
Start ➡ Right winch　→5f

5ｒ →④r ④f →3ｆ

3ｒ →②r ②f →1f

1r→①f ①r →2r

2ｆ →③ｆ ③r →4ｒ

4ｆ →⑤r ⑤f →7ｆ

7ｒ →⑦r ⑦f →9ｆ

9ｒ →⑨ｒ ⑨ｆ →10ｒ

10ｆ →⑧f ⑧ｒ →8ｒ

8ｆ →⑥ｆ ⑥r →6ｒ

6f →Left winch
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マストワイヤー（糸）の通し方

How to thread the mast wire.

マストワイヤーウインチ

Mast wire winch

マスト側シーブ

Mast side sheave

本体側シーブ

Body side sheave
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上級者向け組換え用のマストワイヤーとウインチを使う場合

When using a recombination mast wire and winch for advanced users.

右側のウインチワイヤー

Right winch wire

接続ポイント

Connection point.

左側のウインチワイヤー

Left winch wire

注意！ワイヤー(糸)の組換えは、自己の責任

において行ってください。

Warning!
Note: Wire recombination is at your own risk.

④r④f



ワイヤー(糸)を解き、ウインチに巻き取る

Untie the wire and wind it around the winch.

レバーを押しながら、2本のワイヤー(糸)を引き出す

While pressing the lever, pull out the two wires at the 
same time.

左右ワイヤー(糸)を８m引き出し、左側のウインチワイヤー(糸)を切る

Pull out the left and right wires 8m and cut the winch wire on the left side.

左側のワイヤー(糸)はウインチにテープで止めておく

Tape the wire on the left to the winch.

１ ２ ３

４ ５

Right winch wire



ワイヤー(糸)はバーの内側を通す

The wire runs inside the bar. 

注：外側に通さないよう注意！

Note :  Be careful not to let it pass outside!

アドバイス：シーブにワイヤー(糸)が通しにくい場合、ワイヤー

(糸)の先端をボンド等で固める(硬化させる)

Advice: If the wire is difficult to pass through the sheave, use a bond

組み立てた右側ワイヤー(糸)と左側ワイヤー(糸)を結ぶ

Tie the assembled right and left wires.

注：マストの内側を通す

Note :  Pass inside the mast.

左側ウインチから

From the left winch. 

マストシーブ No. 6fから

From mast sheave No. 6f

マストは前側に倒したまま右側ウインチワイヤー(糸)を

図のように組み立てる

Assemble the right winch wire as shown in the figure while 
tilting the mast forward.

マストシーブ No. 5fへ

To mast sheave No. 5f
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余分なワイヤー(糸)は切る

Cut off excess wire.

動作を確認し完成

Confirmed operation and completed.

結んだワイヤー(糸)が緩まないように、ウインチに巻き取る

Wrap it around the winch so that the tied wire does not come loose.
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