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CG-SRIII  Attaching instruction of the sheet basket
Attach the sheet basket to prevent the cut (plotted) result from being stained.

Accessories
Using the followings in the package, attach the sheet basket.
In case the supplies quantity differs or having a problem with the item, contact  your delivery agent  or us directly.

This document describes the procedure based on CG-100SRIII illustration. Attach this following 
the same procedure for other models.

Basket Bracket x 2 Bracket bar x 4 Sheet basket bar x 2 Sheet basket x 1

Screw x 8
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Attaching instruction

1 Attach the basket bracket on the leg. (right 
and left)

2 Remove the cap of the attached basket bars 
(x 4) (only one side).
Remove the cap with the hexagon wrench accessories 
of main unit.

3 Insert the basket bar into the attaching hole.
Insert the side whose cap was removed into the 
attaching hole.

4 Attach the cap removed in the Step 2 on the 
basket bar.
Attach it on four bars in the same way.

5 Attach the pipe joint on the basket bar.
• Use the upper basket bar on right and left for the sheet 

basket in front, and use the lower basket bar for the 
sheet basket in rear.

• Attach the pipe joint each for the basket bar at front and 
rear.

Basket bracket

Basket bar

Attaching hole

Cap

Pipe joint
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6 Insert the pipes (Sheet basket bar x 1) into the attached fabric 

7 Attach the pole on the front side basket bar.
Insert the pole put through the fabric in the Step 6 on the 
pipe joint attached on the basket bar.

8 Pass the fabric to the rear side.
Send the fabric to the rear side as indicated.

There are two pipes(sheet basket bar) to be used for the sheet basket. Attach the pipe joint each 
for the basket bar at front and rear.

Here, insert only two pipes. If you insert all three pipes, the pipe may hit this device when 
attaching the rear side sheet basket in the Step 8 and it may cause the damage.

Basket bar
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9 Insert the remaining pipe (sheet basket bar x 
1) into the pipe inserting part and attach it on 
the rear side basket bar.
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CG-SRIII シートバスケットの取り付け方

カット ( 作図 ) 成果物を汚さないようにするために、シートバスケットを取り付けてください。

使用する部品
梱包箱の以下の物を使用して、シートバスケットを取り付けます。数量が違っていたり異常があった場合は、販売
店または弊社営業所までご連絡ください。

本書では、CG-100SRIII のイラストをもとに説明しています。他のモデルの場合も、同様の手順で取

り付けます。

バスケット
ブラケット x 2

ブラケットバー x 4
シートバスケット

バー x 2
シートバスケット x 1

ネジ x 8
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取り付け方法

1 本機の脚にバスケットブラケットを取り付ける
( 左右 )

2 付属品のバスケットバー(4本 )のキャップ (片側
のみ ) を取り外す
六角レンチ ( 本体付属品 ) を使ってキャップを外しま
す。

3 バスケットバーを取り付け穴に差し込む
キャップを外した側を取り付け穴にさし込んでくださ
い。

4 手順 2 で外したキャップをバスケットバーに取
り付ける
4 本同様に取り付けます。

5 パイプジョイントをバスケットバーに取り付け
る

• 左右の上側のバスケットバーを手前側のシートバスケッ
ト用、下側のバスケットバーを背面側のシートバスケッ
ト用に使用します。

• パイプジョイントは、手前側、背面側のバスケットバー
に 1 箇所取り付けてください。( 左右両方 )

バスケット
ブラケット

バスケットバー

取り付け穴

キャップ

パイプジョイント
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6 付属の布にパイプ ( シートバスケットバー : 1 本 ) を差し込む

7 手前側のバスケットバーにパイプを取り付ける
手順 6 で布に通したパイプをバスケットバーに取り付
けたパイプジョイントにはめ込みます。

8 布を背面側に通す
図のようにして、布を背面に送ります。

シートバスケットに使用するパイプ ( シートバスケットバー) は 2 本あります。ここでは先に、手前側の

パイプを差し込みます。

ここでは、パイプを 1 本だけ差し込んでください。2 本のパイプをすべて差し込むと、手順 8 からの作業

で背面側のシートバスケットを取り付けるときにパイプが本機に当たり、破損の原因となります。

バスケットバー
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9 残りのパイプ (シートバスケットバー: 1本)を背
面シートバスケット用のパイプ差し込み部に差
し込み、背面バスケットバーに取り付ける


