ディスプレイスタンド用メッシュバスケット 取扱説明書
Mesh Basket for Storage Stand – instructions manual
UPC

直径 40mm 支柱用シム
Shim for 40mm diameter pillar
マット／ Mat

クランプ／ Clamp
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3

組み立てに必要な工具／ Required Tools
1x
1x

M5 六角レンチ／ M5 Hex Wrench
10mm スパナ／ 10mm Spanner

装着の手順／ Procedure of basket installation
１．支柱にクランプを装着する。
Install the clamp to the pillar.
２．クランプにバスケットを装着する。
Install the basket to the clamp.
３．バスケットに保持ステーを装着する。
Install the support stay to the basket.

ステンレスバスケット
Stainless Steel Basket

バスケット保持ステー
Basket Support Stay

クランプの組み付け方／ How To Install Clamp
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重ね合わせたクランプの下側から３つの孔
すべてを通るようにピボットピンを通し，
上から平ワッシャを通したピボットピン固
定ボルトを軽くねじ込みます。

Put the pivot pin through all 3 holes on
the clamp band from bottom side, and
screw the pivot-pin fixing bolt with a flat
washer temporally.

まず分解したクランプを支柱に巻き
付けます。
このときクランプの１本アーム側が
向かって右側に，２本アーム側が向
かって左側になるようにします。

Stand to the front of the pillar
first. Wind the clamp arms around
the pillar. Make sure the single side
arm is on YOUR right, and the
double side arm is on YOUR left.
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!

Do not put the pivot pin from
upside. You won't be able to
tighten the bolt by the hex
wrench.

下支柱（45mm）
Lower Pillar
(45mm diameter)
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!
細い上支柱に取り付ける場合は樹脂
製シムをスペーサーとしてクランプ
の内側に巻く必要があります。
シムの外周を見て，２本の突起溝が
ある方が１本アーム側になるように
します。

When installing the clamp band
to the smaller diameter Upper
Pillar, you must put the plastic
shim between the band and
pillar as a spacer.

上支柱（40mm）
Upper Pillar
(40mm diameter)

シムをはさむ
Install Shim

Make sure the dual ribs are located on the single arm side.
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ピボットピンを上から通すと，六角
レンチでボルトを回せなくなります。
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ピボットピンを回転させ，ピンの側面
にあるネジ孔をクランプ右側の孔と合
わせます。その状態でクランプ締め付
けボルトをピボットピンにねじ込みま
す。
クランプを固定するには，まず最初に
クランプ固定ボルトを，続いてピボッ
トピン固定ボルトの順で締め込みま
す。

Turn the pivot pin to align the
thread hole to the side hole on the
clamp band.
Screw the clamp tightening bolt into
the pivot pin.
To fix the clamp band firmly, tighten
the clamp side pin first then tighten
the pivot bolt later.
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