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1 	 通常パーツの取り付け

 8. サドルの高さを調整するには、シートポストの 
クランプボルトを緩めて高さを調整し、ボルトを
規定トルク値で締め直します。

シートポスト 
ボルト

 注   5mmのロングビットをトルクレンチに
取り付け、シートポストのボルトを締め付けます。
これにより、ボルトを確実に回すことができ、バイ
クにレンチの傷が付くことはありません。

B. フロントディレイラーの取り付け

 1. 専用のカーボンワッシャーとボルトを使い、 
フロントディレイラーをハンガーのベースに取り
付けます。ディレイラーが保持されるまでボルト
を締めます。まだ完全には締め付 
けないでください。

C. リアディレイラーの取り付け

 1. リアディレイラーをリアディレイラーハンガーに取
り付けます。規定トルク値で締め付けてください。

D. チェーンキーパーの取り付け

 1. フロントディレイラーハンガーのベースに 
チェーンキーパーを取り付けます。3Nmのトルク
でボルトを締め付けます。

1 通常パーツの取り付け

A. シートポストの取り付けおよび調整
必要な工具など

• サドル • 下側シール
• シートポスト •  5mm 六角 

ロングビット
•  シートポストウェッジと

ボルト
• トルクレンチ

 1. 取付前に、シートポストウェッジ周辺からテープ
やラバーバンドなどを取り除きます。

 2. シートポストの底に下側シールを取り付 
けてください。

 注   シートポストを完全に下まで挿入す
るには、ロワーシールを取り外す必要があるかも
しれません。

 3. シートポストをシートマストに挿入します。 
挿入前に、ウェッジをシートポストに必ず取り付
けてください。

 4. シートポストとウェッジがある程度固定 
されるまでボルトを締めます。まだ完全には締め
付けないでください。

シートポストボルト

 5. サドルを取り付けてください。クランプイヤーが 
サドルのレール形状にフィットしていることを 
確認してください。

 6. サドル上部の角度を調節するには、後ろ側の 
ピンチボルトを緩めて角度を調節し、ボルトを締
め直してください。

 7. サドルの前後位置を調整するには、サイドレール
のクランプボルトを緩めた後にサドルをスライド
させて、その後にボルトを締め直してください。
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ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線3ブレーキの配線と取り付け2

A. 機械式ディレイラーの場合
フロントディレイラーアウターケーブルの 
配線

 1. フロントディレイラーのアウターケーブルを 
ヘッドチューブからダウンチューブに通し、 
シートチューブ底部のフロントディレイラー用 
ホールから外に出します。

 2. グロメットをアウターケーブルに通し、 
アウターケーブルをフロントディレイラーの 
ケーブルストップに固定します。

 3. グロメットをフレームに取り付けます。

リアディレイラーアウターケーブルの配線

 1. リアディレイラーのアウターケーブルを 
チェーンステーの穴からボトムブラケットを経由
してダウンチューブに通し、ヘッドチューブ上側 
から外に出します。

 2. ヘッドチューブのドライブ側からノンドライブ側 
までの、各アウターケーブルとホースの位置は次
の通りです:

リアブレーキホース

リアディレイラーア
ウターケーブル

フロントディレ
イラーアウター
ケーブル

1. フロントディレイラーアウターケーブル

2. リアブレーキホース

3. リアディレイラーアウターケーブル

A. リアブレーキのフレームへの取り付け

 1. 5ページ下部に記載された、ヘッドチューブ内の
正しい配線位置を確認します。

 2. ラバーグロメットをノンドライブ側の 
チェーンステーから取り外します。

 3. グロメットをブレーキホースに通し、ホースを 
グロメットの穴に通します。

 4. ホースをボトムブラケットからダウンチューブへ 
上向きに通し、ヘッドチューブから外に出します。

 5. グロメットをチェーンステーの穴に戻します。

 6. ブレーキをボルトで固定します。

B. フロントブレーキとブレーキホースの取り
付け

 1. フォークのレースにロワーベアリングを取り付 
けます。

 2. ホースをノンドライブ側フォークの 
アクセスホールからステアリングコラム 
後側の穴に通します。

 3. ブレーキをフォークに取り付けます。ブレーキが
保持されるまで、ボルトを締めます。まだ完全に
締め付けないでください。
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3 3 	 ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線	 ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線

 2. 1.2Nmのトルクでボルトを締め付けます。

 3. レバーをドライブ側に向けて、ストレージカバー
を取り付けます。

カバーが閉じた状態

 4. 次の手順については付録をご覧ください:  
ダウンチューブのストレージドアの組み立てと取
り付け。

B. Di2 ディレイラーの場合
フロントディレイラーケーブルの配線

 1. フロントディレイラーケーブルを 
フロントディレイラーに接続します。

 2. ケーブルをグロメットの次にシートチューブ裏側
の穴に通し、ボトムブラケットから外に出します。

 3. グロメットをフレームに取り付けます。

リアディレイラーケーブルの配線

 注   リアブレーキを取り付け、ホースを 
ヘッドチューブへ上向きに通しておく必要があり
ます。

プロからの組み立てアドバイス: Park Tool IR-1.2 
Internal Cable Routing Kitを使うと、作業は簡単です。

 1. リアディレイラーケーブルをリアディレイラーに 
接続します。

 3. グロメットをリアディレイラーのアウターケーブ
ルに取り付け、グロメットをドライブ側 
ドロップアウト底部に挿入します。

 4. アウターケーブルをリアディレイラーの 
ケーブルストップに固定します。

ダウンチューブケーブルガイドの取り付け

 1. ケーブルガイドをダウンチューブの 
アクセスホールの中へ、ケーブルとホースの下側
にスライドさせます。

 2. ケーブルとホースをガイドのクリップに正しい 
順番と位置で取り付けます（ノンドライブ側から
ドライブ側へ）。

1. リアブレーキ

2.  フロントディレイラー

3.  リアディレイラー

フロントディレイラー
アウターケーブル

リアブレーキ
ホース

リア ディレイラー 
アウターケーブル

 3. アウターケーブルとホースをヘッドチューブで押
さえながら、ガイドをダウンチューブの下向きに
動かし、ガイドホールとダウンチューブ下部の穴
を並べます。

 4. ダウンチューブ下部から、ボルト2個で 
ケーブルガイドをフレームに固定します。3Nmの
トルクでボルトを締め付けます。

ダウンチューブウインドーフレームの取り 
付け

 1. ウインドーフレームをダウンチューブの 
ストレージホールに取り付けます。

 注  ウインドーフレームのタブを、 
ストレージホールの上側に向けます。
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33 	 ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線	 ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線

 9. ダウンチューブ下部から、ボルト2個で 
ケーブルガイドをフレームに固定します。3Nmの
トルクでボルトを締め付けます。

ダウンチューブウインドーフレームの取り 
付け

 1. ウインドーフレームをダウンチューブの 
ストレージホールに取り付けます。

 注   ウインドーフレームのタブを、 
ストレージホールの上側に向けます。

 2. 1.2Nmのトルクでボルトを締め付けます。

 3. レバーをドライブ側に向けて、ストレージカバー
を取り付けます。

 4. 次の手順については付録をご覧ください:  
ダウンチューブのストレージドアの組み立てと取
り付け。

ハンドルバーのケーブル配線 
プロからの組み立てアドバイス: 

1.  Park Tool IR-1.2 Internal Cable Routing 
Kitを使うと、作業は簡単です。

2.  ハンドルバーをバイクスタンドに固定 
すると、ケーブルの配線作業が簡単 
になります。

 2. リアディレイラーケーブルをドライブ側 
チェーンステーの穴からボトムブラケットの穴に
通します。

 3. グロメットをリアディレイラーのアウターケーブ
ルに取り付け、グロメットをドライブ側 
ドロップアウト底部に挿入します。

バッテリーの配線と取り付け

 1. バッテリーをバッテリーホルダーと 
ケーブルガイドに取り付けます。

 2. 0.3Nmのトルクでボルトを締めます。

 3. バッテリーワイヤーをバッテリーに接続します。

 4. バッテリーワイヤーをストレージホールに通し、 
ボトムブラケットの穴から外に出します。

 5. これで、3本のワイヤーがボトムブラケットの穴 
から出ている状態になります。

 6. バッテリー、ワイヤー、ケーブルガイド一式を 
ストレージホールに通し、ブレーキホースの下側
にスライドさせます。

 7. リアブレーキホースをケーブルガイドの 
ノンドライブ側スロットに固定します。

 8. ヘッドチューブ上側で、リアブレーキホースを押 
さえながら、ガイドをダウンチューブの下向きに
動かし、ガイドホールとダウンチューブ下部の穴
を並べます。
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3 	 ケーブルとアウターケーブルのフレーム内への配線 4 フォークの取り付け

フォークの取り付け

 1. フォークにロワーベアリングを取り付けた状態
で、ステアリングコラムとブレーキホースを 
ヘッドチューブ下側から上向きに通します。

 2. ブレーキホースをトップチューブの 
ケーブルホールに通して外へ出します。

 3. ステアリングコラムをIsoSpeed 一式に通します。

 注   2組のブレーキホースと 
ディレイラーケーブルをトップチューブの 
ケーブルホールに配置させます。

リアブレーキ 
ホース

フロントブレーキ 
ホース

リア 
ディレイラーケ

ーブル

フロント 
ディレイラー 
ケーブル

 4. 次の順に取り付けます: フロント IsoSpeed  
グロメット、IsoSpeed スペーサー、 
アッパーベアリング、スプリットリング、 
トップキャップ。

 5. ブローカバーを取り付けます。ブローカバーの 
側面を外向きに曲げ、ヘッドチューブ上側に被
せます。

 1. Park Toolのワイヤーを右側のバーエンドから 
ハンドルバー内に通し、左側のバーエンドから外
に出します。

 2. 左用のDi2 シフターワイヤー（長い方、1200mm）
を、右側のバーエンドからハンドルバー内部に押
し込み、左側下部の穴から外に出します。 
ワイヤーをハンドルバーにテープで固定します。

 3. 右用のDi2 シフターワイヤー（短い方）を 
右側下部のシフターホールに入れ、右側の 
バーエンドから出します。ワイヤーを 
ハンドルバーにテープで固定します。

これで、2本のDi2 ワイヤーがハンドルバー右側から出
ている状態になります。

 4. 2本のワイヤーをバーエンドプラグに接続します。

 注   2本のワイヤーをバーエンドプラグに
接続する位置に指定はありません。

 5. Di2 ワイヤーをヘッドチューブ上側から 
ダウンチューブへ下向きに通し、ボトムブラケット
の穴から外に出します。このワイヤーを右側の 
シフターと接続します。

これで、ボトムブラケットの穴から4本のDi2 ワイヤーが
出ている状態になります。

 6. 4本全てのワイヤーをジャンクションボックスに
接続します。接続するワイヤーの位置は関係 
ありません。

 7.  ジャンクションボックスと4本のワイヤーを 
ボトムブラケットの穴からダウンチューブに向 
けて通します。
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5 	 ステムとハンドルバーの配置と取り付け5 ステムとハンドルバーの配置と取り付け

A. 機械式ディレイラーの場合
ブレーキホースとアウターケーブル/ 
ケーブルの接続
トップチューブケーブルガイドの取り付け

 1. ケーブルガイドを正しい向きに配置した状態で、
まずブレーキホースを、次に 
ディレイラーケーブルをはめ込みます。

•  ドライブ側: リアブレーキホース;  
リアディレーラーケーブル。

•   ノンドライブ側: フロントブレーキホース;  
フロントディレイラーケーブル。

 2. ケーブルガイドをヘッドチューブの穴の上側にあ
る所定の位置へ下向きにスライドさせます。

 注   モトスタイルの配線にするには、左右の
ブレーキホースを入れ替えます。

 3. ボルトを取り付け、1Nmのトルク値で締めます。

正しい位置

B. Di2 ディレイラーの場合
トップチューブケーブルガイドの取り付け

 1. ケーブルガイドを正しい向きに配置した状態で、
まずブレーキホースを、次にDi2 ワイヤーをはめ
込みます。

•  ドライブ側: リアブレーキホース; Di2  
ワイヤー。

•   ノンドライブ側: フロントブレーキホース。

 2. ケーブルガイドをヘッドチューブの穴の上側 
にある所定の位置へ下向きにスライドさせます。

 3. ボルトを取り付け、1Nmのトルク値で締めます。

シフターの取り付け

 1. ホースとワイヤー（Di2）またはケーブル（機械式）
をケーブルガイドに通します。

 2. ケーブルガイドから、これらケーブル類を 
ハンドルバーの側面に沿って左右に分けます。

下から見た図

ステムの取り付け

 1. お好みの量のヘッドスペーサーとステムを 
ステアリングコラムに取り付けます。

 2. ステムの位置を決め、ステムのピンチボルトを 
規定トルク値で締め付けます。

ハンドルバーの取り付け

 1. ケーブルガイドをハンドルバーに取り付けます。 
このガイドはステム内に装着されるので、位置決
めが重要です。

 注   Blendrの互換性により、各種ステムに合 
わせたケーブルガイドが用意されています。 
(部品番号: W582439, W584649, 600794)

 注   トレックは、100mm以上のステムへの 
ケーブルガイドの装着を推奨します。100mm未満の
ステムの場合、ケーブルガイドを装着する利点はあ
りません。

 2. ハンドルバーをステムに取り付け、 
フェースプレートのボルトを規定トルク値で締め
付けます。

 注   ケーブルガイドのタブをステムの隙間に
収めてください。

 3. ケーブルガイド、ステム、ハンドルバーを正しく組
み立てると、クリップとハンドルバーの間を動 
かさずにケーブルループを引っ張 
ることができます。

ケーブルガイドのループ

 4. 正しく組み立てると、ステム裏側でケーブルガイド
のタブが見えることはありません。
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5 	 ステムとハンドルバーの配置と取り付け

 3. シフターをハンドルバーのお好みの位置に置 
きます。

 4. ブレーキホースとシフターのアウターケーブルを
適切な長さで切ります。ケーブルの長さは、 
ハンドルバーが左右60度の方向へ自由に曲 
がれば十分です。

6 DOMANEの各規定トルク値

コンポーネント トルク値

チェーンキーパー用ボルト 3Nm
ダウンチューブのウインドーフレーム用ボルト 1.2Nm
バッテリーホルダー用ボルト 0.3Nm
ケーブルガイドのフレーム固定用ボルト 3Nm
リア	IsoSpeed	フレーム固定用ボルト 8Nm
トップチューブのケーブルガイド用ボルト 1Nm
ダンパーアセンブリー用ボルト 5Nm
ボトムブラケット 最大50Nm
ストレージドアのツールホルダー用ボルト 1Nm
シートポスト用ボルト 7Nm
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参照用Di2	ハンドルバースペック

ドライブ側	
シフターから	
ジャンクション
Aまで

ノンドライブ側	
シフターから	
ジャンクション	
Aまで

ドライブ側	
シフターから	
ジャンクション
Bまで

バッテリーから
ジャンクション
Bまで

フロントディレイラー
からジャンクション
Bまで

リアディレイラー
から	
ジャンクション	
Bまで

300 1200 14001 300 400 600

 注   1  フレームサイズ、ステム長、ハンドルバ
ー幅により、ワイヤー長は変わります。その他全て
のワイヤー長は、フレームサイズにかかわらず一定
です。

7 サービス情報 8 付録

A. フロント IsoSpeedの取り付け
 1. ヘッドチューブ両側の穴の表面にグリスを塗布 

してください。

 2. フロント IsoSpeed デカプラーの両側の 
ベアリングにワッシャーを一個ずつセットします。

 3. フロント IsoSpeed デカプラーをワッシャーごと2
本の指で挟み、ヘッドチューブ上側の穴に慎重に
挿入してください。デカプラーの穴がフレームの
穴と合うまで挿入させます。

 4. ボルトがヘッドチューブの外側を向くよう、 
デカプラーの内側からドライブ側の穴に挿入 
してください。

 5. 楕円ナットの面取り部を穴側に向けて取り付 
けてください。

面取り部

 6. デカプラーの内側に指を入れ、ボルトを 
ヘッドチューブ外側に向かって押してください。

カラーコード、図の参照用のみ
リアブレーキ = 赤
フロントブレーキ = 濃い灰色
Di2 ワイヤー = 薄い灰色

右側シフター
- からバーエンドプラグまで
- からジャンクションBまで

バーエンドプラグ
- から左側シフターまで
- から右側シフターまで
 ハンドルバー内を通り、
 バーテープ内側の
 左側ドロップ部の穴から外へ

ジャンクションB
- から右側シフターまで
- からバッテリーまで
- からフロントディレイラーまで
- からリアディレーラーまで
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 7. 楕円ナットを指で反時計回りに数回転させて、次
の手順のために仮止めします。ネジ山にグリスを
塗布してはいけません。

 8. この楕円ナットは、ヘッドチューブの穴の 
楕円形状と一致します。楕円ナットを指で仮止 
めしたら、ナットの楕円をヘッドチューブの 
スタイルラインと合わせてください。

スタイルライン

 9. ヘッドチューブの片側に手を添え (9a) 、 
トルクレンチを反対側のナットにセットし、 
両方向からヘッドチューブをしっかりと押さえ付
けます (9b) 。その状態のまま、時計回りに締め付
けてください (9c) 。これにより、ヘッドチューブ内
のボルトがナット側に引き付けられます。 
きっちりと締め付けます。

9c
9b

9a

10. 反対側のデカプラーも手順4から8を行います。

面取り部

11. 反対側も手順9を行います。

	 フロント	IsoSpeedの取り付け

12. しっかりと押さえつけながら、トルクレンチで 
完全に締め付けます。これにより、デカプラー内
のボルトが共回りせず、ナット側に引き付 
けられます。8Nm以内で締め付けてください。

13. 反対側も手順12を行います。

14. デカプラーが取付後に滑らかに動くか、確 
かめます。滑らかに動かない場合は、緩め、 
接触部を掃除し、グリスを塗布し、再度取り付 
けてください。

	

15. プリロードスペーサーの『BEARING』の文字を上
に、『SPRING』を下にして、デカプラーに挿入 
してください。

 注   ボルトが接触する平らな面が、デカプラ
ー両側にあります。

BEARING
SPRING

 注   アッパーベアリングが位置する面取り 
部上側以外、IsoSpeed アセンブリーにグリスを塗布 
してはいけません。ロワーベアリング、ウェーブワッ
シャー、ロワースプリットリング、スペーサーにグリス
を塗布 
しないでください。
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B. リア IsoSpeedの取り付け

 1. ダンパーアセンブリーのシートチューブ内への取
り付け ダンパーを上向きにセットします。

 2. ダンパーアセンブリーを押さえ、2本のM4 ボルト
を取り付けます。5Nmのトルクでボルトを締め付
けます。

 注  ダンパー調整ボルトが引っ込 
んでいることを確認します。

 3. IsoSpeed グロメットをシートマスト最上部に被
せます。

 4. アルコールやディグリーザー 
などでその表面を 
綺麗にし、シートマストの 
出っ張りの前側に粘着性 
バンパーを取り付けます。

 5. シートマストをフレームに挿入します。

 6. グロメットをフレームに取り付けます。

	 リア	IsoSpeedの取り付け

 7. ピボットボルト、ワッシャー、ウェーブワッシャー、
ナットをノンドライブ側に挿入します。

重要: ワッシャーとウェーブワッシャーはボルトの頭側
に取り付けます。

フラットワッシャー

ウェーブワッシャー

ボルトの頭

 8. 8Nmのトルクでボルトを締め付けます。6mm側 
ではなく8mm側にトルクレンチを使います。

 9. シートマストの出っ張りにスライダーを取り付 
けます。

10. ボルトとワッシャーをデカプラー前側に取り付
け、デカールに記載されたトルク値で締め付 
けます。

11. ダンパー調整用ボルトを締め付けます。
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C.  ダウンチューブのストレージドアの 
組み立てと取り付け

必要な部品:

1 2

5

8

3

6

4

7

1. ウェーブワッシャー
2. フラットワッシャー
3. レバー
4. ピン 

5. ウイング
6. ストレージドア
7. ボルト（2）
8.  ウイングカバー/ 

ツールホルダー

 1. ピンをウイングに入れます。

 注   ピンがウイング中央の穴に押し込 
まれないようにします。

 2. レバーシャフトにフラットワッシャーを取り付 
けます。

 3. 内側から、レバーシャフトにウェーブワッシャーを
取り付けます。

 4. ウイングのリブが見える状態で、ウィングを 
レバーシャフトに取り付けます。

 5. レバーが閉じ、ウイングがウォーターボトルの線
と直角をなした状態で、シャフトとウイングの穴
を並べます。

	 ダウンチューブのストレージドアの組み立てと取り付け 	 ダウンチューブのストレージドアの組み立てと取り付け

 6. ピンがウイングと同じ高さとなるよう、押し込 
みます。

 7. ドアの溝にツールホルダータブをセットします。

 8. 2本のボルトを取り付け、1Nmで締め付けます。

 9. ボントレガー マルチツールを装着する場合、切り
欠きのない側からツールをホルダーにカチッと
音がするまで押し込みます。

10. ツールを外すには、ツールを切り欠きで押し、 
ホルダーの反対側へ引き上げます。ツールを約
45度で引き抜きます。

ここを押す

ここを引っ張る
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D. T47 ボトムブラケットの取り付け

 1. フレームのネジ山にグリスを塗布します。

 2. 手でボトムブラケットをフレームにねじ込みます。

• ドライブ側: 逆ネジ  
(左回転でねじ込む)

• ノンドライブ側: 正ネジ  
(右回転でねじ込む)

 3. ボトムブラケット専用工具を使い、規定トルク値
で締め付けます。50Nmを超えて締め付 
けないよう、注意してください。

8 	 フェンダーの取付

E. フロントフェンダーの取付
必要な工具

•  4mmの六角レンチ、延長アーム、ラウンドヘッド
• Loctite Blue 242

トレックは、ボントレガー製フェンダーの使用を	
推奨します。

Domane SL、SLR、LT モデル
 1. フォーククラウン裏側からプラスチックプラグ 

（イモネジ）を外します。

 2. フェンダー取付タブから2本のボルトを外し、タブ
を外します。

 3. 上側の取付ボルトがすでに使用済みであるか、ボ
ルトに緩み止め材が使われていない場合、新し
いLoctite Blue 242をネジ山に塗布 
してください。

 注   ボントレガーのフェンダーに付属する 
ボルトには、Loctiteが予め塗布されています。上側
の取付ボルトは、ボタンヘッドタイプであり、少なく
とも0.5インチ（12.7mm）の長さです。

 4. Loctiteを塗布したこのボルトで、フェンダーを 
フォーククラウン裏側に取り付けます。

 5. フェンダーに付属する説明書に従い、取付を 
完了させます。

Domane HP モデル
 1. フォーク後部からプラスチックプラグ（イモネジ）

を外します。

 2. 上側の取付ボルトがすでに使用済みであるか、 
ボルトに緩み止め材が使われていない場合、新
しいLoctite Blue 242をネジ山に塗布 
してください。

 注   ボントレガーのフェンダーに付属する 
ボルトには、Loctiteが予め塗布されています。

 3. フォークの角度と一致するよう、必要に応じて 
フェンダーのタブを折り曲げます。

 4. Loctiteを塗布したこのボルトで、フェンダーを 
フォーク後部に取り付けます。

 5. フェンダーに付属する説明書に従い、取付を 
完了させます。
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リアフェンダー一覧

品番 説明
フレームサイズ

Domane SL Domane SLR Domane+ LT Domane+ HP
W575637

センターマウントは下向き

56 – 62 56 – 62 56 – 62

W575637

センターマウントは上向き

44 – 54 52 – 54 52 – 54

W595608

フェンダーマウント - スモール

47 – 50 50

W592674

フェンダーブリッジ外側/シート
ステー内側にスペーサーまたは

ストラットが装着済み。

56 – 60

W592674

フェンダーブリッジ内側/ボルト
ヘッド下側にスペーサーまたは

ストラットが装着済み

52 – 54




