
Universal & adjustable quick-release type
light alloy clamping device (2-hole version)
汎用クイックリリース型アルミ製
クランプ（2孔タイプ）

Applicable Diameter ／適用直径
7/8" ～ 1-1/8" ／ 22mm～ 29mm

MINOURA JAPAN
株式会社 箕浦
Made in Japan
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Prior to clamping, roughly adjust 
the jaws opening to the target 
diameter by turning the side screw.

まず装着前に側面のボルトを回して
クランプの内径を取り付ける対象の
パイプの直径におおよそ合わせてお
きます。

Wind the supplied plastic sheet 
around the tube, close the jaw, then 
hook the metal ring.

添付の透明シートをパイプに巻き，
その上からクランプをかぶせます。
クランプを閉じてから，金属リング
をフックにかけます。

M5 thread hole (2 holes)
M5ネジ孔（2孔）
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Close the lever.
レバーを倒します。

If you hear clicking sound and 
you feel appropriate resistance 
when closing the lever, it's OK.
If it's too tight or too loose, the 
clamp jaws may be broken or an 
serious accident may occur.
Release the clamp and adjust 
the opening by turning the side 
screw, then try clamping again.

レバーを閉じ切ったとき「パチン」
という音とともに適度な抵抗を感
じたら，それは正常です。
もしレバーがきつすぎる，あるい
は緩すぎる場合は，いったんクラ
ンプを解除し，側面のボルトでク
ランプの開き幅を再調整してから
装着してください。

When closing the lever, if 

retracted into the clamp body, 
clamping must be loose and 
it will cause serious trouble 

screw is completely retracted. 

レバーを閉じたとき，もし側面
のボルトが飛び出たままだと，
クランプは完全に締まりきって
いません。このままだと使用中
にクランプが緩み，重大な事故
を起こす恐れがあります。
必ずボルトが完全にクランプ本
体に引き込まれていることを確
認してからお使いください。
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Applicable Diameter ／適用直径
1-1/8" ～ 1-3/8" ／ 28mm～ 35mm

MINOURA JAPAN
株式会社 箕浦
Made in Japan
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Prior to clamping, roughly adjust 
the jaws opening to the target 
diameter by turning the side screw.

まず装着前に，側面のボルトを回し
て，クランプの内径を取り付けるパ
イプの直径におおよそ合わせておき
ます。

Wind the supplied plastic sheet 
around the tube, close the jaw, 
then hook the metal ring.

添付の透明シートをパイプに巻
き，その上からクランプをかぶせ
ます。クランプを閉じてから，金
属リングをフックにかけます。

Space-Mount SM-2835  2
instructions manual／取扱説明書

Universal & adjustable quick-release type
light alloy clamping device (2-hole version)
汎用クイックリリース型アルミ製
クランプ（2孔タイプ）

M5 thread hole (2 holes)
M5ネジ孔（2孔）
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Close the lever.
レバーを倒します。

If you hear clicking sound and 
you feel appropriate resistance 
when closing the lever, it's OK.
If it's too tight or too loose, the 
clamp jaws may be broken or an 
serious accident may occur.
Release the clamp and adjust 
the opening by turning the side 
screw, then try clamping again.

レバーを閉じ切ったとき「パチン」
という音とともに適度な抵抗を感
じたら，それは正常です。
もしレバーがきつすぎる，あるい
は緩すぎる場合は，いったんクラ
ンプを解除し，側面のボルトでク
ランプの開き幅を再調整してから
装着してください。

When closing the lever, if 

retracted into the clamp body, 
clamping must be loose and 
it will cause serious trouble 

screw is completely retracted. 

レバーを閉じたとき，もし側面
のボルトが飛び出たままだと，
クランプは完全に締まりきって
いません。このままだと使用中
にクランプが緩み，重大な事故
を起こす恐れがあります。
必ずボルトが完全にクランプ本
体に引き込まれていることを確
認してからお使いください。
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