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T1 RACE はレーシングカーにヒントを得たデザインで、高品質な材質で座り

心地がよく、上質なゲーミングエクスペリエンスを提供します。4D アーム

レストは人間工学に基づき、あらゆる環境向けに最適化されています。リク

ライニング機能とロッキング機能によってさらなる調整とカスタマイズを行

い、個人の好みに合わせたバトルステーション環境を実現できます。シート

とチェアバックはスチールフレーム製で座面には PU レザーが使用され、ゲ

ーミング環境に自動車クラスの品質をもたらします。T1 RACE がデスクにも

たらす快適さと品質がゲーミングエクスペリエンスを向上させます。   

注: 組み立て時の適切な適合性と機能性を確保するため、ネジ部品は出荷時にあらかじめ取
り付け箇所に取り付けられています 
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4. チェアシートアセンブリを組み立てます。

 A.  付属の M8 六角レンチを使用して、シートクッション底面の 4 本のネジを取り
外します。 

 B.  シートクッション底面から 4 本のネジを使用して、シートコントロールベース
をシートクッションに取り付けます。  

T1 RACE の組み立て手順

3.  組み立てたチェアベースアセンブリを
横に置いておきます。

1.  チェアベース底面の穴に、スタッ
ドをしっかり押し込んでチェアホ
イールを取り付けます。  

2.  チェアベース上面中央の穴に、ガス
リフトおよびガスリフトカバーの大
きい方を差し込んで取り付けます。  

 A.  ガスリフトカバーの大きい方の穴を下
向きにしてガスリフトにかぶせます。

 B.  ガスリフト上面の赤い保護カバーを取
り外します。 

 C.   警告: ガスリフトの赤い保護キャップ
が取り外されていない場合、シート
の高さ調整ができなくなります。  

警告: この家具には、3 歳以下のお子さまが窒息する危険のある小さな部品
が含まれています。これらの部品は大人だけが組み立てることができ、家具
にしっかり固定する必要があります。使用しない部品はすべてしまっておく
か、適切に処分してください。
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6.  シートコントロールベース中央
の穴にガスリフトシリンダーを
差し込んで、シートアセンブリ
をチェアベースアセンブリに取
り付けます。      

 A.  椅子を使用する前に、シートアセ
ンブリがしっかり押し込まれてい
ることを確認してください。 

8.  新しい CORSAIR T1 RACE ゲ
ーミング チェアの組み立ておめ
でとうございます。どうぞお楽
しみください。

5.  チェアバックをシートアセンブリに取
り付けます。

 A.  付属の M8 六角レンチを使用して、シー
トバックのネジを取り外します。 

 B.  ヒント: リクライニング機構がある椅子の
右側から作業を開始してください。こち
ら側から開始すると取り付け箇所が固定
されるため、非常に作業しやすくなりま
す。シートバックの両側 (4 本のボルト
すべて) のネジを完全に締めないでくだ
さい。    

 C.  シートバックから取り外したネジを使用
して、シートクッションとシートバック
を一緒に取り付けます。

7.  六角レンチの端に付いているフィリ
ップスドライバーのヘッドを使用し
て、ヒンジカバーをヒンジブラケッ
トにネジで取り付けます。ヒンジカ
バーが固定されたら、ラバープラグ
を挿入します。
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 2. 腰用ピローの取り付け   

 A.  腰用ピローのストラップは異なる 2 つの方
向に通す必要があります。

 B.  一方はシートクッションとシートバックの
間の隙間に通します。

 C. 上部は肩部分の穴を通します。

 D.  ストラップを両方通したら、椅子の裏側で
互いに留め合わせることができます。  

 E.  腰用ピローを上下にスライドさせて、人間 
工学的なニーズに適応することができ 
ます。

すべての機能

1. 首用ピローの取り付け

 A.  首用ピローにはスナップ式の取
り付け具があり、2 種類の方法
で取り付けることができます。
ヘッドレストの上部にバンドを
スライドさせてピローが高くな
るように配置するか、首部分の
穴を通してピローを取り付けピ
ローが低くなるように配置する
ことができます。 

取扱説明書

警告: この椅子を適切に使用しないと、椅子が損傷したり、怪我の原因となる 
ことがあります。この椅子は丁寧に使用してください。

1.  チルト ロック/高さ調節レバー

 A. チルト ロックを作動させるには、レバー 
  を椅子の中央に向けて押し込みます。 
  チルト ロックを解除するには、レバーを 
  椅子から引き出します。

 B.  椅子の高さを低くするには、椅子に重さ
をかけながらレバーを上に引きます。椅
子の高さを高くするには、椅子の上に何
も載せずにレバーを上に引きます。
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 2. リクライニング レバー  

 A.   背面シートを前後にリクライニングする
には、このレバーを上に引きます。  

 B.  警告: シートに圧力をかけた状態でリク
ライニング レバーを引かないでくだ 
さい。急に荷重が変動すると、椅子が不
安定になって、椅子が損傷したり、怪我
の原因となることがあります。
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3. 4D アームレスト

A. 前/後スライド ボタン
B. イン/アウト ボタン
C. 高さ調節タブ
D. 回転

D

A C

B

4. チルト テンション ノブ

A. チルト テンションを増加 (+) または減少 (-)
させるには、このノブを回します。

B. ヒント: もたれかかった際にシートが傾きす
ぎると感じた場合は、テンションを増加させ
ます。もたれかかった際にシートが硬すぎる
と感じた場合は、テンションを減少させます。




