#72062101 - SlDEIKICK AMA KIT.

Please follow the instructions below for the proper installation on your　SidekickAmas. It is important to follow every step to make sure that you　do not put any unnecessary holes in your kayak.

1.	Determine location:
 Remove the rubber 'well nuts' from the mounting　hardware. 
Position the Lower mounts so their flat bottoms sit firmly on the　kayak and the mounting holes are fairly centered over the rails. Place the center crossbar into the lower mounts to check for proper alignment.

Before you put any holes in your boat，a very important first step is to determine where to place the Sidekick on your　kayak.
The mount is intended to be placed behind the seat.
The best and strongest location for the screws to pass through are along the rails or the boat. 
Other thing to consider when locating your mount hardware are objects you typically put in the cargo area and how they may interfere．
Be sure not to install the mount too close to the seatback to prevent the crossbar from interfering with your comfort.
If the Hobie Livewell or any other bait tank is used you may need to move the Sidekick back behind your gear.
Check that the mounts do not 
interfere with the float height adjustment hole locations near the ends of the center bar．

2.	Drilling Sidekick Mounting Holes：
Once you have the Sidekick mount sitting in the desired location, use a marker and place 4 dots through the holes as drilling guides．
take the mounts off the boat and carefully drill using a 3/8”bit．
NOTE：
it is very important to use the proper sized drill bit． 
An oversized hole will not allow the expanding nuts a proper fit．
3． Fastening your Mount to the Hull：
The 1" long rubber 'well nuts’ allow you to securely fasten the Sidekick to you hull without having to reach inside the kayak to position backing washers and nuts．
Start by pressing the black well nuts into the holes that you drilled（Should be a tight fit).
Place the lower mounts on to the well nuts，Place the center tube onto the lower mounts．
Place the upper 'U'  mounts over the tube．
Insert the screws．
Start to thread each of the screws into the well nuts before you fully tighten then all down．
It will take quite a few turns to get them tight．
As you turn the screws, a brass nut pulls up inside the kayak and causes the rubber around the nut to expand and pull against the inside of the hull.
Tighten to a snug fit, but do not use excessive force as this can damage the well nut.
Once all the screws are tight, the mount will be very secure and water tight．
You can now attach the left and right arms．
Then slide the floats onto the arm ends and pin into place. 
Remove the top vent cap and inflate the float by blowing into the one-way valve． 
To deflate remove the lower cap．
There are three positions for the floats．
You can loosen the well nuts to make fine adjustments to the depth by turning the center tube.
Retighten the well nuts after making any adjustments.



＃72062101 - SlDEIKICK AMAのキット。

あなたのSidekickAmas上の適切な設置については、下記の指示に従ってください。あなたのカヤックで、不要な穴を入れていないことを確認するためにすべてのステップに従うことが重要です。

1。場所を決定します。
 取り付け金具からゴム 'よくナッツ "を削除します。
その平らな底がカヤックをしっかりと座ると取り付け穴がかなりレール上中央に配置されますので、ロアーマウントの位置を決めます。適切なアライメントをチェックするためにロアーマウントにセンタークロスバーを配置します。

あなたはボートに任意の穴を置く前に、非常に重要な最初のステップは、あなたのカヤックに相棒を配置する場所を決定することです。
マウントは座席の後ろに配置されることを意図している。
通過するネジの最適·最強の位置は、レールやボートに沿っている。
マウント·ハードウェアを配置する際に考慮すべきその他のことは、一般的に貨物エリアに入れて、それらがどのように干渉する可能性がオブジェクトです。
あなたの快適さとの干渉を防ぐために、クロスバー背もたれに近づきすぎてマウントをインストールしないことを確認してください。
ホビーLivewellまたは他の餌タンクが使用されている場合は、あなたの歯の裏にキックを移動する必要があります。
マウントがないことを確認し
センターバーの端部付近のフロート高さ調整穴の位置と干渉する。

2。サイドキックの取付け穴をあける：
いったん目的の場所に座ってサイドキックのマウントを持って、ドリルガイドなどの穴を通って、マーカーと場所4ドットを使用しています。
ボートからマウントを取って、慎重に3/8 "ビットを使用してドリルダウンします。
注：
適切なサイズのドリルビットを使用することは非常に重要である。
特大の穴が拡大してナットを適切なフィットを許可しません。
3ハルにマウントを固定。
1 "長いゴム 'よくナッツ'あなたがしっかりとバッキングワッシャとナットを配置するためにカヤックの内部に到達しなくても船体に相棒を固定することができます。
あなたが（タイトフィットにすべきです）掘削という穴に黒よくナッツを押して起動します。
ロアーマウントにセンターチューブを置き、よくナッツにロアーマウントを置きます。
管の上に上側の "U"のマウントを置きます。
ネジを挿入します。
あなたは完全にすべてのダウンの後、締めの前によくナットにネジをそれぞれスレッドを開始します。
それは彼らがタイト得るためにかなりの数ターンかかります。
ネジを回すと、真鍮ナットはカヤックの内部にプルアップし、展開し、船体の内側に引っ張ってナットの周りにゴムを引き起こす。
ぴったりフィットで締め付けますが、これはよくナットを破損する恐れがあるので、力を入れすぎないでください。
一度すべてのネジが締まっている、マウントは非常に安全な水と厳しくなるだろう。
これで、左右のアームを取り付けることができます。
その後、所定の位置にアームが終了し、ピンに山車をスライドさせます。
上部のベントキャップを外し、一方向弁に吹いてfloatを膨らませる。
空気を抜くために下部キャップを外します。
フロートの3つのポジションがあります。
画面中央のチューブを回して、深さの微調整を行うことがよくナットを緩めることができます。
任意の調整を行った後は、よくナットを締め直します。


