
Takeway® R1 レンジャークランプは73グラムの超軽量デザインで、
ポケットにも収納できるコンパクトサイズながら、静止状態で3kg
、動的状態で300gの耐荷重があり、安定した固定力を実現する、ス
ポーツ愛好家向けの汎用性の高いクランプホルダーです。各種オプ
ションアクセサリーを使うことでスマートフォン、タブレット、ア
クションカメラなどの製品を自転車やバイクだけでなくテーブルな
どにもしっかりと固定できます。その強力な固定力は激しいスポー
ツシーンでも存分に活用いただけます。

1 お買上誠にありがとうございます

6-2: 回転防止溝と取付指標

カメラなどの使用機材をTakeway® R1  レンジャークランプに取付け
る前に、必ずTakeway® R1 レンジャークランプの本体及びパーツに
損傷や変形、ゆるみが無いことをご確認ください。万一上記問題が生
じた場合は、直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。メーカ
ー、及び販売店では、Takeway® R1 レンジャークランプ使用時のカ
メラなどの取付機材、机などの支持体、人体へのいかなる損害が発生
した場合も、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

2 使用前チェックのお願いと免責事項

4 使用上の注意事項

本体

3 本体及びパーツ

取扱説明書滑り止めマット

ホルダーリング

4-4: プラスチックパーツの変形を防ぐため、高温や火の元の近くに置
かないようお気を付け下さい。

4-5: 長期間使用されていないR1 レンジャークランプを再度使用する
際は、落下事故等を防ぐため、使用前に必ず本体及びパーツに損傷
や変形、ゆるみ、が無いことをご確認ください。

4-6: 事故防止のために支持体にR1レンジャークランプを確実に装着
してから、カメラやアクセサリーに装着したスマートフォンやアク
ションカメラを取り付けて下さい。また使用前に各部の確実な装着
をご確認ください。

回転防止溝は使用中に取付ベースが回転することを防ぎます。ま
た正しい装着には取付指標を使用します。

ご使用の前に6-3-2：クランプ取付範囲を、滑面に装着する際は
6-1-2：滑り止めマットの使用法をご参照ください。

6-3: ロックレバーの使い方
強化プラスチック製のロックレバーはR1レンジャークランプを細
いパイプなどの円筒形に取付する際に使用します。ロックレバーは
工場出荷時に取り付けてあります。紛失を防ぐため
装着した状態でご利用ください。

6-2-1: 取付プレート     や関連
アクセサリーの取付指標     を
取付ベースの取付指標     に合
わせて装着し、雲台ネジ     を
しっかりと締め付けて下さい。

6-1-1: 右図のように滑り止めマ
ット     を取付ベース    と雲台ネ
ジ    の間に収納して下さい。

平面の固定にフラット面

円柱の固定に

滑りやすい面や円柱へ
の固定に使用します。

手早く展開、格納できるロックレバーを
利用すれば、Ø16~30mmの細いパイプ
などの円筒形に、確実に挟み込めます。

U型面
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滑り止めマット
10

ロックキューブ
3

6-1-1

6-1-2右図のように滑り止めマット  
を円柱に巻き付けて固定し、
R1レンジャークランプのロッ
クキューブ      のストライプ面
を使用してしっかりと固定して
下さい。

6-1-2: 滑り止めマットの使用方法

裏のページに続く

ロックレバー
4

6-4: クランプの使い方

6-4-16-4-1: 右図のようにハンドル     
   は折り畳み式となりますの
で、作業スペースや環境に合
わせたハンドルのポジション
を選択して下さい。
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T-IJ02

4-1: 平滑面に固定する場合、ロックキューブのストライプ面を選択し
て強力に固定できます。なお装着するテーブルなどへのキズ付きを低
減する場合はロックキューブのフラット面を選択します。また円柱へ
固定はロックキューブのＵ型面を選択してください。なお、机などの
支持体にクランプポッドを装着すると、キズ、ヘコミなどが生じる場
合があります。支持体の選択には十分お気をつけください。

4-2: 円柱の滑面に取付ける際は、付属の滑り止めマットをご利用くだ
さい。

4-3: 長期間湿気の高い環境に置かないようにお気を付け下さい。

6-2-1
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R1レンジャークランプを細いパ
イプにしっかりと固定するため
、右図のように格納されたロッ
クレバーを展開します。ふたつ
のロックキューブのU型面とロ
ックキューブの3点で固定しま
す。取付後は確実な装着を確認
して下さい。

6-3-1: ロックレバーの使い方

6-3-1

R1レンジャークランプにあるJ指標はロックレバーの使用の目安
となります。取付パイプ径が細く、J指標が視認できる時はロッ
クレバーを展開し、J刻印のあるロックキューブのU型面を使用
します。

6-3-2: クランプ取付範囲

*J指標が視認出来た場合(取
付パイプ径約Ø10~16mm)は
、ロックレバーを使用して固
定してください。

*J指標が視認できない場合
( 取 付 パ イ プ 径 約
Ø17~32mm)は、ロックレ
バーを収納したまま固定し
てください。

T-B01ボール雲台は、Takeway製品専用の純正アクセサリー(別
売)となります。

6-5: T-B01ボール雲台(別売)の取付と使用方法

6-5-16-5-1: R1レンジャークランプ
の取付ネジ    をゆるめて、
取付プレート    を外します
。
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6-4-26-4-2: R1レンジャークランプ
を適切な位置に取り付けた後
、クランプ全体を揺らして確
実に装着されているかご確認
ください。
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6-1: 滑り止めマットの取付、取外し及び収納方法

6 取付と操作

R1クランプをツルツルなシリンダー表面に取付る際、安定性を向
上させ、デジカル製品が落ちないようにするため、   滑り止めマ
ットを取付て下さい。使わない時に紛失しないように、コンバー
ターノブとコンバーターの間に収納して下さい。
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5 パーツ名称

取付ベース

取付ネジ

取付指標

ロックキューブ

ロックレバー

本体

ハンドル

取付プレート

回転防止溝

雲台取付溝

5

7

6

指標
”J”

8
パッド

9

1

2

3

4

T-RC02

T-IJ02

T-RK01

ホルダーリング装着部

取扱説明書

レンジャー クランプ
本製品を使用する前に説明書を良くお読みください。
説明書の内容を十分にご理解頂き、製品を正しくご使用下さい。



MANUAL

8-1:   本取扱説明書に記載の使用方法、注意事項を良く読んでからご使
用ください。本書に記載のない使用方法、改造にて生じた故障は保証
対象外となります。
8-2:   確実な取付、設置が確認できるまで、装着するカメラ、スマート
フォン、タブレットなどの機器から手を離さないでください。
8-3:   本製品は挟力が強いため、支持体に割れやへこみが生じる場合が
あります。家具やワレモノなどには慎重にお取り付け下さい。また支
持体にダメージが生じるほど強く締め付けないようにお気を付けくだ
さい。
8-4:  ケロシン、シンナーなどの揮発性溶剤を使用して製品を拭かない
でください。
8-5:   落下や衝撃で本製品に変形、損傷などが生じた場合は、落下事故
等の原因となりますので直ちに使用をお止めください。
8-6:   中学生未満の児童が使用する場合は、安全確保の為、必ず大人が
付き添ってください。
8-7:  交通安全、事故防止のため自転車、バイク等の運転中のデジタル
製品の確認、操作はお止めください。

8 安全上の注意事項

10 関連アクセサリー(別売 )

TEL:+886-4-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw
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7-1: アクションカメラホルダーの取付

7-1-1

7-1-2

7-1-3

6-6: T-PH02 スマートフォンスポーツホルダー(
別売)の取付と使用方法

6-7: T-FN01フレシキブルネック(別売)の取付と
      使用方法

T-B01
ボール雲台

T-PH02
スマートフォン
スポーツホルダー

T-FN01
フレキシブルネック

T-TH01
タブレットホルダー

T-RC03
アクションカメラ

ホルダー

取扱説明書

製品名
寸法
重量
材質

取付ボード、ネジ
挟み込み可能寸法

動的耐荷重
静的耐荷重

R1 レンジャー クランプ
7.5(L)x6.5(W)x3.2(H)cm
73g
ＡＢＳ樹脂
1/4”
円柱(直径)Ø10 ~ 32 mm ／ 平面(厚さ5~ 32 mm
300g
3000g

9 製品の関連規格

本取扱説明書のすべてのデータは、Takewayの標準的
な測定方法に基づく結果です。最新の製品情報はメー
カーホームページをご確認ください。商品の仕様は予
告なく変更される場合があります。

本製品を使用する前に説明書を良くお読みください。
説明書の内容を十分にご理解頂き、製品を正しくご使
用ください。

特許権声明
本製品は多国特許を取得しています。
模倣品、コピー品にご注意ください。

7-1-3: アクションカメラを取り
付けたアクションカメラホルダ
ー     をR1の取付ベース    に装
着して取付ネジ     をしっかり
と締めつけてください。。

7-1-2:  T-RC03 アクションカメ
ラホルダー     をアクションカ
メラの底部にしっかりと取り付
けます。振動で外れないように
確実に装着ください。6-6-1: R1自転車のハンドルなどに

R1レンジャークランプを取り付
けます。取付ネジ     をゆるめて
、取付プレート    を外します。

6-5-2: 取付プレートの回転防止
溝    に雲台の底部の形状を合わ
せてから、マイナスドライバー
もしくは硬貨を使用して、取付
プレート    に雲台を取り付けま
す。

7 アクションカメラの取付と使用方法

T-PH02 スマートフォンスポーツホルダーは、Takeway製品専用の
純正オプションアクセサリー（別売）です。

T-RC03 アクションカメラホルダーは、Takeway製品専用の
純正オプションアクセサリー（別売）です。
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6-6-1

1
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6-5-36-5-3: 取付プレート    を装着し
た雲台を取付指標（6-2参照）に
合わせて、取付ベースにしっか
りと取り付けて下さい。
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6-5-2

コイン A

1
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6-6-2: スマートフォンをT-PH02
スポーツホルダー     に取り付け
ます。その後スポーツホルダー
を取付ベース      に装着して取付
ネジ     を締め付けます。5

A

2
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A
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6-6-2

6-7-1: 支持体にR1レンジャーク
ランプを取り付けます。取付ネ
ジ     をゆるめて、取付プレー
ト    を外します。

T-FN01フレシキブルネックは、Takeway製品専用の純正オプシ
ョンアクセサリー（別売）です。メーカーでは自動車内空間や静
止環境での使用を推奨します。

1

7-1-1: 支持体にR1レンジャーク
ランプを取り付けます。取付ネ
ジ     をゆるめて、取付プレート   
    を外します。1
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6-7-1

6-7-2: フレシキブルネックの取
付プレートをR1の取付ベース   
    に装着して取付ネジ     で締
め付けて下さい。用途に応じて
フレシキブルネックを複数つな
げることも可能です。
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6-7-2

A

取扱説明書

レンジャー クランプ
本製品を使用する前に説明書を良くお読みください。
説明書の内容を十分にご理解頂き、製品を正しくご使用下さい。

レンジャー クランプ


