SHIBUYA Chung-Tae Kim TAB

製品使 用マニュアル

シブヤ チョンテ・キム タブ

Pro duc t Use Manual

This manual contains important information to prevent accidents and product failure, as well as
instructions for use of the product.
Please read it carefully before using the product, and use it safely and responsibly.
Illustrations are for right-handed use. Please reverse left to right for left-handed use.
製品使 用マニュアルには事故や破 損を防ぐための重要な注意事項と製品の取 扱い方が書かれています。
ご使 用の前に、このマニュアルをよくお読みのうえ、本製品を安全にお使いください。
以下の説明と図は全て右射ち用の場合です。左射ち用は左右が逆になります。

Attaching the Finger Loop

フィンガーループの取付け

【Using the Rubber Finger Loop Belt】
【フィンガーループラバーを使用する場合】

1

Loosen the CT-13 Hex Socket Countersunk Head Screw using
the provided wrench, and remove the CT-12R Finger Loop
Stopper (R).

4

CT-13サラキャップねじをレンチでゆるめ、CT-12Rフィンガーループストッ
パーRを取外します。

Pull the CT-11R Rubber Finger Loop Belt in the indicated
direction ❶ until the stopper sinks into the cutout. Adjust size
of the loop to your preference by pulling in the indicated
direction ❷
プレートの窪みに届くまで、CT-11Rフィンガーループラバーを矢印❶
の方向へ引き込みます。
お客 様のお好みに合わせて、矢印❷の方向へ引き込みループ部の大き
さを調節します。

CT-13 CT-12R

❶

2

❷

Insert the CT-11R Rubber Finger Loop Belt through the cutout
in the plate. The stopper hole must face the Finger Spacer.

CT-11R

CT-11Rフィンガーループラバーを図の向きでプレートの穴へ通します。
ラバーにストッパーホールの開いている方がフィンガースペーサー側となります。

CT-11R

5

ストッパーホール

Fasten the CT-12R Finger Loop Stopper (R) to the plate using
the CT-13 Hex Socket Countersunk Head Screw and the
included wrench. Cut oﬀ the excess CT-11R Rubber Finger Loop
Belt on the plate side, leaving about 5mm. (Please be careful
when using blades)
CT-13サラキャップねじをレンチで締め込み、CT-12Rフィンガールー
プストッパーRをプレートに固定します。
プレート側に余ったCT-11Rフィンガーループラバーを5mm程度残して
ハサミなどで切り取ります。
（刃物の取扱いには十分ご注意ください。）

3

Insert the CT-12R Finger Loop Stopper (R)ʼs protrusion into
the belt stopper hole.

CT-12R

CT-12RフィンガーループストッパーRの突起をストッパーホールに差し
込みます。

CT-13

CT-12R

1

SHIBUYA Chung-Tae Kim TAB

製 品 使 用マニュアル

シブヤ チョンテ・キム タブ

Pro duc t Use Manual

【Using a cloth belt of your choice】
【お好みの平紐を使用する場合】

This tab can be used with a third par ty cloth belt or ﬂat lace. お客様でご用意した平紐を使用することができます。

1

Remove the CT-12R Finger Loop Stopper (R).

2

Insert the belt through the cutout in the plate, and adjust the
size of the loop.
Please refer to the table below for the ideal belt size.

3

CT-12RフィンガーループストッパーRを取外します。

Insert the CT-12C Finger Loop Stopper (C) into the cutout in
the plate, and fasten it to the plate with the CT-13 Hex Socket
Countersunk Head Screw.
CT-12CフィンガーループストッパーCをプレートの窪みに合わせ、CT-13
サラキャップねじを締め込みプレートに固定します。

ストッパーを固定後、
プレート側に余った平紐をハサミなどで切り取ります。

（刃物の取扱いには十分ご注意ください。）

お好みの平紐をプレートの穴へ通し、
ループ部の大きさを調節します。
紐サイズの適応目安は下記表をご参照ください。

CT-12C
CT-13

紐の厚さ Belt thickness

紐の幅 Belt width

0.8〜1.2ｍｍ

8〜10ｍｍ

＊Belt thickness is measured when pressed ﬂat.
＊The eﬀectiveness of the fastener may vary depending on the
type of material used.
注）
紐の厚さは押しつぶした状態で測ります。
注）
紐の編み方により固定する力が弱くなる場合がございます。

Attaching the Finger Spacer Rubber

1

フィンスぺラバーの取付け

3

Stretch the CT-3 Finger Spacer Rubber as shown.
図のようにCT-3フィンスペラバーを引き伸ばします。

Stretch the CT-3 Finger Spacer Rubber even further, pulling it
over the opposite side of the Spacer.
そのまま更にCT-3フィンスペラバーを強く引き伸ばし、
反対側まで被せます。

CT-3

CT-2

2

Insert from one side of the CT-2 Finger Spacer as shown.
伸ばした状態でCT-2フィンガースペーサーの片側から被せます。

4

2

Press it down while covering both sides.
両側を被せたまま、プレート側まで押し込みます。
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Adjusting the Finger Spacer

1

フィンガースペーサーの調整

2

The CT-2 Finger Spacerʼs attachment position can be
moved laterally in 6mm increments by removing the CT-6
Ultra Low Head Cap Screw.
Additionally, it can be adjusted by 3mm by loosening the
CT-6 Ultra Low Head Cap Screw and sliding the Spacer.
Adjust to ﬁt the depth of your ﬁngersʼ hook on the string.

The Finger Spacer can be tilted vertically by loosening the
CT-6 Ultra Low Head Cap Screw.
Adjust to ﬁt your preferred hook angle, and re-tighten.
CT- 6極低頭キャップねじをレンチでゆるめると、フィンガースペーサー
を上下に傾けることができます。

お好みの取掛け角度に調整し、締め直してください。

CT-6極低頭キャップねじをレンチで外すと、CT-2フィンガースペーサー
の取付位置を6㎜間隔で前後に動かすことができます。

また、CT-6極低頭キャップねじをゆるめると3㎜の範囲で前後位置を調
整できます。取掛けの深さに合った位置に取付けてください。

CT-6

3mm

CT-6
＊The CT-2 Finger Spacer features an anti-slip edge on the
surface facing the Backing Leather, to securely ﬁx the
position and angle.
＊CT-2フィンガースペーサーとバックスキンの接触面には、滑り止めが
設けてありスペーサーの位置や角度を確実に固定することができます。

6mm

Replacing the Tab Leather

革の交換

The Backing Leather and Cordovan Face can be replaced. バックスキン、コードバンを新しいものと交換することができます。

1

3

Loosen the screws to remove Finger Spacer, Finger Loop
Belt, and Finger Loop Stopper.
ねじをゆるめて、フィンガースペーサー、フィンガーループ、フィンガー
ループストッパーを外します。

Align the leatherʼs holes with the threads in the plate, and
fasten the CT-8 Countersunk Head Screws.
プレートのメねじと、革の穴を合わせCT-8 特殊サラキャップねじを取付
けて固定します。

CT-8

CT-13
CT-12

CT-2

2

Replace the Backing Leather and Cordovan Face by
loosening all CT-8 Countersunk Head Screws.

4

CT-8 特殊サラキャップねじを全てゆるめて、バックスキン、コードバン
を新しいものと交換します。

Once you have attached the Backing Leather and Cordovan
Face, replace the Finger Spacer, Finger Loop, and Finger
Loop Stopper to their original positions.
バックスキン、コードバンを固定したら、フィンガースペーサー、フィン
ガーループ、フィンガーループストッパーをもとの位置に取付けます。

CT-8

3
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Adjusting and replacing the Anchor Pad

1

2

Adjusting the vertical position 高さの調整
The CT-4 Anchor Pad can be adjusted vertically by
loosening inserting the wrench through the holes in the
backing leather, and loosening the CT-7 Low Head Cap
Screws. Adjust it to your preferred position, and tighten the
screws.
You can adjust the Anchor Pad to a horizontal position by
aligning the etched lines with the plateʼs edge.
バックスキン、コードバンの穴からレンチを差込み、CT-7低頭キャップね
じをゆるめるとCT-4アンカーパッドの高さを動かすことができます。お

アンカーパッドの調整・交換
Exchanging the Anchor Pad 交換方法
For archers who do not require a wide anchor pad, it can be
exchanged to the CT-5 Anchor Pad Slim, which has the
same width as the Tab Plate.
Remove the screws using the enclosed wrench, and remove
the Backing Leather and Cordovan Face from the Tab Plate.
Loosen the CT-7 Low Head Cap Screws, and remove the
CT-4 Anchor Pad.
Adjust the CT-5 Anchor Pad Slimʼs position, and fasten the
CT-7 Low Head Cap Screws to lock it in place.
幅 のあるアンカーパッドが 不 要 の 場 合 はプレートの厚 みと同じ幅 の

好みに合わせ調整し、締め直してください。

CT-5アンカーパッドスリムに交換します。
ねじをレンチで外し、バックスキン、コードバンをプレートから外します。

CT-4アンカーパッドのラインをプレートに合わせることで、水平にするこ
とができます。

CT-7低頭キャップねじをゆるめて、CT-4アンカーパッドを取外します。
CT-5アンカーパッドスリムの高さを調整し、CT-7低頭キャップねじを締
めて固定します。
バックスキン、コードバンをねじで取付けます。

CT-4

CT-5
CT-7
CT-4
CT-7

4

