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（右射ちの方は出荷時のままご使用ください）　Scope is configured for right-handed use.

レンズにエイミングポイン
トとなるドットシールなど
を貼付けてください。
（ファイバーキットなどを使用する
場合は必要ありません）

Install aiming reticle by 
applying a stick-on dot to 
the concave side of the 
scope lens (not necessary 
if used with Fiber Kit).

Unscrew and remove 
Lens Retainer Ring 
from Scope Housing.

Confirm that the Rubber 
O-ring is placed correctly 
inside Scope Housing.

Insert lens into the Scope 
Housing with the concave 
side facing inward 
(towards the Rubber O-ring).

Firmly screw Lens 
Retainer into the Scope 
Housing to finish 
procedure.

スコープハウジングからレ
ンズリテイナーリングを回
して取外します。

スコープハウジング内にラ
バーOリングが正しい位置に
入っていることを確認します。

ラバーOリングにかぶせるよ
うに凹面からレンズをスコー
プハウジングに入れます。

レンズリテイナーリングを
回して入れ、締付ければ完
了です。

製品使用マニュアル
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. 

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。

ULTIMA OKULUS SCOPE
PRODUCT USE MANUAL

Installing Lens  レンズの取付け

Left-handed use  左射ちの場合
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※1 アルティマオクルススコープに付属しているデュアルカラードットパッケージをご使用の場合は付属のドットシール貼付け用のテンプレートをお使いください。
※2 細かなキズなどを防止するために、なるべくていねいに取扱いください。

※1 If using with the Dual-Color Dot Kit supplied with each ULTIMA OKULUS SCOPEs, please use the adhesive centering matrix to place the dot in the center of the lens.
※2 We recommend treating your equipment carefully to ensure long life.

※1 ※2 

精密＋ドライバーでサラネジ(小)
２本を回して外しレベルを取外し
ます。

Remove the two Level Locking 
Screws with a properly sized 
Phillips head driver. Proceed to 
remove the Level Vial.

Affix one of the Level Locking 
Screws to the threaded hole on 
the opposite side of the scope 
housing and tighten about two 
turns. ※1
Insert Level as shown in 
illustration.

Place the second Level Locking 
Screws in the appropriate 
threaded hole, and fasten 
about two turns.
Fasten both Level Locking 
Screws evenly to finish 
procedure. ※2 

❶ 反対側のネジ穴の片方にサラネジ
(小)を2 回転ほどねじ込みます。 ※1 
取付けたサラネジ(小)にレベルを
図のように当てます。

❷

❸

もう一方のネジ穴にサラネジ(小)を
２回転ほどねじ込みます。
取付けた２本のサラネジ(小)を均
等に締めれば完了です。 ※2 

❹

❺

上図の向きになるようお使いのサ
イトに取付けます。

Refer to illustration for proper 
orientation when attaching to 
your sight of choice.
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※1 スムーズに入っていかない場合は取付けを中止しご購入店にご相談ください。
※2 締めすぎないでください、破損の原因になります。

※1 In case you are unable to fit the screw to the hole, please abort procedure and consult your local archery pro shop. to scope or level.
※2 Do not overtighten as it may result in damage.



Attachment of a sight light  サイトライトの取付け

Adjustment of Gravity Shift　グラビティシフトの調整

スコープの取付けAttachment to a sight

アルティマＣＰＸシリーズ
に取付ける場合。

Attaching to ULTIMA 
CPX series.

Fit a Balance Plate in the dent of the Scope 
Housing firmly. No.10-32×20mm Low Head Bolt 
SUS Stud and 10-32 Washer as shown.

Fasten stud using a Hex 
Key to affix to Scope 
Holder. 

Fasten until attached　
vertically to Scope 
Holder.

バランスプレートをスコープハウジングの窪みにしっか
りと押し込んでセットして、10-32ネジ（短）及びワッ
シャーを図の方向から入れます。

3/32インチサイズの六角レン
チを使用して10-32ネジ（短）
を締めてスコープホルダーに
固定します。

スコープホルダーに垂直に
取付けるまで締付ければ完
了です。

❶ ❷ ❸ ❹

❶ ❷ ❸ ❹

5/16インチ幅の取付け箇所
があり、No.10-32サイズの
ネジが通る穴がある場合。

Sights featuring a non- 
threaded scope rod 
holder ending in two 
parallel planes 5/16"
(7.94mm) apart.

Fit a Balance Plate in the dent of Scope 
Housing firmly. Insert No.10-32×63.5mm Low 
Head Bolt SUS and 10-32 Washer as shown.

Fix to scope rod holder 
and tighten with a 3/32" 
hex key and a spanner.

Fasten until attached 
vertically to scope rod 
holder.

バランスプレートをスコープハウジングの窪みにしっか
りと押し込んでセットして、10-32ネジ（長）及びワッ
シャーを図の方向から入れます。

3/32インチサイズの六角レン
チとスパナを使い、スコープ
ホルダーに固定します。

スコープホルダーに垂直に
取付けるまで締付ければ完
了です。
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製品使用マニュアル
ULTIMA OKULUS SCOPE

PRODUCT USE MANUAL
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Examples of attachment　取付け例

スコープのセッティングに合わせて取付け位置を調整することができます。
バランスプレートで取付け位置を調整してご使用ください。

Attachement is adjustable conforming to the installation of your scope.
Please use by adjusting the setting with Balance Plate.

No.8-32サイズのサイトライトを２方向（90°・45°）で取付けることができます。
※本製品にサイトライトは含まれておりません。
※一部のサイトライトがご使用できない場合があります。

8-32" sized Sight Light can be attached in two ways (90°・45°).
※Sight light is not included in this product. Sight light is sold separately. 
※Some sight lights are unusable with.

Other Brands  他社製品
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