NS

Plate Type Reel Seat

Size Chart
Size

L

L2

mm

133.5
145.0

6
7

S-Cover

mm

mm

W

Reel Foot Size

12.0
14.0

12.0
13.5

〜70mm×15mm
〜75mm×17mm

L2

適合リール足

with TITANIUM Steel
T-NS‐GL

Size

L2

High Tensile TITANIUM
Gray Cushion + Gray Skirt

Sカバー

Plastic Cover

W

プラスチックカバー

Slide Hood

Front Hood

L

Skirt

フロントフード

スライドフード

スカート

Cushion

クッション

with Stainless Steel

FRAME

FK2-T-NS

High Tensile TITANIUM
Gray Cushion + Gray Skirt

6
7

NS

Size

NS BB

Black Cushion + Black Skirt

Black Cushion + Black Skirt

6
7

T-NS6GL, T-NS7GL

FK2-T-NS6

NS6, NS7

NS6BB, NS7BB

チタン素地ボディ

チタン素地ボディ

ステンレス素地/光沢仕上げ

黒色仕上げボディ

Non Plating Body

Non Plating Body

＋

Non Plating / Polished Finish

Black Finished Body

I.P.Gold Finished Slide Cover

I.P.金色仕上げ Sカバー

Slide forward Function
●Size 7…Slide hood is stainless steel made.
7サイズ…スライドフードはステンレス製

●‘‘Slide Forward’’ Function Plate Type Reel Seat

前進機構

When being locked, slide hood goes forward
and fixes the reel tightly.

ロックと同時にフードが前進してリール足を押さえ、
強力にスピーディにリールをセットできます。

前進機構シート

Please do not fix the slide hood at the end of slide rail. Slide hood may damage
the blank or coating if the slide cover is fixed at the end of sliding rail.
NSのSカバーを最下部まで下げた状態でロックすると､竿やコーティングに
キズが入る恐れがあるため、
必ず最下部手前でロックしてください。

• When you wind the thread, you should take the plastic cover off at the central part of the body.
※As shown in the illustration below, hold the rear side of the cover and off the lock as you lift up the cover, then you can pull out toward the slide hood.
• When you put the coating liquid (Epoxy etc.), you should re-check the front hood is inserted till the stop end.
Also, be careful that coating liquid will not flow to the gap between the front hood and body.
※If you glue not inserting the front hood properly, plastic cover may not fit after the coating is set. You may have to wipe off coating liquid if it's in the gap.
・取り付け時の糸巻きは、
必ずボディ中央部のプラスチックカバーを外して行なってください。
※図のようにプラスチックカバー後部を持ち上げてロックを外し、
スライドフード側に引いてください。
・プラスチックカバーを外すとフロントフードも外れる構造のため、
コーティングはフロントフードを奥までしっかり差し込んだうえで行なってください。
・コーティング液がフードのスキ間に入らないように注意してください。
もしコーティング液がスキ間あるいは本体に付着した場合は、
すみやかに拭き取ってください。
※フロントフードがしっかり入っていない状態でコーティングすると、
プラスチックカバーが入らなくなることがあります。
プラスチックカバーは、
液が完全に乾いてから元に戻してください。釣行後、
ロッドを洗浄する際もカバーを外してください。

Caution for All Plate Type Reel Seat

• To prevent reel dropping, please lock after checking that the reel foot has been firmly inserted into the front hood and slide hood.
• In order to prevent the corrosion of reel foot and the seat, please remove the reel from the seat when you maintain it after fishing.
• Regarding "reel foot size", some "reel foot" cannot equip because of the forms even if they conform to a specification size.
• Putting too much force on slide hood to arrow direction in the sketch may lose the reel fixation power.
Please do not put too much force to the slide hood when releasing the reel.
・リール脱落防止のため、
フロントフードとスライドフードにリール足がしっかり奥まで入ったことを確認したうえでロックをしてください。
・リール足およびシートの腐食を防ぐため、
釣行後は必ずリールを外してからお手入れしてください。
・寸法表の「適合リール足」
につきましては、
リール足の形状によっては、
指定寸法でも入らない場合があります。
・プレートシートのＳカバーを図の矢印方向に倒しすぎると、
リール固定機能を失う恐れがありますので、
リール固定を解除する場合、
Ｓカバーに必要以上の力を入れないでください。

