
この度は、ケンコー｢SE-AT 用三脚Ⅱ｣をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。お使いの前に
は必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、取扱説明書は必ず大切に保管願います。

本製品を安全にご使用いただくために、下記の項目をご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。
本製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害と財産への損害を未然に防止するために、
次の絵表示で説明しています。

・取扱説明書を必ずよくお読みください。
・この製品は、7.0kg までの機材を搭載できるように設計されています。この重量を越える機材をのせないで
ください。機材の落下、三脚の転倒など思わぬ事故につながることがあります。また、上記搭載重量以下
のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもありますのでご注意ください。

・落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。
・不安定な所に置かないでください。倒れたり落ちたりして、けがの原因になることがあります。
・クランプなどを、小さなお子様があやまって飲むことがないようにしてください。万一お子様が飲みこんだ
場合、ただちに医師に相談してください。

・ポリ袋（包装用）などを小さなお子様の手の届くところに置かないでください。口にあてて窒息の原因にな
ることがあります。

・望遠鏡を取りつける際には、しっかりと固定してください。転倒、落下などの危険があります。
・架台や望遠鏡は大変重いですから、落とされないように注意してください。
・天体望遠鏡をのせたままの移動や運搬は思わぬ事故を起こしてしまいますので行なわないでください。
・クランプなどに指を挟まないように注意してください。
・小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

この指示にしたがわないで誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷
を負う可能性があります。

●安全上のご注意　－必ずお読みくださいー

・望遠鏡やスコープをのせて太陽を絶対に見ないでください。失明や永久視力障害の原因と
なります。

！　警告

この指示にしたがわないで誤った取り扱いをすると、人が障害を負
う可能性があります。また、物的損害が発生する可能性があります。！　注意

・本書はケンコー｢SE-AT 用三脚Ⅱ｣の取扱説明書です。本書に記載の写真やイラストは説明のためのも
のであり、一部形状などが異なる場合があります。

・本書に記載された商品の仕様、デザイン、その他の内容については改良のため予告なく変更されるこ
とがあります。

・本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法にしたがってご使用願います。特に｢安全上のご注
意｣に記載された内容につきましては厳守してください。

・本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気
づきの点がございましたら、お手数ですがご連絡ください。

・本製品の不適切な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に
関し、当社では一切その責任は負いかねますのでご了承ください。

仕様

756 ～ 1260 ㎜

2 . 58 k g

7 k g

高さ

重量

最大搭載荷重※

※安全のため、記載以上の重量は載せないでください。最大重量以下でも、重心の位置により安定しない場
合があります。

S E - A T 用三脚 取扱説明書
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１．調整クランプをゆっくりゆるめて、三脚の下の部分を静かに引き出し
ます。そして、クランプをしめて脚を固定してください。

２．三脚の上部が水平になるようにそれぞれの脚の長さを調整してくださ
い。水平の時に、必ずしも三本の脚の長さが同じであるとは限らない
ことにご注意ください。

３．三脚のステーの中心に部品受皿をまわして取付けてください。

４．搭載物をのせます。

　　【U3/8ネジ穴の搭載物の場合】
　　架台取付ネジ（U3/8）を積載物のＵ3/8ネジ穴に合わせて取付けま
す。その時、しっかり固定されていることをご確認ください。ゆるん
でいたりすると、落下の恐れがあり大変危険です。

　　
　　【U1/4ネジ穴の搭載物の場合】
　　SE-AT用三脚Ⅱには、U1/4ネジにU3/8ダブルネジアダプターが
ついていますので、まわして取り外します。

　　架台取付ネジ（U1/4）を積載物のＵ1/4ネジ穴に合わせて取付けま
す。その時、しっかり固定されていることをご確認ください。ゆるん
でいたりすると、落下の恐れがあり大変危険です。

セット内容 組立て方

各部名称

取扱説明書

各部名称

①

② ③

①三脚
②部品受皿
③取扱説明書

②②

⑤

②

①

④③

③

③

①架台取付ネジ
(U3/8、ダブルネジアダプターをはずすとU1/4ネジとなります。）

②三脚
③調整クランプ
④三脚ステー
⑤部品受皿

調整クランプ

部品受皿

Point
設置は安定した場所（アスファルトやコンクリート）または
ブロックなどの上でおこなってください。

Point
架台取付ネジはU3/8ネジですが、付属のダブルネジアダプターをはずすとU1/4ネジになります。
積載物を取りはずす際に、アダプターが外れないようにご注意ください。
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