボックス
本製品には、ヒルズ１０個のヒルズスマートペグ（洗濯バサミ）が付属しています。UV加工済みで屋外でも長期間ご使用いただけます。ライン干しに最適なピンチ形状のです。単体でも販売しておりますのでお買い求めください。●Hills スマートペグ　20 pack, （緑色）　FD86054●Hills スマートペグ　50 pack, 　（緑色＆青色）　FD86058

miurat
テキストボックス
警告！小さなお子様やペットが、洗濯バサミや中のバネなどを誤って口に入れたりしないように十分ご注意ください。
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Care and Maintenance
It is a good idea to occasionally inspect  
all components and check for wear and  
tear or damage. If there is any damage, 
parts should be replaced with original Hills 
spares or the Clothesline repaired before 
using again.  

The Clothesline should be periodically wiped 
clean with a damp cloth and mild detergent.

Hints, Care and Maintenance

Hints
•	 Heavy	or	large	items	like	thick	towels,	

sheets and quilts can be dried on the 
Portable Clotheslines. We recommend 
placing them over the inner lines leaving 
the outer lines for smaller objects. We 
also recommend spreading the load over 
two lines to allow more air circulation for 
faster drying. Sheets can be folded in half 
and dried over two lines.

•	 Quilts	can	be	dried	by	laying	them	over	
the Portable Clothesline then pegging the 
ends/corners together to lift them off the 
floor.

•	 When	placing	washing	on	the	Portable	
Clothesline ensure the weight is balanced 
and washing is placed evenly on both 
sides.

•	 The	Hills	Portable	Clothesline	can	be	
used almost anywhere but should not be 
used in strong wind conditions unless it 
is placed in a protected area and secured 
using the wind tether provided.

•	 Hills	Portable	Clotheslines	can	be	stored	
when not in use.

•	 The	braces	that	supports	the	legs	 
include holes that provide additional 
hanging space.

miurat
テキストボックス
干し方のヒント● 厚手のバスタオルやシーツなど比較的重いものや大きな洗濯物は内側に、小さな洗濯物は外側に干すことをお勧めします。２本のラインに跨げて干すと乾燥時間が早くなります。● 洗濯物を干すときは不安定にならないよう左右均等に洗濯物を掛けてください。● ヒルズ・ポータブルは屋内・屋外を問わずいろんな場所で使用できますが、風の強い日は転倒しないようバンドで固定するなど必要な対策をおこなった上でご使用ください。● 使用しないときは脚を折りたたんで収納できます。● 脚の中ほどについているブレースの穴には、ハンガーを掛けて使用できます。

miurat
テキストボックス
メンテナンスについて定期的に製品に異常がないか点検してください。異常があれば製品の使用を中止し純正部品と交換の上ご使用ください。本体やラインは時々、軽く絞ったやわらかい布と中性洗剤で拭いて汚れを取り除いてください。
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Hills Guarantee
Hills Industries Limited undertakes that if 
any part of its manufacture has failed to 
operate correctly due to faulty workmanship 
or defective material, it will repair or 
replace the part free of cost for a period 
of	THREE	(3)	years	from	date	of	purchase	
of the article, given fair wear and tear. The 
PVC	line	and	accessories	including	Smart	
PegsTM, hanging bracket and wind tether 
are	all	guaranteed	for	a	period	of	ONE	(1)	
year.	Evidence	of	unfair	usage	or	incorrect	
adjustment by the owner will void this 
promise.

Hills Industries Limited will not be 
responsible for any costs in connection 
with freight or postage, or for expenditure 
necessary to dismantle the article, replace 
the part in position and re assemble the 
article.

This guarantee is in addition to any  
legal rights or remedies conferred on  
the consumer.

Hills Industries Limited does not 
recommend the application of a ‘canopy’ on 
any of their outdoor dryer range.

Unless any addition or attachment to this 
product has Hills specific approval or is 
sold as a Hills product the warranty on this 
product is waived. The product is designed 
to perform a specific task under established 
test loads and unauthorised attachments 
may produce stresses for which the design 
is not appropriate.

Designs,	specifications	and	colours	are	
subject to change without notice.

Please retain this Owner’s Manual. Record 
the following information from the carton for 
future reference.

Product	Number:	

Date	of	purchase:

Name	and	location	of	store:

Guarantee and Contact Details

Made in China

Hills Contacts
As a proudly Australian company we are 
committed to provide you with complete 
customer satisfaction. If you have questions 
about this product or find there are missing 
or damaged parts please contact your 
nearest Consumer Advice Centre during 
their local business hours.

Australia 
1300 300 564 
info@hills.com.au

New Zealand 
09 262 3052 
sales@hills.co.nz

United States of America 
877	534	1371	(Eastern) 
gsutterlin@verizon.net

Canada 
905	228	3725	(Eastern) 
hillscanada@hills.com.au

South Africa 
0800 600 432 
info@hillssolar.co.za

or visit www.hills.com.au

miurat
テキストボックス
保証についてヒルズ・ポータブルはご購入日から３年間（物干しライン、ブレース部分については１年間）の間に、製造上の欠陥が原因で正常に使用できなくなった場合、不良の部品を新品と交換いたします。返品部品の返送料についてはお客様負担となりますのでご了承ください。誤った使い方、ヒルズ純正品以外の部品やアタッチメントを取り付けて使用したことで生じた不具合は保証の対象外となります。尚、製品の保証はご購入された際の記録（納品書、レシート又は領収書など）が必要となりますので取扱説明書と共に大切に保管してください。消耗部品等の購入についてはお問合せください。製品をご購入された詳細を下欄にご記入ください。購入された際の納品書、レシート等は保証を受ける際に必要なので大事に保管してください。○製品番号：　FD　　　　　　　　　　　　○ご購入日：　20　　年　　月　　日○販売店舗名：　　　

miurat
テキストボックス
Hills日本代理店有限会社エムワールド〒731-2206広島県山県郡北広島町移原680-1℡0826-38-0834 Fax0826-38-0841★URL　 http://hillsjp.com/　　　　　　　　　　

miurat
テキストボックス
Hills

miurat
スタンプ
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