重要：今後の参照のために保
管してください
このマニュアルには、新しい自転車で安全に
走行する方法が記載されています。たとえ自
転車歴の長い方でも、新しい自転車に乗る
前には必ず第1章をお読みください。お子様
や自転車に乗られる方が第1章の内容を理
解できない場合は、
ご両親が内容を説明し
てください。
このマニュアルでは、
基本的なメンテナンス
を説明しています。
また、
販売店のみが実施
すべき作業は、
そのように指定しています。

CDについて

本マニュアルにはCD（コンパクトディスク）
1枚が付属しており、お持ちのタイプの自転車
について、
さらに幅広い情報が収められてい
ます。
このCDでは、環境保護のために紙の使
用量を減少させつつ、お持ちの自転車につい
て詳細な取扱い説明書を提供しています。

自転車の登録

自転車の登録は、所有者情報を弊社に記録
する唯一の方法です。新しい説明書をお送
りする際にも、登録情報は大変重要です。登
録、および購入証明書は保証請求を行う際
にも必要です。登録を行うには次のふたつ
の方法があります。
• CDの「自転車を登録する」
リンクをクリックし
ます。
• 本マニュアルの表紙にあるウェブアドレスを
開き、
リンクをクリックしてください。
日本国内の場合は、購入時に販売店より保
証書をお渡ししますので、大事に保管してく
ださい。保証請求を行う際には、
そちらの保
証書が必要になります。
また購入の際は、防犯登録が義務づけられ
ているため、販売店にて登録を行ってくだ
さい。

このマニュアルを自転車と一緒に保管し
てください
本マニュアルは、お客様にご購入いただい
た自転車の一部とみなされます。
自転車を転
売す際は、新しい所有者に本マニュアルをお
渡しください。

安全標識と言語の定義

本マニュアルでは、
「！」マークの付いた三角
形の安全警告マークが、注意すべき事項を
示しています。最も多いけがの原因は転倒に
よるものです。速度に関係なく、転倒すると
重傷や死亡を招くことがあります。
グレーで
囲まれた特別表記、安全警告マークの箇所
は特に注意してお読みください。
「注意」は、軽度または中程度の負傷
に至る可能性がある場合です。
「警告」は、重傷や死亡に至る可能性
がある場合です。
このマニュアルは次の規格に準拠しています。
• ANSI Z535.6
• BS 6102 : 第一部: 1992
• CEN 14764, 14765, 14766, 14781, 14872
• CPSC CFR 1512

ご不明な点がある場合

自転車にはさまざまなモデルがあり、装備
のバリエーションも豊富なため、
このマニュ
アルにはお使いの自転車には適用されない
説明が含まれていることがあります。
また、イ
ラストがお使いの自転車と違っている場合
もあります。

このマニュアルをお読みいただいた後、
ご
質問がある場合は担当の販売店にご相談
ください。販売店でお答えできない質問や
問題がある場合は、下記までお知らせくだ
さい。
トレック・ジャパン
（株）
〒662-0036
兵庫県西宮市大井手町7-28
0798-74-9060
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第1章:
道路上および道路外で安全
に運転するための手引き
この章では、
自転車に乗る前に知っておく
べき、安全運転のための重要事項を説明し
ています。

修理についての警告

自転車の組み立てや、適切な初期調整を行
うには、特別なスキルが必要になります。販
売店にお任せください。
不適切なメンテナンスは事故を招く恐れが
あります
本マニュアルの説明は、
自転車の構造を知
り、適切な工具を持っている人を対象として
書かれています。ボルトが適切に締められ
なかっただけでも、それがコントロールを失
う原因となり、事故を招く可能性になります。
点検や修理は販売店にお任せください。適
切な整備を行うことがお客様の安全で快
適なライドに繋がります。販売店では経験、
知識豊富なスタッフが対応させていただ
きます。

自転車を改造すると安全性が
失われることがあります

新しい自転車のすべての部品は、安全を確
認したうえて、選定また承認されています。
アクセサリーを交換される場合は、必ず互
換性のあるものを使用してください。互換
性に関して不明な場合は、販売店にご相談
ください。
互換性のあるパーツのみをご使用ください
すべてのパーツに互換性があり、安全であ
るわけではないため、
メーカーによって承
認されたパーツのみをご使用ください。例え
ば、子供用キャリアーを変更する場合も、販
売店にてトレックバイクへの互換性を必ず
確認してください。
また、
カーボン箇所に何
かを取り付けると、強度が低下し破損する可
能性があるので、部品を交換する際はご注
意ください。
自転車の点検
修理や新しくパーツを交換した場合は、第1
章の「乗車前のチェックリスト」を参考に、自
転車の点検を行ってください。

警告：フレーム、
フォーク、部品を改造
すると安全性を失う恐れがあります。承認
されていない部品または適切でない部品
を使用すると自転車や部品に高い負荷が
かかることがあります。
フレームやフォーク、
部品を改造すると、
コントロールが利かなく
なり、転倒の原因になります。
フレームや部
品にやすりやサンドペーパーをかけたり、
ド
リルで穴を空けたり、互換性のないフォー
クを装着したりするなどの改造をしないで
ください。自転車にアクセサリーを追加した
り、部品を変える場合は、一度販売店に相
談して互換性と安全性をご確認ください。
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自転車のタイプと使用条件

自転車には多くの種類があります。それぞれ
の自転車は特別な用途または使用環境を考
えて作られています。
したがって、
自転車に
その使用限界を超えた応力を加えると、
自転
車またはその一部に不 具合が発生すること
があります。
このセクションでは、さまざまなタイプの自
転車について使用条件を示しています。
こ
のマニュアルをお読みいただいた後、
ご質
問がある場合は担当の販売店にご相談く
ださい。
子供用自転車
子供用に設計されています。
お子様は、必ず保護者の監督
の下で自転車に乗せてくださ
い。
また、坂道、
カーブ、階段、
崖、ため池の近く、
または自動
車が走行する場所では乗らないように注意
してください。
• 最大サドル高680mm。
• 通常は、12インチ、16インチ、
または20イン
チのホイール。子供用三輪車を含む。
• クイックリリースのホイール固定システム
を採用していないこと。
• ライダーの体重上限：80ポンド（36 kg）
条件 1
舗装路面でのライディング。
タ
イヤが常に接地していること。
• ドロップタイプのハンドルバ
ーを装着した自転車
• トライアスロン用、
タイムトラ
イアル用、
または高速走行用の自転車
• タンデムバイク
• 26インチタイヤと後方に曲がったハンドル
バーを持つクルーザー
• 折りたたみ自転車
• ライダーの体重上限：275ポンド（125kg）、
タンデムバイク: 550ポンド（250 kg）
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条件 2
条件1に加え、荒れていない砂
利道と、斜度の緩い整備された
トレイルでの走行。
タイヤは常
に接地していること。
・700Cホイール、太さ28C以上
のタイヤ、
フラットハンドルバ
ー装備のハイブリッドバイク
・シティバイク：特別装備付きハイブリッド
バイク
・シクロクロスバイク：ドロップタイプのハン
ドルバー、凹凸のある700Cタイヤ、およびカ
ンチレバーかディスクのブレーキを装備
・24インチホイールマウンテンバイク
・ライダーの体重上限：300ポンド（136 kg）
条件 3
条件1および2に加え、荒れた
トレイル、小さい障害物、
スム
ーズな路面のテクニカルエリ
ア、およびタイヤが時に接地
していない状態の路面での走
行、ただし、
ジャンプはしない。
リヤサスペンションを持たないマウンテンバ
イクはすべて条件3です。
トラベルの小さいリ
ヤサスペンションを持つ一部のタイプのマウ
ンテンバイクも条件3です。
・26インチ、
または29インチの大きめの凹凸
があるタイヤを装備した「スタ ンダード」
、
「
レース」
、
または「クロスカントリー」マウンテ
ンバイク
・トラベルの小さいリヤサスペンション
（3インチ/75 mm以下）
・ライダーの体重上限：300ポンド（136 kg）
条件 4
条件1、2および3に加え、荒れた
テクニカルセクション、中程度
の高さの障害物がある場所で
の走行、および小さなジャンプ。
・26インチ、
または29インチ
の大きめの凹凸があるタイヤ
を装備した「へビーデューティー」、
「トレイ
ル」、
または「オールマウンテン」のマウンテ
ンバイク
・中程度のトラベルのリヤサスペンション
（4インチ/100 mm以上）
・ライダーの体重上限：300ポンド（136 kg）
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条件 5
ジャンプ、高速で
のライディング、
荒れた路面での
アグレッシブなラ
イディング、
また
はフラットな路面でのコンプリートジャンプ。
この種の用途は大変危険なもので、
自転車
にも大きな力が加わります。
この大きな力に
よりフレーム、
フォーク、
またはパーツに危険
な応力が加わることがあります。条件5に該
当する路面でのライディングの際は、
自転車
を頻繁に点検したり、装備を頻繁に交換した
りといった危険予防措置を実行しなければ
なりません。
また、
フルフェースヘルメット、
パッド、およびボディアーマーといった広汎
な安全装備を着用しなければなりません。
・ヘビーデューティーなフレーム、
フォーク、
およびコンポーネントを備えた「フリーライ
ド」
または「ジャンピング」バイク
・ロングトラベルのリヤサスペンション
（7インチ/178 mm以上）
・ライダーの体重上限：300ポンド（136 kg）
衝撃による強度劣化の恐れ
衝突や、
自転車の上限を超える力を加える
と、
自転車または部品が破損する可能性が
高まります。破損した状態で再び負荷がかか
ると、過去の衝撃よりも低い負荷で自転車が
破損する恐れがあります。
自転車にその使用条件以上の応力を
加えるような使い方をすると、自転車また
はその部品に破損または損傷が発生する
ことがあります。自転車が損傷していると、
コントロールが困難になり転倒する危険
性があります。自転車の使用限界を超える
応力がかかる使用条件では乗車しないで
ください。自転車の使用限界について疑
問がある場合は担当の販売店にご相談く
ださい。

自転車、事故、安全性

自転車は、交通手段、お出かけ、運動、競技
にお楽しみいただけます。ただし、お持ちの
自転車の機能や限界を超える無理な乗り方
をした場合は、事故に繋がる恐れがありま
す。
自転車に乗る技術は自動車の運転のよ
うにさまざまです。
ご自身の自転車スキル
にあった無理のないライディングを心掛け
てください。
自転車には下記のような特性により、使用に
関して限界があります。
・自転車の設計と素材
・自転車の整備
・自転車の使用目的
・道路や小道の表面
・など
常に自分を守る準備が必要です
自転車はあらゆる状態に耐えうるよう設計さ
れているものではありません。衝突したり衝
撃を受けた場合は、
自転車が破損し、乗って
いる人が転倒することは珍しくありません。バ
ンパー、
シートベルト、
エアバッグが装備され
た車と違い、
自転車は乗っている人の怪我を
防ぐものがないため、小さな衝突事故でも大
きな怪我を招く恐れがあります。
安全を第一に考えてください
常に「安全を第一」に考え、
日常から危険な
状況を避けて自転車に乗ってください。
しか
し、突然に危険に晒される可能性もありま
すので、
自転車に乗る前に必ず第1章をお読
みください。
雑誌や動画で見られる危険性の高いトリッ
クやジャンプは非常に危険で、経験豊富な
選手でも衝突し重傷を負うことがあります。
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初めて乗る前に
適切なサイズの自転車に乗りましょう
販売店では、
ライダーの体格に合った自転
車を選択するお手伝いをいたします。
ライダ
ーがトップチューブをまたいで立ったとき
に、
トップチューブとライダーとの間には1イ
ンチ（25 mm）以上の隙間がなければなりま
せん（図1）。マウンテンバイクの場合は、当
社では2～3インチ（50～75 mm）の隙間が
あるサイズをお奨めしています。
サドルとハンドルバーは最も快適でパフォ
ーマンスを発揮できるポジションに調整す
ることができます。第3章を参照して調整く
ださい。

A

図 1:
最小スタンドオーバー
ハイト：
A = ほぼすべての自転車
で25 mm
マウンテンバイクで
50～75 mm

自転車の仕組み
自転車の機能の誤使用により、
コントロール
が困難になることがあります。高速での走行
や問題のある条件下での走行をする前に、
自転車の全メカニズムの操作と性能を理解
しておいてください。たとえば、
「エアロバー」
を使用すると、操作やブレーキの使用が難し
くなります。平坦な駐車場などでゆっくりと走
って、
自転車の使用法を練習しましょう。
自転
車の装備を変えた場合も、
もう一度練習して
ください。

い（または弱めたい）場合は、
ブレーキ調整や
その他のブレーキオプションに関して販売店
にご相談ください。
警告：ブレーキシステムを正しく使用
しなかったり、
フロントブレーキを強くか
けすぎたりすると、自転車の制御が困難に
なり転倒することがあります。本マニュアル
記載の通り、
ブレーキを正しくかけられる
よう練習してください。
トークリップのひっかかりにご注意ください
走行速度が極めて遅いときにハンドルを切
ると、足またはトークリップがフロントホイ
ールやフェンダーに接触する場合があります
（図2）。通常の走行速度では、ハンドルはそ
こまで切れないため、足が接触することはあ
りません。低速走行時、ハンドルを切る際に
は、ペダリングしないでください。
この接触は、足のサイズ、
クランクアームの
長さ、
タイヤサイズ、使用ペダルによっても
異なります。
これらパーツのいずれかを交
換した場合は、接触の距離が変わることが
あります。
警告：足またはトークリップがフロント
ホイールやフェンダーに接触すると、
トー
クリップが引っかかって自転車の制御が
困難になり転倒することがあります。低速
走行で旋回する時は、ペダリングしないで
ください。

自転車を正常に走行させられない場合、
ま
た安全に走行するには別のパーツが必要な
場合は、販売店にご相談ください。
ブレーキの制動力を理解しておきましょう
自転車のブレーキの制動力は、
その自転車の
使用条件によって変動します。制動力を強めた
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図 2:
トークリップの引っかかり

鋭利な先端、動作中の部品、高温になった箇
所、指が挟みこまれる可能性のある箇所には
ご注意ください
正しい使用がけがや事故を防ぎます。鋭利
な先端には、ペダルやチェーンの歯が含ま
れます。
ブレーキやその部品は高温になるこ
とがあります。動作中の部品によってすりむ
いたり、骨折する可能性もあります。留め金
などの部品には挟まれる恐れがあります。
フレームやフォークに問題がある場合は自転
車に乗らないでください
通常の使用でフレームの不具合は一般的に
は発生しませんが、特定の速度で異常な振
動や、
フレームのぐらつきが感じられる場合
があります。
その場合は、
自転車に乗るのを
止め、販売店にて点検を受けてください。
万が一、
自転車に衝撃をうけた場合、
自転車
全体の点検を行ってください。転倒に至るほ
どの衝撃を受けた場合、
フレームやパーツ
が破損する可能性があります。障害物にぶ
つかるなど小さな衝撃でも、
自転車に大き
な負荷がかかっている可能性があります。
自
転車に異常を感じた場合は、
自転車に乗る
のを止め、販売店にて点検を受けてくださ
い。
自転車に乗る前には、問題がないか再度
確認を行ってください。
警告：フレームやフォークに問題がある
と、
コントロールを失い、転倒の原因になり
ます。自転車に異常を感じた場合は、すぐに
乗るのを止め、販売店にて点検を受けてく
ださい。
自転車とその部品の寿命
耐久性に優れた自転車やパーツでも、永久
的なものではありません。乱暴に乗ったり、
悪条件で乗ったりすると自転車への負荷が

増え、
また走行距離が長い場合は、ゆっくり
と短かなライドよりも、高い頻度でパーツ
の交換が必要になります。パーツの耐久年
数は、
その構造、素材、使用方法、
メンテナン
ス、
ライダーの体重、速度、地形、
その他環境
（湿度、塩分、温度など）によって異なり、正
確な交換時期はそれぞれ異なります。パー
ツに不具合を感じる場合は、販売店にご相
談ください。
重いモデルより耐久性に優れたフレームや
パーツがあります。ただし、軽量で高性能な
フレームやパーツは、
より多くのメンテナン
スを必要とします。
警告：一般的な機械部品と同様、自転
車を使用すると負荷がかかり摩耗します。
負荷や摩耗に対する反応は、素材または
部品によって異なります。自転車部品の耐
久年数を過ぎると、突然部品が破損し、転
倒する可能性が高まります。負荷がかかり
やすい箇所に、ひび、傷、変色がある場合
は、交換する必要があります。
エアロバーを使用して乗っているときにはご
注意ください
エアロバーに腕やひじを乗せて自転車に乗
ると、素早い操作が難しくなります。走行時、
ブレーキやコントロールが必要な場合は、
手をブレーキレバーの近くに置き、ひじや腕
にもたれない姿勢で走行してください。
スピードコンセプトモデルでは、空力抵抗を
減らすためにフォークとフレームの距離が非
常に短くなっています。
フォークとフレームが
接触すると塗料に傷が付くことがありますの
で、エアロハンドルバーを極端に曲げすぎな
いよう注意してください。
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乗車前のチェックリスト

図 3:
ハンドルとステムの点検

乗車前に毎回、
自転車を点検してください。
下のチェックリストは、点検すべき重要箇所
を示しています。
自転車にカーボンフレー
ム、
フォーク、パーツが使用されている場合
は、9ページのカーボン情報もご確認くださ
い。いずれかのパーツが正しく動作していな
い場合は、
このマニュアルの指示に従って修
理するか、販売店まで運び修理を依頼してく
ださい。部品が損傷している場合は走行せ
ず、その部品を交換してください。

※これは必要最低限のメンテナンス情報であり、完全な
ものではありません。

自転車が正しく機能しないと、制御が
困難になり転倒する危険性があります。毎
回の走行前に自転車全体を点検してくだ
さい。問題があれば、解決するまで走行し
ないでください。
フレームとフォークの点検
走行前後に、
自転車全体に応力疲労の兆候
がないか注意して点検してください。
• へこみ
• 亀裂
•傷
• 変形
• 変色
• 異常な音
ハンドルとステム部分の点検
ステムがフロントホイールに対してまっす
ぐになっており、
フォークとハンドルバーに
正しく取り付けられているか点検します。
フ
ロントホイールを両膝にはさんで固定した
状態でハンドルバーを左右に回すように力
を加え、
ステムとフォークとの固定状態を点
検します（図3）。ハンドルバーの固定状態を
点検するには、
ステムの中でねじってみま
す。ハンドルバーが動くようだと緩んでいま
す。ハンドルを切った際に、
ワイヤーが引っ
張られたり、
どこかに挟まったりしないか確
認します。
バーエンドキャップがハンドルバーの両端
に正しく挿入されていることを確認してく
ださい。
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ホイールの点検
タイヤの空気の点検を行ってください。
タイ
ヤ側面に記載されている推奨気圧まで空気
を入れてください。
ホイールの振れがないことを確認します。
各ホイールを回転させてリムがブレーキパ
ッドやフレームのそばを通る状態を観察し
ます。
ホイールが正しく固定されていることを確認
します。バイクを持ち上げ、
タイヤを上から
力を入れて叩きます（図4）。ホイールが外れ
たり、緩んだり、あるいは左右に動く場合は
正しく締め付けられていません。
ホイールをフレームに固定する方式は自転
車によって異なります。ネジ切りアクスルとナ
ット、
レバー動作のクイックレリーズ（図5）
、
スルーアクスルの3種類があります。お使い
の自転車のホイール固定機構の調整と固定
についての説明は、第3章をご確認ください。
警告：ホイール固定器具が正しく調整
され確実に閉じられていないと、ホイール
が緩んだり不意に外れたりし、自転車の制
御が困難になって転倒する危険がありま
す。走行前に、ホイールが正しく固定され
ているか確認してください。
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図 4:
緩みの点検

1

2

3

1

2

図 5:
ホイールのクリックリ
リース
1. 調節ナット
2. レバー

ブレーキの点検
自転車のブレーキタイプに対応した点検説
明書をご利用ください。
• リムブレーキ
• ディスクブレーキ
• 内装ハブブレーキ
• コースターブレーキ
警告：ブレーキが正常に動作しない場合
は、自転車に乗らないでください。損傷してい
るか、正しく調整されていないブレーキシステ
ムにより、自転車の制御が困難になり転倒す
る危険性があります。走行前は必ずブレーキ
を完全に点検してください。
ブレーキが正しく
機能していない場合は、再調整するか、販売
店にて修理してください。
リムブレーキ：ブレーキレバーとブレーキは
ワイヤーで繋がれています。
ブレーキレバー
を握ると、
ブレーキシューがリムに押しつけら
れます。
ブレーキの動きに問題がなく、バイクを停
止できるかどうかを確認するため、
ブレーキ
レバーを握り、
ブレーキを強くかけてくださ
い。
ブレーキレバーがハンドルバーに着くま
で引ける場合はブレーキの調整が緩すぎま
す。
ブレーキをかけていない時は、
ブレーキ
シューとリムの間に1～2 mmの間隔がなけ
ればなりません。
ブレーキシューがリムに近
すぎる場合は、
ブレーキが締まりすぎていま
す。
また、
ブレーキシュー がリムの表面に対
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図 6:
ブレーキシューの調整
1. リム表面に対して正
しく調整されたブレー
キシュー
2. シューとリムの間は
1～2 mmの間隔を取
り、平行にする必要があ
ります
3. リムの回転方向
4. 0.5～1.0 mmのト
ーイン

して正しい位置に取り付けられていることも
大切です（図6）。
ディスクブレーキ：ブレーキレバーとブレー
キは油圧ホースかワイヤーで繋がれていま
す。
ブレーキレバーを握ると、ホイールハブ
に取り付けられたディスクにブレーキパッド
が押しつけられます。
注意：ディスクブレーキおよびディスク
は使用中とても熱くなるので、火傷の恐れ
があります。
また、
ディスクの縁は鋭く、切り
傷の原因になります。回転中または熱いとき
にはディスクまたはディスクブレーキに触れ
ないでください。
ブレーキの動きに問題がなく、バイクを停止
できるかどうかを確認するため、
ブレーキレ
バーを握り、
ブレーキを強くかけてください。
ブレーキレバーがハンドルバーに着くまで
引ける場合はブレーキの調整が緩すぎます。
ブレーキをかけていない時は、
ブレーキパッ
ドとディスクの間に0.25～0.75 mmの間隔が
なければなりません。パッドがディスクに近
すぎる場合は、
ブレーキが正しく取り付けら
れていないか調整がきつすぎます。
内装ハブブレーキ：ブレーキレバーとハブ
内部のブレーキ機構がワイヤーで繋がれて
います
警告：内装ハブブレーキは使用中とて
も熱くなるので火傷の危険があります。ハブ
または冷却フィンが熱いときには触れない
でください。
自転車を停止させるのに必要なブレーキレ
バーの引きしろが15 mm以上の場合は、
ブレ
ーキの調整が緩すぎます。
また、7 mm未満の
場合は、
ブレーキの調整がきつすぎます。
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コースターブレーキ：ペダルを逆回転すると、
ブレーキが作動します。
ブレーキはクランクアームが60度（1/6回転）
するまでに作動しはじめなければなりませ
ん。チェーンがブレーキを作動させるので、
チェーンが外れないことを確認してくださ
い。チェーンの上下の動きは、6～12 mmの
範囲内に調整します（図7）。
図 7:
チェーンの張りの点検

サドル (シート) とシートポストの点検
サドルが正しく固定されていることを確認し
ます。
シートポストがシートチューブ内で回
るかどうかサドルをねじってみます。
また、サ
ドル前端を上下に押して動かないか確かめ
ます。サドルが動くようだと緩んでいます。

ライトと反射板の点検
反射板はすべて汚れがなく、正しい位置に
取り付けられているか確認します。
ライトが正しく機能し、バッテリーが充電さ
れていることを確認します。
ライトに発電機
を使用している場合は、発電機が正しく取り
付けられ動かないことを確認します。
国、地域、政府によっては、
ライトの色や種類
などについて規定があります。
自転車を使っ
て旅行する前に確認してください。
警告：正しいライトおよび反射材を付
けていないと、他の人から自転車に乗って
いる人がよく見えず、また自転車に乗って
いる人からも周りの人が見えにくくなりま
す。その場合、事故発生の可能性が高まり
ます。視界が悪い状況では、ヘッドライト、
テールランプ、反射材を必ず使用してくだ
さい。

サスペンションの点検
用途に合わせてサスペンションを調整しま
す。
また、サスペンションのコンポーネント
が底付きしないか、つまり完全に縮んでしま
わないか確認します。

8

第1章:道路上および道路外で安全に運転するための手引き

カーボンファイバー複合材
カーボンファイバーは、
スチールやアルミニ
ウムよりも軽量で高い強度を持っています。
この特性のため、現在は多くの自転車に使
用されています。
ただし、
カーボンファイバーの強度が高くて
も、強い衝撃を加えたり、無理な使用をする
と、破損に至る可能性があります。
また、
負荷
が過剰にかかるとアルミやスチールとは異
なる反応が見られます。
アルミやスチールに過負荷がかかると曲が
ったり変形することで破損の兆候が表れま
す（図8）
。一方、
カーボンファイバーの場合、
過負荷がかかっても曲がったり変形せず、突
然不具合が生じてしまうことがあります。
そ
のため、外観での破損の兆候の確認がしず
らくなります。
図 8:
フォークの過負荷:
• 左:金属製のフォークは
負荷がかかりすぎると曲
がることがあります
• 右:カーボンファイバー
製のフォークは高い負荷
に耐えられますが、負荷
が高すぎると破損します

カーボンファイバーに強い衝撃が加わり、外
見上でも破損を確認できない場合でも、内
部または見えない破損が起きている可能性
があります。その場合は、以下の説明をよく
読みご自分で点検するか、販売店にご相談
ください。
カーボンファイバーは、不適切な修理を行う
と突然不具合が生じる場合があります。
1ページの修理についての警告をお読みく
ださい。
トレックでは損傷カーボンの交換プログラ
ムをご用意しています。
カーボンファイバー
に不具合を感じられましたら、一度販売店に
てご相談ください。

カーボンファイバーの点検
ここでは、
カーボンフレームおよびカーボン
製品の点検方法を説明します。
警告：カーボン製品には、衝撃や衝突
による破損が表面化しない場合がありま
す。過去に衝撃を受けた跡があると、突然
不具合が生じ、重傷や死亡を招く可能性
があります。自転車に衝撃や衝突があった
と思われる場合は、ただちに販売店にて
点検を受けてください。
表面の問題を調べるには
1. 湿らせた布でパーツの表面を磨きます
2. 次のような問題がないか調べます：
• スクラッチやえぐれ
• 変色
• 亀裂
• 繊維のほつれ
• その他表面上の欠陥

固さの変化を調べるには（フレックステスト）
走行しない状態で、その部品を通常通りの
やり方で使用します。パーツの動きや異音を
誰かに注意深く見てもらいます。たとえば、
カーボンファイバーシートポストのたわみ
を誰かに見てもらいながら、サドルにまた
がります。
剥離の有無を調べるには（タップテスト）
オーナーズ・マニュアルのCDに含まれてい
る動画で、
タッチテストを紹介しています。
1. 湿らせた布でパーツを磨きます。
2. コインを使って、パーツの損傷の可能性のあ
るあたりを軽く叩きます。
3. 音の違いを注意深く聞き分けます。特に、空
洞の音がする場合はそのパーツが強固では
ないということを示します。良好な状態のパ
ーツ（またはほとんど同一のパーツ）を同じ
ように叩き、音を比べます。
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安全に自転車に乗るためのルール
現地の交通ルールに従う

多くの国や地域には、
自転車のライダーが従
うべき法規があります。
ライトや反射板など
の義務付けられた部品は地域ごとに異なり
ます。
何が必要なのかを調べるには、
現地の
自転車クラブまたは運輸省
（または同様の当
局）
にお尋ねください。
重要なルールの例:
• 正しい手信号を使用する
• 他の自転車と一緒に走るときは、縦一列に
並んで走る
• 道路の決められた側を走行し、逆行しない
• あらゆる状況に対応できるよう常に備えて
走行する

ヘルメットとサイクリングウェアの着用

CPSCまたはCEの安全規格を遵守したヘルメ
ットを着用してください（図10）
。
負傷を防止
できる可能性が高まります。
自転車に乗って
いないときはヘルメットを装着しないでくだ
さい。ヘルメットが何かに引っかかると、窒息
する恐れがあります。
サイクルウエア、
アイウェア、
グローブを着用し
てください。ゆったりした衣服での乗車は避け
てください。
チェーンやホイールに絡む可能性
があります。特に夜間の被視認性を高めるた
めに、明るい色で、反射材付きのウエアを着用
してください。
図 10:
自転車に乗るときは自転
車用ヘルメットを着用し
てください

自動車、歩行者、他の障害物への注意

歩行者や車のドライバーからは、
自転車の
走行は確認されにくく、
また自転車の交通
ルールを理解していない場合も少なくあり
ません。
車が突然自分の走行車線に入ってきたり、あ
るいは停車中の車のドアが開いたりすると、
重大事故につながることがあります。
自転車
にホーンまたはベルを取り付けてください。
他の人に自転車が近くにいると知らせること
ができます。
路上の穴、排水口の格子、地質の柔らかい
路肩や路肩が下がっているところ、
またホイ
ールに衝撃を与えたりスリップさせたりする
段差を避けてください。線路や排水口の格
子を横切るときは、90°
の角度で充分に注意
して横切ってください（図9）。路面状況がは
っきりしない場合は、
自転車を降りて押して
ください。
図 9:
道に対して90度の角度
で乗る

90

45
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悪天候で安全に乗るには

雨天時のブレーキは、晴天時と同じようには
効きません。正しく調整され整備されたブレ
ーキであっても、雨天時にはブレーキレバ
ーを強く握らなければならず、停止距離も長
くなります。
雨天時は、
トラクションが減少します。濡れ
た落ち葉、横断歩道のペイント、マンホール
カバーの上を走行する場合などトラクション
が低いと感じたら、
カーブでは速度を落とし
てください。
雨天走行の場合、
タイヤの水分によってライ
トの発電器が故障することがあります。暗く
なってからは雨天走行を避けてください。
警告：悪天候では、バイクのハンドル
が取られてコントロールできなくなること
があります。速度を落として走行するか、別
の交通手段を使用してください。
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被可視性を高める

自転車にはさまざまな反射材が付いていま
す。
それらに汚れがなく、正しく設置されてい
ることを確認してください。反射材はライト
が当たり、はじめて他の人に自分の存在を確
認してもらえます。反射材は自分の視界を改
善するものではなく、
あくまで被可視性を高
めるものです。
夕暮れ、夜間、
または視界が悪い状況で自転
車に乗る場合は、安全の為、全灯ライトを使
用してください。
ご不明な場合は、販売店に
ご相談ください。
警告：霧、夕暮れ、夜間など、視界の悪
い状況で自転車に乗ると、見にくいため事
故のリスクが高まります。その場合は、ヘッ
ドライトとテールランプを使用してくださ
い。

安全性への配慮

常識を持ち、安全に気を付ければ、多くの自
転車事故を防ぐことができます。以下はそ
の例です。
• 乗る前に自転車の点検
• 手放し運転をしない
• ハンドルなどに荷物を引っ掛けて運転し
ない
• 飲酒運転はしない
• 二人乗りはしない
• 無理な乗り方はしない
• 車道以外では、歩行者に十分気を付け、荒
い路面上は走行しない
• 下り坂ではしっかりと速度を落とし、体重
を後方
・下部にかけ、前ブレーキよりも後ブレーキ
を使用する
• 大人数での併走はしない。ロードバイクな
どで巡航する場合は、前方をしっかり確認
し、十分な車間距離を保つ

• 速度を出し過ぎない。速度が速くなればな
るほど危険性も大きくなります。ハイスピー
ドでは、
タイヤが滑ったり、小さな突起でも
フレームに衝撃を与える危険性が高まりま
す。
また衝突の際は、衝撃が大きくなります。
常に自転車をコントロールし安全なライディ
ングを心掛けてください。
警告：下記のように自転車を正しく使
用しない場合は、負傷する危険が高くなり
ます。
•
•
•
•
•

バイクでのジャンプ
バイクでのスタント
苛酷なオフロード路面でのライディング
高速走行、競技中、または「ダウンヒル」
異常な走行方法

上記のライディングにより、バイクのあら
ゆる部品にかかる応力が増大します。大き
な応力により、
フレームやパークに不具合
が発生し、負傷の危険が高くなることがあ
ります。負傷のリスクを軽減するために、自
転車を正しく使用してください。めに、自転
車を正しく使用してください。
子供の場合は速度制限はさらに低くなり
ます。
これは、特に補助輪付きの自転車に該
当します。
警告：補助輪が装着されていると、旋
回の際、通常通りに自転車を傾けることが
できません。子供が自転車を急旋回させる
と、自転車がひっくり返ることがあります。
補助輪を取り付けた状態では、子供に高
速走行や急な曲りをさせないでください。

第1章:道路上および道路外で安全に運転するための手引き
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自転車の正しい乗り方
ブレーキの使い方

常に他の乗り物や物から安全な距離を保っ
て走行し、
ブレーキを使用してください。走
行する状況に応じて、
ブレーキにかける力を
調整してください。

お使いの自転車にペダル式のコースターブ
レーキが付いている場合は、ペダルを後ろ
にこぐことでブレーキがかかります。
ブレー
キの威力を最大にするには、
ブレーキをか
けるときにクランクアームが水平である必要
があります。
ブレーキがかかり始める前にペ
ダルが回転しますので、
この位置よりわずか
に高い位置で後部ペダルを使ってブレーキ
をかけ始めます。
左右の手ブレーキ装備の自転車では、
ブレ
ーキは左右同時にかけてください。
フロント
ブレーキに頼りすぎたり使い方がよくなかっ
たりすると、
リアホイールが地面から持ち上
がり、
自転車のコントロールを失う危険があ
ります（図11）。
警告：フルブレーキングやフロントブレ
ーキを突然強くかけたりすると、
リアホイー
ルが地面から持ち上がったり、
フロントホ
イールがスリップして横にすくわれることが
あります。前後のブレーキを同時にかけ、後
ろに体重をかけてください。
図 11:
フロントブレーキをかけ
すぎると、
コントロールを
失う恐れがあります

ブレーキの多くは非常にパワフルであり、湿
った地面やぬかるんだ地面でも自転車を停
止させられるよう設計されています。
ブレー
キが強すぎると感じる場合は、
ブレーキシス
テムの調整または交換のために自転車を販
売店へお持ちください。

ギアの正しい切り換え方

状況に応じてギヤを切り換えることによっ
て、一定回転数のペダリングを維持できる最
も快適なギアを選択することが可能です。変
速システムには、ディレーラー（外装）
と内装
の2タイプがあります。

ディレーラーで変速する
フロントディレーラーは左シフトレバーで、
リアディレーラーは右シフトレバーで操作し
ます。両方のシフトレバーを同時に使用しな
いでください。ペダルを前進方向に漕いで
いるときにのみ変速します。
素早くなめらかに変速するために、変速する
ときにペダルを踏む力を一瞬緩めます。
チェ
ーンとギアの摩耗を抑え、
チェーン、
ディレー
ラー、
またはチェーンリングの曲がりを防止し
ます。段差を乗り越えているときは変速しな
いでください。
うまく変速できなかったりチェ
ーンが外れたりすることがあります。
現代のインデックス変速システムでは、
シフ
トレバーが、
ある位置から別の位置に動くと
（またはシフトレバーが変速位置に動くと）
、
チェーンはそれまでとは違うギアに素早く移
動します。
ロード用のSTIシフトレバーとトリプルのチェ
ーンリングを装備した自転車の場合、変速時
にシフトレバーを放すのを一瞬遅らせて
「待つ」
ようにすると、
スムーズに変速でき
ます。
これは、インナーチェーンリングからミ
ドルチェーンリングに変速する際に最も重
要なことです。

自転車は左のブレーキレバーでフロントブ
レーキを操作するように組み立てられてい
ます。右ブレーキレバーでフロントブレー
キに変更する場合は、第3章を参照してく
ださい。
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内装変速機で変速する
変速する際は、ペダリングしないか、逆回転
させます。ペダリング中に変速しなければな
らない場合は、ペダルを踏む力を緩めます。
チェーンにテンションをかけすぎると、変速
機構が正しく動作しません。

ペダルシステムの使い方

修理工具を準備する

走行時には、パンクあるいはその他のメカト
ラブルの場合でも自転車を修理できるよう
に、ポンプ、予備のチューブ、パンク修理キッ
ト、および工具を搭載してください。夜間に走
行する場合は、
ライト用に予備の電球とバッ
テリーも搭載します。

ペダルに足を固定すると、ペダリングの力
が、
より効率的に自転車へと伝わります。
ま
たコントロール性も高まります。ペダルシス
テムには以下が含まれます：
• トークリップとストラップの、つま先を包み
つま先の前部に付いたストラップとロケー
ターによって足をペダルに固定します。
クリップのないペダルでは、サイクリング専
用シューズの底に付けたクリートに固定す
るスプリング式の構造が使用されます。
このようなペダルシステムの自転車に乗る
場合は、専用のシューズを着用してくださ
い。
自転車に乗る前に、ペダルの着脱を練
習してください。ペダルやシューズを清潔に
保ち、障害となる泥などがつまっていないよ
うにしてください。安全で快適に使用してく
ださい。
上記の内容についてご不明な点がある場合
は、
オーナーズマニュアルのCDに含まれて
いる情報を参照するか、販売店にご相談く
ださい。
ペダルが正しく機能しないと、足が狭ま
ったり、ペダルから足を外すことができなく
なり、
コントロールを失う可能性がありま
す。自転車に乗る前に十分に練習し、正しく
機能しているか確認してください。

第1章:道路上および道路外で安全に運転するための手引き
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自転車の危険予防措置
自転車の盗難の防止

カッターやのこぎりで切れない鍵を使用し
てください。鍵をかけないままでの駐輪は
危険です。
また自転車防犯登録にも登録し
てください。

シリアル番号を書き留める
お使いの自転車のシリアルナンバーをこの
マニュアルの表紙に記入して、安全な場所に
保管してください。次に、
オンライン登録を済
ませてください。当社でシリアルナンバーを
ファイルに保管いたします。

安全な駐輪方法

自転車を使用しないときは、危険な状態か
ら守られる場所に置いてください。自転車
を電動モーターの近くで保管しないでくだ
さい。モーターから出るオゾンがゴムと塗
装を傷めます。雨や雪は自転車の金属部
分を腐食し、太陽の紫外線は塗装を退色さ
せ、
ゴムやプラスチック部品に亀裂を発生
させます。
走行終了後は、
自転車を邪魔にならない場
所に倒れないように置いてください。ディレ
ーラーに自転車の重みをかけないでくださ
い。
リアディレーラーが曲がったり、駆動機
構にホコリがつまったりすることがありま
す。ハンドルバーのグリップが切れたり、サド
ルが損傷したりすることがあります。バイクラ
ックの使用方法を誤ると、ホイールが曲がっ
てしまう場合があります。
長期間にわたって自転車を使用しない場合
は、洗車して整備し、
フレームポリッシュを塗
布します。
タイヤの空気圧を推奨空気圧の
約半分にした状態で、
自転車を地面から離
して掛けてください。再度走行する前に、動
きに異常がないか確認してください。

自転車の洗車

フレームやコンポーネントが汚れた場合
は、湿らせたやわらかい布とバイククリーナ
ーまたは食器用中性洗剤と水を使って洗車
します。工業用溶剤や刺激性の化学物質は
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使わないでください。塗装を傷めることが
あります。
3カ月に1度はフレームの塗装を磨いてきれ
いにしてください。ただし、磨く必要のない箇
所もありますので、
ご不明な場合は販売店に
ご相談ください。

自転車の破損防止
輸送時または修理時にフレームを固定し
ない
リペアスタンドやカーキャリアのクランプによ
って、
自転車の仕上げが傷ついたり、
フレーム
チューブが破損することがあります。
リペアス
タンドに自転車をセットする場合は、
シートポ
ストをクランプしてください。
自転車をカーキ
ャリアで運搬する場合は、
ホイールとフォーク
エンドをクランプしてください。
自転車を発送する際の破損を防止する
旅行などで自転車を梱包する場合は、
自転
車を保護するために必ずハードケースが丈
夫な箱を使用してください。すべてのフレー
ムおよびフォークチューブにパッドを取り付
け、
フォークの先端はブロック材で保護し、
フ
ォークブレードの構造を保ってください。正
しく梱包しないと、輸送中に破損する可能性
があります。
ご不明な場合は、販売店にご相
談ください。
塗装は傷つけないでください
自転車の塗装や仕上げは化学薬品や接着
剤に触れると破損することがあります。
スポ
ーツドリンクの中には仕上げを傷つけたり、
染みになったりするものもあります。塗装面
に、特に土が入ったものがこすれると、塗装
に傷が付いたり剥がれたりすることがありま
す。たとえば、チューブのまわりに巻いたひも
やケーブルハウジングからの接触部が触れ
て塗装がはがれることがあります。極端な例
では、接着剤が付いたためにフレームの材
料が取れることもあります。
自転車を清潔に
保ってください。重要な部分の摩擦を避ける
ために接着式のパッドを使用してください。
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毎月

ここで説明するメンテナンススケジュール
は、通常使用を想定したものです。平均以上
に多く走行する場合、
あるいは雨や雪の中、
オフロードで走行する場合は、
ここで説明す
るメンテナンススケジュールよりも頻繁に自
転車を整備してください。パーツに不具合
が見られる場合はすぐに修理するか、
また
は担当の販売店にご相談ください。パーツ
が損傷している場合は、走行前に交換して
ください。
新しい自転車は、初期使用の後に、
ワイヤー
が伸びていないか、他の箇所に異常がない
か点検が必要です。新しい自転車の購入後
約2か月で、担当販売店に完全な点検を依頼
してください。
走行量が少ない場合でも、年に1度、担当販
売店で完全な整備を受けなければなりま
せん。
自転車メンテナンス用工具
• lb•inまたはN•m段階式のトルクレンチ
• 2、4、5、6、8 mmのアレンキー
• 9、10、15 mmのオープンエンドスパナ
• 15 mmのリングスパナ
• ソケットセット、14、15、19 mmのソケット
• T25トルクスレンチ
• No.1プラスドライバー
• 自転車用パンク修理キット、ゲージ付きタ
イヤポンプ、およびタイヤレバー
• リアショックまたはサスペンションフォーク
専用高圧空気ポンプ

すべての自転車にこれらの工具すべてが必
要なわけではありません

メンテナンススケジュール
毎回走行時
1章の乗車前のチェックリストを参照してくだ
さい。

毎週
湿らせた布で拭いてください............................. 14
スポークが緩んでいないか点検します......... 26

ステムボルトを点検します............................ 16-17
シートポストボルトを点検します.............. 18-19
ヘッドセットのベアリングの調節.
を点検します............................................................... 19
ペダルを点検します................................................ 20
チェーンに磨耗がないか点検します.............. 20
ワイヤーに摩耗がないか点検します.............. 20
ギアレベルの動作を点検します....................... 20
ディレーラーを点検します............................ 21-22
内部シフトシステムを点検します..................... 23
ブレーキを点検します.................................... 23-26
ホイールベアリングの調節を点検します..... 27
縁に磨耗がないか点検します........................... 27
アクセサリボルトを点検します.......................... 33
サスペンションフォークボルトを.
点検します.................................................................... 33
リアサスペンションボルトを点検します....... 33
反射材を点検します................................................ 35
サスペンションフォークに注油します............ 36
ディレーラーに注油します................................... 36

3ヶ月に1回
フレームを磨きます................................................ 14
クランクアームとボトムブラケットを点検しま
す....................................................................................... 19
ブレーキレバーに注油します ........................... 36
ブレーキアームの固定ボルトに注油します.36

年1回
ハンドルステムに注油します............................. 36
シートポストに注油します................................... 36
ペダルのねじ山のグリースを交換します .....36
ペダルベアリングのグリースを交換します.....36
ボトムブラケットベアリングのグリー.
スを交換します.......................................................... 36
ホイールベアリングのグリー.
スを交換します........................................................... 36
ヘッドセットベアリングのグリー.
スを交換します.......................................................... 37
ホイールクイックリリースに注油します........ 37
サスペンションフォークのグリー.
スとオイルを交換します....................................... 37
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第3章調整

ハンドルとステム

この章では、
自転車のパーツの調整方法を
説明しています。第1章で説明されているも
のに追加される点検事項です。
自転車の修
理を始める前に1ページの修理に関する警
告をお読みください。
警告：バイクに不具合があると、コント
ロールが困難になり転倒する危険性があ
ります。走行前は毎回、自転車全体を点検
してください。問題がある場合は、走行し
ないでください。修理するか、整備のため
に担当販売店にお持ちください。

ハンドルは自転車の操縦を行う部品で、
ステ
ムはハンドルとフォークを繋ぐ部品です。ハ
ンドル位置は、快適に乗り、
自転車をコント
ロールするために重要です。
ステムには次
の2つのタイプがあります：
• アヘッドステム (図12)
• ネジ切りステム (図13)
警告:ステムボルトを締め付けすぎる
と、
フォークのステアラーが破損し壊れる
ことがあります。ステアラーが壊れると転
倒する場合があります。
図 12:
アヘッドステム
1. ステアラークランプ
ボルト
2. ハンドルクランプ
ボルト

指定締め付けトルクについて

トルクとは、ネジやボルトの締め付けの硬さ
を測定する値です。多くの部品のトルクが、
ボルトの上またはその近く (部品の）に明記
されています。明記されていない場合は本マ
ニュアルを調べてください。上記のいずれに
もトルクの仕様が見つからない場合は、販売
店にお問い合わせください。過剰なトルクを
加えると部品が破損したり壊れる原因になり
ます。過剰なトルクを加えないようトルクレン
チを使用してください。ただし、ネジやボルト
が緩すぎても破損の原因になり、部品が壊れ
ることがあります。
トルクレンチでの締め付け後、取り付けた部
品の機能について、本章のテストを実行して
点検してください。指定トルクで締め付けた
にもかかわらず、
あるパーツが正しく動作し
ない場合は、担当販売店までお持ちになり、
修理を依頼してください。
警告：緩すぎたり締めすぎたり正しくな
いトルクでの締め付けは、部品の破損の原
因になります。
トルクレンチを使用して部品
を正しく締め付けるか、販売店にお任せく
ださい。
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図 13:
ネジ切りステム
1. クイル
2. ハンドルクランプ
ボルト
3. エクスパンダーボルト
4. 角度調節ボルト

1

ハンドルの角度を調節するには
1. ステムのハンドルクランプボルトを緩めます
(図12または図13)。
2. ハンドルを動かします。
ステムの中央にある
ことを確認します。
3. 次の種類のステムにあるハンドルバークラ
ンプボルトを締め付けます:
• 溶接ステム:11.3～13.6 N•m
• 鍛造ステム:17～20.3 N•m

第3章調整

アヘッドステムを調整するには
アヘッドステムでハンドルバーの高さを調
節するにはヘッドセットの玉あたりを調整し
なければなりません。玉あたり調整には特
殊工具と特別な訓練が必要ですので、
この
作業は販売店が実施します。
ヘッドセット部品のスペーサーを動かす場
合は、以下の要件に従ってください。
ステム
がステアラーに正しく留められなくなります
のでスペーサーを追加しないでください。
アヘッドステムの最小スペーサー
アヘッドステムのある自転車では、最低
5 mmのスペーサーが1つステムの下にある
必要があります (ベアリングカバーに加え)。
同様に、
カーボンファイバーのステアラーが
付いた自転車では、
ステムの上に最低5 mm
のスペーサーが1つ必要です (図14)。お使い
の自転車のステアラーの種類が分からない
場合は販売店にご相談ください。
警告:正しくないヘッドセットおよびス
テム部品を使用したり、スペーサーがない
と、
フォークのステアラーが破損し壊れる
可能性があります。ステアラーが壊れると
転倒する場合があります。

ネジ切りステムの位置合わせと調整
アジャスタブルのネジ切りステムの高さを
調整するには、
まず、エクスパンダーボルト
の頭が見えるところまでステムの角度を変え
ます（以下参照）
。
1. エクスパンダーボルトを2、3回まわして緩め
ます。
2. このステムはステムウェッジで保持されてい
ます。
ステムウェッジを緩めるには、小型の
木槌またはプラスチックハンマーでエクス
パンダーボルトの頭を軽く叩きます。
3.	ハンドルバーを希望の高さに調整します。た
だし、はめ合わせ限界標識がヘッドチューブ
内に隠れていなければなりません（図15）。
4. エクスパンダーボルトを13.6 N•mまで締め
付けます。
図 15:
ネジ切りステムの最小挿
入マーク
1. この線がヘッドチュ
ーブから出ないように
します。
1

警告：ネジ切りステムが高すぎると自転
車が破損し、
コントロールが利かなくなり転
倒する場合があります。最小挿入マークがフ
レームにあることを確認します
（図15）。

図 14:
アヘッドステムの上と
下にスペーサーが必
要です

アジャスタブルステムのライズを調整する
には
アジャスタブルステムにはいくつか種類が
あります。オーナーズ･マニュアルCDの図を
参照してください。
アヘッドステムの向きを調整するには
1. フォークコラムクランプボルトを2～3回転分
緩めます。
2. ステムとフロントホイールの向きを合わせ
ます。
3. フォークコラムクランプボルトを11.3～13.6
N•mまで締め付けます。

1. ステムの角度が動かせるようになるまで、
角度調整ボルトを緩めます。
2. 必要な角度にステムを動かします。
3. 17-20.3 N•mまで角度調節ボルトを締め付
けます。

第3章調整

17

サドル (シート) とシートポスト

サドルの角度を調節するには

サドルは自転車にかかる人の体重の大部分
を支えています。
シートポストはサドルとフ
レームを繋ぐ接続部品です。適切なサドル
高に調整し、快適なライディングを行ってく
ださい。
警告：正しく調節されていないサドル
や、骨盤周辺を正しくサポートしないサド
ルで走行すると、神経や血管を傷付ける
危険性があります。サドルが痛みやしびれ
の原因になっている場合は、サドルの位置
を調節してください。調節後も痛みやしび
れを感じる場合は、
ライディングポジション
の変更またはより快適なサドルへの交換
について担当販売店にご相談ください。

1. サドルが動かせるようになるまで、サドルク
ランプボルト (図16) を緩めます。
• シートポストの中にはボルトを2本使用し
ているものもあります。調節するには、一方
のボルトを緩めてからもう一方のボルトを
締め込みます。
2. サドルの上部に直定規、気泡水準器、
または
定規を当てて、サドルの角度を確認します。
3. サドルを調整し、サドルクランプボルトを、
シ
ートポストのタイプに応じたトルクで締め付
けます。マークの付いていないシートポスト
の場合、
シートポストの種類を選択します。
• 13または14 mmのオープンエンドスパナ
を使用するボルト1本:20.3～24.9 N•m
• シートポストの上部にある5 mmアレ
ンキーを使用するボルト1本 (図17):

お好みに応じてサドルの角度を調整してく
ださい。最初に、サドル上面を地面に対して
水平にして走行してみます。
リアサスペンシ
ョン付きの自転車の場合、サドルの前端を
わずかに下げます。
ライダーの体重でリア
サスペンションが縮んだらサドルは水平に
なります。

13.6～14.7 N•m
• 6 mmアレンキーを使用するボルト1本:
17～28.3 N•m
• 5 mmアレンキーを使用するボルト2本:
9.6～14.1 N•m

ハンドルバーとの間隔調整のため、
また快
適さを得られるように、サドルをシートポス
ト上で前後に移動させることも可能ですが、
レールの平坦部分（図16）がサドルクランプ
内に完全に収まっている必要があります。

1
2

   警告:シートポストの位置が正しくない
と、サドルレールまたはサドルクランプボル
トが破損して転倒することがあります。サド
ルレールの平坦部分のみをサドルクランプ
に留めてください。
露出したコイルスプリングが付いているサ
ドルもあります。
自転車の後部に幼児席を取
り付けると、
スプリングに子供の指が挟まっ
てけがをすることがあります。
スプリングを
カバーで覆うか、
スプリングのないサドルを
使用してください。
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図 16:
シートポスト部品
1. サドルクランプボルト
2. シートポスト
3. シートポストバインダ
ーボルト

3

1
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図 17:
シートポストとサドル
レール
1. サドルレールの平
面部分
2. サドルクランプ

サドルの高さを調節するには

1. 自転車を誰かに支えてもらい、靴を脱いでサ
ドルに座ります。
2. シートポストのバインダーボルトまたはクリ
ックリリースを緩めます。
シートポストがフレ
ームから外れた状態でシートポストバイン
ダーを閉めないでください。
3. シートチューブにクランクアームを平行にし
て、下ペダルにかかとを入れます。伸ばした
足がまっすぐになるまでシートポストを伸ば
します (図18)。
• 靴をはいている場合は、ペダルに足の親指
の付け根を入れてひざが少し曲がる位置
にします。
4. シートポストの最小挿入マーク
（図19）がシ
ートチューブから上に出ていないことを確認
してください。
5. シートポストのクイックリリースをロックする
か、
シートポストのクランプボルトを5 mmボ
ルトの場合は4.5-6.8 Nm、6 mmボルトの場
合は6.8-9 N•mまで締め付けます。

警告:シートポストが高すぎると自転車
が破損し、
コントロールが利かなくなり転倒
する場合があります。最小挿入マークがフ
レームにあることを確認します (図19)。
図 18:
正しいサドル高で脚を伸
ばした状態

図 19:
シートポストの最小挿
入マーク
1. この線がフレームから
出ないようにします。

1

ヘッドセット

ヘッドセットは、ハンドルやフォークを回転
できるようにするベアリングシステムです。
ヘッドセットは毎月点検してください。
ヘッドセットの調節を点検するには

1.	フロントブレーキを掛けて、バイクを前後に
揺すります。
2. フロントホイールを地面から持ち上げ、
フォ
ークとハンドルバーを左右にゆっくり回しま
す。

ヘッドセットのベアリングがヘッドチューブ
内でがたついている、
または動きが渋い状
態では、走行しないでください。ヘッドセット
の玉あたり調整には特殊な工具と訓練が必
要ですので、販売店で実施してください。

クランクアームとボトムブラケット

クランクアームはペダルとボトムブラケット
を接続します。
クランクアームは人から後輪
に力を伝達し、
自転車によっては、
ブレーキ
を作動させる機能も果たします。
クランクアームの中にはクランクアーム長を
調整できるものがあります。ペダルの取り付
けについては、
「ペダル」セクションを参照し
てください。
ボトムブラケットはクランクアームをフレー
ムで回転させるベアリングシステムです。
月
に1回、ボトムブラケットを点検してください。
ボトムブラケットの調節を点検するには

1. チェーンリングからチェーンを外します。
2. クランクアームを回して、一方のクランクア
ームがシートチューブと平行になるようにし
ます。
3. 片手でクランクアームを、
もう一方の手でシ
ートチューブを握り、
クランクアームをシート
チューブに近づけたり引き離したりするよう
に動かします。
4. クランクアームを回転させます。

クランクのがたつき感や異音がする場合、
ま
たは動きに引っかかりがあったり、
ベアリング
からきしるような音が聞こえたりする場合は、
整備作業が必要です。
ボトムブラケットの玉あ
たり調整には専用工具と特別な訓練が必要
ですので、
販売店で実施してください。
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ペダル

右のペダルは通常の右ねじですが、左のペ
ダルは逆の左ねじです。ペダルをクランク
アームに40.2～42.9 N•mまで締め付けてく
ださい。
ペダルベアリングの調節を点検するには
1. クランクアームを片手で押さえながら、ペダ
ルを上下に動かします。
2. ペダルを回します。

ペダルがフレームで動く、
または滑らかに回
転しない場合は、
自転車に乗らないでくださ
い。
ペダルベアリングの調節には特殊な道
具と訓練が必要です。ベアリングの調節は販
売店しかできないため、販売店にお任せく
ださい。
クリップレスペダルのリリース力を調節する
には、ペダルのマニュアル、
または本マニュ
アルに同封されているCDを参照するか、販
売店にお問い合わせください。

チェーン

チェーンはチェーンリング (およびクランク
アーム) をリアホイールにつなげます。
リアディレーラーのない自転車では、
チェー
ンが落ちるのを防ぐためにチェーンが適切
に張られている必要があります。
チェーンの
張りは、
リアホイールを動かすか、
ドロップア
ウトを調節することで調整できます。
自転車
に調節式のドロップアウトまたはボトムブラ
ケットが付いている場合は、
CDの説明を参照
するか、
販売店にご相談ください。

ワイヤー

ギア変速機またはハンドブレーキが付いている
自転車では、
ワイヤーがコントロールレバーと
コントロールパーツを繋いでいます。
月に1度、
ねじれ、
さび、擦り切れなどの問題がないかワ
イヤーを点検してください。
ワイヤーが飛び出
たり、端が曲がったり、切れたり、摩耗したりして
いないかケーブルハウジングも点検してくださ
い。問題がある場合は自転車に乗らず、説明書
に従ってワイヤーを交換するか、販売店にご相
談ください。

シフトレバー
シフトレバーは、
変速機や内装ハブをコント
ロールします。
シフトレバーの位置はハンド
ルで調節できます。
シフトレバーは多くの種
類がありますので、お乗りの自転車のシフト
レバーについて本マニュアルで説明されて
いない場合は、CDを参照するか、販売店にご
相談ください。
レバーの位置を調節するには

1. レバークランプボルトを特定します (図20お
よび図21)。
2 クランプボルトを2、3回まわして緩めます。
3. レバーを動かします。
4. 6.0-7.8 N•mまでクランプボルトを締め付けます。
図 20:
レバークランプボルト、
ロードレバー
1. レバークランプボルト

チェーンの張りを調節するには
1. リアホイールの片側のホイールナットをわ
ずかに緩め、次に反対側を緩めます。
• 片側を全く緩めないままもう一方を完全に
緩めてしまうと、ベアリングの調整が狂って
しまいます。
2. ホイールを後方に引き、チェーンにテンショ
ンをかけます。ホイールをフレームの中央に
位置決めします。
3. ホイールの取り付けを完了します（
「ホイー
ル」参照）
。

1

1

2

3
4
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図 21:
レバークランプボルト、
マウンテンレバー
1. レバークランプボルト
2. リーチ調節ネジ
3. ワイヤーアジャスター
4. ケーブル

フロントディレーラー

チェーンリングが複数ある自転車では、
フロ
ントディレーラーがチェーンを動かしてギア
を切り替えます。

インナーチェーンリング側の変速を調整す
るには
1. チェーンがフロントインナー、
リアローの位
置になるように変速します。
2. シフトワイヤーを動かせるようになるまで、
ワイヤークランプボルト
（図22）を緩めます。
3. フロントディレーラーのインナー側のチェー
ンガイドがチェーンから約0.5 mmの位置に
なるまで、ロー側のアジャストボルト
（「L」の
マークがあります）を回して調整します。
4. シフトワイヤーの端を引っぱりながら、左シ
フトレバーをインナーの位置にします。
5. シフトレバー上かフレームのダウンチューブ
にあるアウター受けのバレルアジャスターを
時計回りにいっぱいまで回します。
6. ディレーラーのワイヤークランプボルトの
そばにある溝にシフトワイヤーを入れ、
ワイヤーを張ってから、
クランプボルトを
5.0～6.8 N•mで締め付けます。

2
1
3

図 22:
フロントディレーラー
1. ワイヤー
2. リミットスクリュー
3. ケーブルクランプボ
ルト

アウターチェーンリング側の変速を調整す
るには
1. リアディレーラーをトップの位置に変速しま
す。
2. アウター側アジャストボルト
（「H」のマーク
があります）を、ディレーラーの動きを全く妨
げない位置まで反時計回りに回して下さい。
3. クランクアームを手で回転させます。
シフト
レバーを慎重に操作し、チェーンをアウター
チェーンリングに移動させます。
4. アウターチェーンガイドがチェーンから約
0.5 mmの位置になるようにセットします。
5. アウター側リミットスクリューを、
抵抗を感じる
ところまで締め込みます。
• リミットスクリューを締めすぎると、
フロン
トディレーラーはインナー側に移動します。
6. あらゆるギアの組み合わせで変速させてみ
ます。
シフトレバーを操作した際に、チェーン
が外れないことを確認してください。ディレ
ーラーケージがクランクシャフトのどこかに
触れないことをよく確かめてください。
とをよく確かめてください。

トリプルチェーンリングのミドルチェーンリン
グの変速を調整するには
1. チェーンをフロントアウター、
リヤローの位
置に変速します。
2. シフトレバー上かフレームのダウンチューブ
にあるアウター受けのバレルアジャスター
を、
シフトワイヤーが張ってディレーラーのイ
ンナーケージがチェーンに触れる位置に来
るまで、反時計回りに回します。
3. あらゆるギアの組み合わせで変速させてみ
て、チェーンがどのチェーンリングにも円滑
に移動することを確認します。

フロントシフトレバーには「タブ」機構付き
のものがあります。小さくシフトダウン操作
をすると、ディレーラーがわずかに移動し、
チェーンに触れないようになる、
というも
のです。
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リアディレーラー

ローギア側の変速を調整するには

リアホイールでギアを切り換えるためにリア
ディレーラ―を動かします。

トップギア側の変速を調整するには
1. チェーンをフロントアウター、
リアトップの位
置に変速します。
2. シフトワイヤーを動かせるようになるまで、
ワイヤークランプボルト
（図23）を緩めます。
3. 自転車の後方から見て、
トップギア、チェー
ン、および2個のディレーラープーリーが一
直線に並んでいるか見ます。
4. 一直線になっていなければ、
トップ側リミッ
トスクリュー（通常「H」のマークがあります）
を回して、直線上に並ぶようにします。
5. シフトワイヤーを引張りながら、
シフトレバ
ーをトップの位置にします。
6. シフトレバー上かフレームのダウンチューブ
にあるアウター受けのバレルアジャスターを
時計回りにいっぱいまで回します。
リアディ
レーラーのアウター受けにあるバレルアジ
ャスターを時計回りに止まるところまで回し
ます。次にバレルアジャスターを反時計方向
に1回転回します。
7. リアディレーラーのワイヤークランプボルト
の溝にシフトワイヤーを入れ、
シフトワイヤ
ーを引張りながら、
ワイヤークランプボルト
を5.0～6.8 N•mで締め付けます。
図 23:
リアディレーラー
1. アジャストボルト
2. バレルアジャスター
3. ワイヤークランプボ
ルト
4. シフトワイヤー

1
2
3
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1. ロー側リミットスクリュー（通常「L」のマーク
があります）を、ディレーラーが自由に動くよ
うになるまで反時計回りに回して下さい。
2. チェーンをフロントインナー、
リヤローの位
置に慎重に変速します。
• リアディレーラーが動きすぎないようにし
てください。チェーンがロ―ギアとスポーク
の間に落ちて挟まることがあります。
3. プーリーがローギアと一直線の位置に来る
までリアディレーラーを動かします。
4. ロー側リミットスクリューを、簡単に回せなく
なるところまで時計回りに締め込みます。
• リミットスクリューを締めすぎると、
ディレー
ラーはトップ側に移動します。
5. あらゆるギアの組み合わせで変速させてみ
ます。変速したときにチェーンが外れないこ
とを確認してください。

インデックスシステムを調整するには
1. チェーンをフロントアウター、
リヤローの位
置に変速します。
2. リアシフトレバーを1クリック動かします。
3. チェーンがスムーズに2速に移動することを
確かめます。
・チェーンが大きな音をたてたり、変速でき
なかったりした場合は、バレルアジャスタ
ーをわずかに回します。
もう一度変速操作
をし、変速がなめらかに行われることを確
かめます。
・チェーンが3速まで動いてしまう場合は、デ
ィレーラーのプーリーが2速ギアと一直線
になるところまでバレルアジャスターを時
計回りに回します。
4. あらゆるギアの組み合わせで変速させてみ
て、チェーンがリアスプロケットのどのギア
にも円滑に移動することを確認します。
るこ
るとを確認します。
ディレーラーを正しく調整できない場合は、デ
ィレーラーハンガーが曲がっている可能性が
あります。修理のために担当販売店にお持ち
ください。
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3段システム

このシステムは、
リアハブに内装された機構
により変速を行うものです。
変速機構を調整するには
1. シフトレバーを2速の位置にします。
2. ベルクランクウインドウの指標（図24）をプッ
シュロッドの線に合わせます。
3. 指標が合っていなければ、バレルアジャスタ
ーを回して合わせます。
4. シフトレバーを1速の位置に動かします。次
に、
シフトレバーを2速の位置に動かします。
調整具合を点検してください。
ネクサス4段、7段、8段システム
1. シフトレバーを4速の位置にします。
2. リアハブプーリーの指標（図25）をコグジョ
イントブラケットに合わせます。
3. 赤い線が合っていなければ、バレルアジャス
ターを回して合わせます。
4. シフトレバーを1速の位置に動かします。次
に、
シフトレバーを4速の位置に動かします。
調整具合を点検してください。
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ブレーキ

ブレーキシステムは自転車を減速または停
止させるもので、その動作はライダーの安
全確保に極めて重要です。適切な工具と訓
練なしでブレーキシステムを正しく調整する
ことは容易ではないため、
ブレーキは担当
販売店が調整するように強くお勧めします。
さらに支援が必要な場合は、担当販売店に
ご相談ください。
ブレーキの種類
自転車によってブレーキの種類が異なります。
ブレーキは、ハブブレーキ、
リムブレーキ、
ディ
スクブレーキの3つの種類に分類されます。

ハブブレーキ: ブレーキ構造はハブの中にあ
ります (図26)。ハブブレーキは、ハンドレバ
ー (ドラムブレーキ) またはペダル (コースタ
ーブレーキ) によってコントロールされます。
図 26:
コースターブレーキ

図 24:
3速ベルクランク
1. ベルクランクウインドウ

図 25:
プーリーおよびコグジョ
イントブラケット
1. プーリー
2. コグジョイントブラ
ケット
3. ワイヤークランプボ
ルト

• リムブレーキ: ブレーキパッドがリムに圧力
をかけます。圧力は、
ブレーキにケーブルで
つながれたハンドレバーによってコントロー
ルします。例として、
ダイレクトプルまたはVタ
イプブレーキ (図27)、
カンチレバーブレーキ
(図28)、
ロードまたはキャリパーブレーキが
挙げられます(図29)。
リムブレーキシステム
には以下の部品が含まれています。
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• ブレーキ
• ブレーキパッド
• リム
• ブレーキレバー
• ブレーキケーブルおよびハウジング
• ブレーキ変調器 - 前ダイレクトプルブレーキ
の中には、
ブレーキ変調器または「パワー変
調器」が付いているものもあります。
この装置
には、
ブレーキパッドとリムが初めに接触し
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たときのブレーキの動作を変える小さなスプ
リングの入ったパイプ (図27) が含まれてい
ます。
ブレーキレバーを引くと、
ブレーキ力を
リムにすべてかけるためにはスプリングを圧
縮するためにレバーを動かす必要がありま
す。
これによってブレーキの感触が変わり、調
節をより細かくできるようになります。点検で
変調器の付いたブレーキに問題があった場
合は、販売店に調節を依頼してください。
2

3
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図 28:
カンチレバーブレーキ
1. リンクワイヤー
2. アームクランプボルト
3. 中心調節ネジ
4. パッドクランプボルト
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図 27:
ダイレクトプルブレーキ
1. ケーブルクランプボ
ルト
2. ノンタッチ
3. パイプ
4. リンク
5. パッドクランプボルト
6. 中心調節ネジ
7. アームクランプボルト

図 29:
油圧ブレーキ
1. ワイヤーアジャスター
2. 中心調節ネジ
3. ブレーキ解除レバー
4. パッドクランプボルト
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• ディスクブレーキ: ブレーキパッドが、
ホイールのハブに取り付けられたディス
クに圧力をかけます (図30)。圧力は、
ブレ
ーキにケーブルまたは油圧ホースでつな
がれたハンドレバーによってコントロー
ルします。
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車輪がフレームの外にあるときはブレーキ
レバーを使わないでください。

1

3

図 30:
ディスクブレーキ部品
1. 取り付けボルト
2. 固定パッドアジャスタ
ー (一部のモデル)
3. ケーブルクランプ
ボルト

2

点検
月1回、すべてのブレーキボルトを点検し、
ブレ
ーキパッドに磨耗した所がないか点検します。
• リムブレーキ:ブレーキパッドの表面の溝の
深さが2 mm未満 (またはダイレクトプルブレ
ーキの場合は深さ1 mm) になっている場合
はブレーキパッドを交換してください。
• ディスクブレーキ:1.0 mmより薄くなったブ
レーキパッドは交換します。
ブレーキパッドとリムの間の隙間を調節するには

1. ワイヤーアジャスターを回します。
• ほぼすべてのダイレクトプル (図27) または
カンチレバー (図28) システムのワイヤーア
ジャスターはレバーにあります。大部分のロ
ードキャリパーシステム (図29) のワイヤー
アジャスターはブレーキ自体にあります。
• ブレーキパッドとリムの間の隙間を増やす
には、
ワイヤーアジャスターを時計回りに回
します。隙間を減らすには、
ワイヤーアジャ
スターを反時計回りに回します。
2. ブレーキパッドがワイヤーアジャスターを使っ
て正しく調節できない場合は、
さらに以下の作
業が必要です。
• ダイレクトプルおよびキャリパー:ケーブル
クランプボルトを緩め、ケーブルを取り付
けなおします。
• カンチレバー:ブレーキパッドの向きを再調
節するか、販売店に自転車をお持ち込みく
ださい。

ダイレクトプル、
カンチレバーまたはロードブ
レーキを中央に配置するには
1. 中央揃えネジ (図27、図28、図29) を少しず
つ回します。
2. ブレーキに2本の中央揃えネジがある場合
は、
ブレーキを中央に配置しながらスプリン
グ全体の張りを調節します。
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リムブレーキでブレーキシューを位置合わ
せするには

ブレーキを閉じるには、逆の順番で説明に
従います。
• 内部またはドラムブレーキでは、
リアホイ
ールを外し、ギアとブレーキケーブルを切り
離します。
ブレーキケーブルを切り離すには、ボルトが
キャリヤの大きい方の直径穴と並ぶように、
ケーブルキャリヤアームを前方に押し、ケー
ブルクランプボルトを後方に押します。
ケーブルクランプボルトをキャリヤから引き
抜きます。
ブレーキケーブル止めを前に滑ら
せてブレーキアームから外します。
ブレーキ
ストラップボルトを緩めます。
ギアケーブルを切り離すには、最初のギアに
ギアレバーを入れます。
ケーブルハウジング
をギアケーブルハウジングストップから引き
抜きます。
ギアケーブルクランプボルトをワッ
シャのフラットが歯の結合ブラケットの切れ
目と揃うまで回します。
ケーブルを外します。

1. ブレーキシュークランプボルトを緩めます。
2. 図31に示したとおりに、
ブレーキパッドの位
置を合わせます。
ブレーキシュークランプボ
ルトを締め付けます。
・キャリパーブレーキ：4.5～6.8 N•m
・ダイレクトプルブレーキまたはカンチレバ
ーブレーキ：7.9～9 N•m
3. ブレーキの調整が終わったら、点検してくだ
さい。
レバーを握り、
ブレーキワイヤーがクラ
ンプから抜け出ないこと、
ブレーキシューが
リムに垂直に当たっていること、
ブレーキシ
ューがタイヤに触れていないことを確認して
ください。
1

2

3

4

図 31:
ブレーキシュー配置
1. リム表面に揃えたブレ
ーキパッド
2. パッドとリムは平行で
ある必要があります
3. リムが回転する方向
4. 0.5～1.0 mmつま先を
入れます

ホイール取り外しのためブレーキアーチを
開くには
・ほとんどのロード用キャリパーシステムでは、
ブレーキリリースレバーをUP位置まで上げま
す。閉じるには、
リリースレバー（図29）
をDOWN
の位置にします。
・カンパニョーロ社製ブレーキレバーの場合、
ブレーキレバー最上部のボタンを押します。
ブ
レーキレバーをわずかに引き、ボタンをレバー
本体と面一になるまで押し込んで、
レバーをリ
リースします。
ブレーキアーチを閉じるには、上
記の手順を逆順で実行してください。

ブレーキを閉じるには、逆の順番で説明に
従います。

• カンチレバーブレーキの場合は、
リンクワイヤ
ーを放します (図28)。片手でブレーキパッドをリ
ムにしっかり押し付けます。片手で、
ブレーキア
ームのフォークからリンクワイヤーのリード付き
の端を引きます。
ブレーキパッドを放します。
ブレーキを閉じるには、逆の順番で説明に
従います。
• ダイレクトプルブレーキでは、
リンクからパ
イプを切断します (図27)。片手でパッドをリ
ムにしっかり押し付けます。
片手でリンクか
らパイプを引き、パイプを持ち上げます。
ブ
レーキパッドを放します。

油圧式ディスクブレーキを調整するには

1. ブレーキ取付ボルトを緩めます。
（図30）
2. ブレーキレバーをいっぱいまで握り、
ブレー
キ取付ボルトを11.3～12.4 N•mで締め付
けます。

油圧式ディスクブレーキを位置合わせする
には
この手順には3つの段階があります。
A. 右ブレーキパッドとディスクのクリアランス
を調整するには

1. 固定パッドアジャスターを回します（図30）。
2. この方法でパッドが正しく調整できない場
合、
「左ブレーキパッドとディスクのクリアラ
ンスを調整するには」の手順を実行し、その
後で右パッドを調整してください。

B. 左ブレーキパッドとディスクのクリアランス
を調整するには

1. ワイヤーのバレルアジャスターを時計回りに
回し、
クリアランスを大きくします。
クリアラン
スを小さくするにはバレルアジャスターを反
時計回りに回します。
2. パッドを正しく調整できない場合は、
ワイヤ
ークランプボルトを一旦緩めてからブレー
キワイヤーをもう一度固定し直してくださ
い。
ワイヤークランプボルトを5.7～7.9 N•m
で締め付けます。
3. 調整後、ロックナットを反時計回りに回し、調
整がずれないようにします。

第3章調整

25

C. ディスクとブレーキを位置合わせするには
1. ブレーキ取付ボルトを緩めます。
2. 右ブレーキパッドとディスクの間に名刺など
の薄いものを通します。
3. ブレーキレバーをいっぱいまで握り、
ブレー
キ取付ボルトを11.3～12.4 N•mで締め付け
ます。

ディスクブレーキパッドを取り外すには
1. ホイールを外します。
2. 指かプライヤーでブレーキパッドの取付タ
ブをつまみ、パッドを引き抜きます。

ブレーキレバー

ブレーキレバーはブレーキのコントロール
を可能にします。
できるだけ少ない労力や
動きでブレーキを使用できるハンドル上の
位置にレバーがある必要があります。
ブレーキレバーには以下のタイプがあります:
• ロードブレーキレバー:ドロップタイプのハ
ンドル用 (図32)。
図 32:
ロードレバー
1. レバークランプボルト
1

1

図 33:
マウンテンレバー
1. レバークランプボルト
2. リーチ調節ネジ

• マウンテンブレーキレバー:フラットまたは
マウンテンタイプのハンドル用 (図33)。
レバーの位置を調節するには
1. レバークランプボルトを見つけてください
（図25、26、および27）。
2. レバークランプボルトを2～3回転分緩め
ます。
3. レバーを動かします。
4. クランプボルトを締め付けます。
・通常のブレーキレバー：6.0～7.8 N•m
・補助ブレーキレバー（図27）
：
2.3～3.3 N•m

ブレーキレバーのリーチを調節するには
一部のブレーキレバーでは、
リーチ
（ハンドル
バーからレバーまでの距離）
を調整できます。
1. リーチアジャストメントスクリュー（図33）を
見つけて回します。
リーチを小さくするにはスクリューを時計回
りに回し、リーチを大きくするにはスクリュ
ーを反時計回りに回します。
2. リーチ調整後は、必要に応じてブレーキパッ
ドのクリアランスを調整してください。

フロントブレーキをコントロールするレバー
を変更するには
1. ブレーキのクイックリリースを解放します。
2. ロードバイクでは、
ブレーキワイヤーの接続
を取り外し、
ワイヤーをレバーから引き抜き
ます。
・マウンテンバイクの場合は、
レバーからワ
イヤーの鉛玉付きの端を取り外します。
3. ワイヤーを反対側のレバーに取り付けます。
4. ブレーキのクイックリリースを閉じます。
5. ブレーキを第1章に述べられているとおりに
点検し、必要に応じて調整してください。

2
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ホイール

タイヤやチューブを交換するときは、
リムス
トリップが正しい位置にあり、インナーチュ
ーブに穴が開かないようすべてのスポーク
穴やニップルが完全に覆われていることを
確認します。
月に1度、
タイヤが摩耗したり破損していな
いか点検します。ホイールがまっすぐで強度
がある状態に保つため、不安定なスポーク
や破損したスポークがないことを確認しま
す。
またハブベアリングが正しく調整されて
いることも確認します。
月に1回、
リムを点検します。
リムに汚れがな
く、
ブレーキが正しく機能することを確認し
ます。
ブレーキの表面にリムが磨耗している兆
候が見られる場合、
またはブレーキの表面が
平坦でない場合は、
リムを交換してください。

自転車のホイールにはさまざまなタイプの
固定具が使用されています。お使いの自転
車の固定具に対応した説明書を注意深くお
読みください。
ホイール固定具のタイプ(図34):

・従来のクイックリリース
・Clix™クイックリリース
・ネジ切りアクスルとナット
・スルーアクスル

警告：ホイール固定器具が正しく調整
され確実に閉じられていないと、ホイール
が緩んだり不意に外れたりし、自転車の制
御が困難になって転倒する危険がありま
す。走行前に、ホイールが正しく固定され
ているか確認してください。
1

警告：ブレーキをかけると、
ブレーキパ
ッドによりリム素材が削られます。素材が
長い間にあまりに多く削られると、
リムの
強度が落ちて突然破損し、制御困難にな
り転倒を引きおこす危険性があります。
リ
ムを定期的に点検してください。
リムが摩
耗している場合は交換してください。
ハブベアリングの調節を点検するには

1. 片手でフロントホイールを地面から持ち
上げ、
リムを左右に動かしてみます。見た
目、感触、音で、ベアリングのガタを感じ取
ります。
2. ホイールを回転させ、きしるような音など異
音がしないかよく聞きます。
3. もう一方のホイールについても上記の手順
を繰り返します。ハブにガタが感じられる、
またはきしるような異音がする場合は、整備
が必要です。ベアリングの整備には特殊な
工具と訓練が必要です。販売店にて実施し
てください。

2
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図 34:
ホイール固定具のタイプ
1 － 従来のクイックリ
リース
2 － Clix（矢印は、従来の
クイックリリースにはな
かった部品）
3 － ネジ切りアクスル
4 － スルーアクスル

従来のクイックリリースでホイールを固定す
るには
1. クイックリリースのレバーをOPEN位置
（図35）
まで開き、ホイールがフォークエン
ドの内側接触面に完全に接するようにセッ
トします。
2. レバーを調整位置にして、
アジャストナット
（図36）を軽く抵抗を感じる位置まで締め
ます。
3. クリックリリースのレバーを、手のひらで
CLOSE位置（図36）
まで押して閉じます。
この
とき、
クイックリリースレバーは固くて動かし
にくい状態でなければなりません。

ホイールの取り付け

ホイール（またはディスク）はブレーキを通
過し、
リアホイールはチェーンと連動される
必要があります。本マニュアルのCDにて詳
細をご確認ください。
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図 35:
正しいレバーの動きと
位置
1- 解除 (開)
2- 調節位置
3- ロック済み (閉)
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・レバーをウイングナットのように回して締
め込んではいけません（図35）
。ホイール
を固定するのに充分な力が発生しません。
4. レバーをロックするのに抵抗を少ししか感
じないあるいは全く感じない場合は、固定力
が不足です。
ステップ2に戻り、
アジャストナッ
トを締め込んでください。
5. レバーが自転車や付属品（荷台やフェン
ダ―など）に触れないように、
また、走行する
際に障害物に引っかからないように、
レバー
を位置決めします。
（図37）
6. クイックリリースが正しく調整されロックさ
れていることを確認します。
・クイックリリースの調整が正しいかテスト
します。
・バイクを持ち上げ、
タイヤを上から力を入
れて叩きます（図38）。ホイールが外れた
り、緩んだり、あるいは左右に動く場合は
正しく締め付けられていません。
・クイックリリースレバーがロックされ、
レバ
ーが回ったりしないかよく確かめてくださ
い（図39）。
・クイックリリースが正しくロックされている
場合、そのクランプ力は接合面に金属同
士が食い込んだエンボス状の跡が残るほ
ど強いものです。

1

実測値:
レバーをロックさせるのに45ポンド（200
ニュートン）を超える力が必要な場合は、
ア
ジャストナットをわずかに緩めてください。
レバーを開くのに12ポンド（53.4ニュート
ン）を以下の力しか必要ない場合は、
アジ
ャストナットをわずかに締めてください。必
要に応じて、再度締めてください。

図 36:
ナットを締める
1. 調節ナット

図 37:
前および後レバーの
位置

図 38:
緩みがないか点検します

クイックリリースに不具合が見られる場合
は、調整し直すか、販売店にて点検を受け
てください。
ライド前には再度点検を行って
ください。
従来のクイックリリース使用のホイールを取り
外すには

1. クリックリリースのレバーを開き、OPEN位置
まで動かします（図35）。
2. アジャストナットを3回転分緩めます。ABP
付きのリアホイールでは、
スキュアーを外
します。
3. ホイールをフォークまたはフレームから取り
外します。
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図 39:
レバーが回転しないこと
を確認します

Clixでホイールを取付けるには
従来のクイックリリースとClixクイックリリー
スは異なるものです。従来のクイックリリー
スでは、ホイールを取付けるたびごとにクラ
ンプ力を調整しなければなりませんでした。
しかし、Clixシステムを使えば、
クランプ力は
1つのフォーク専用に、つまり特定のフォー
クエンド
（フォークがホイールを保持する部
分）幅専用に調整されます。
これで、ホイー
ルを取付ける際の調整が不要な専用システ
ムが形成されるのです。
1

2

8
7

3

4

5

6

図 40:
Clixの部品
1. ハブ
2. 調節ナット
3. ロックナット
4. 串
5. カップ
6. スプリング
7. レバー
8. カム従動子

警告：Clixは1組のホイールとフォーク
の組み合わせ用にのみ調整されます。自
転車を変えると、ホイールまたはフォーク
がClixと適合せず、ホイールが緩んだり外
れたりして、自転車の制御が困難になり転
倒する危険があります。Clixを正しく調整
することなく別の自転車、ホイール、または
フォークに使わないでください。

3. 自転車や付属品（荷台やフェンダ―など）に
触れず、
また、走行する際に障害物に引っか
からないような位置に、
レバーを取り付けま
す（図44）。
4. 以下の点検を行って、Clixが正しく調節され、
ロックされていることを確認します:
・バイクを持ち上げ、
タイヤを上から力を入
れて叩きます（図45）。ホイールが外れた
り、緩んだり、あるいは左右に動いてはな
りません。
・クイックリリースレバーがロックされ、
レバ
ーが回ったりしないかよく確かめてくださ
い（図46）。
・レバーをロックするのに抵抗を少ししか感
じないあるいは全く感じない場合は、固定
力が不足です。
・Clixクイックリリースが正しくロックされて
いる場合、そのクランプ力は接合面に金
属同士が食い込んだエンボス状の跡が残
るほど強いものです。
• 26ページの実測値を参照してください。

クイックリリースに不具合が見られる場合
は、調整しなおすか、販売店にて点検を受け
てください。乗る前に再度安全確認を行って
ください。

1. ClixクイックリリースのレバーをOPEN位置
（図41）にして、
カップとレバーを一緒に持
って押しながら
（図42）、
フォークエンドの内
側面がホイールに接するところまでフォーク
を下ろしていきます。
・特別なフォークエンドを持つフォークの場
合、
カップとレバーを一緒に持って押す必
要はありません。ホイールは自動的にフォ
ークに滑り入ります。
2. Clixクイックリリースのレバーを手のひらで
押して、図43に示すようにCLOSE位置にし
て、Clixをロックします。
・レバーをウイングナットのように回して締
め込んではいけません（図43）。ホイールを
固定するのに充分な力が発生しません。
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図 41:
レバーの位置
1- ロック済み (閉)
2- 調節位置
3- 解除 (開)

3
図 42:
カップとレバーを押し込
みます
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Clixのクランプ力を調整するには

図 43:
正しいレバーの動きと
位置
1- 解除 (開)
2- 調節位置
3- ロック済み (閉)

OP

EN

N

EN
OP

OPE

図 44:
前レバーの位置

図 45:
緩みがないか点検します

1. レバーをOPENの位置にします（図40）。
2. レバーとアクスルにマークがあります
（図41）。
3. マークが合っていれば調整位置です。
（図47）
4. レバーを調整位置にして、
アジャストナット
を軽く抵抗を感じる位置まで締めます。
5. レバーをロックし、適切なクランプ力になっ
ているかテストします。
「Clixでホイールを取
付けるには」のステップ4を参照してくださ
い。
6. クランプ力が適切ならば、
レバーをロックしてく
ださい。
• クランプ力が正しくない場合は、調節ネジ
を時計回りに少し回してクランプ力を強め
ます。手順4に戻ります。
7. 調整のずれを防止するために、ロックナット
（図40）を取り付け、
アジャストナットに接触
するところまで締め込みます。
8. Clixシステムのホイール二次固定機能を点
検します。
レバーをOPENの位置に動かしま
す。ホイールを地面から浮かせて、
タイヤを
上から力を入れて叩きます。ホイールがフォ
ークエンドから外れてはいけません。Clixシ
ステムがこのテストで不合格の場合、修理の
ため自転車を担当販売店にお持ちください。

図 46:
レバーが回転しないこと
を確認します

1

3

Clixでホイールを取り外すには
1. クリックリリースレバーを開き、OPEN位置ま
で動かして、Clixを解放します（図41）。
2. カップとレバーを一緒に持って押しわずか
に押し
（図42）、
アジャストナットをフォークか
ら飛び出させます。
3. ホイールをフォークから取り外します。
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図 47:
調節位置には印が付け
られています
1. レバーの印
2. スキュアーの印
3. スプリング (ハブから
円錐形の小さな先)

ネジ切りアクスルとナットでホイールを固定
するには
一部のホイールはアクスルのナットで取り
付けられています。
ナットとフォークエンド
の間に歯付ワッシャーが必要になる場合が
あります。
1. フロントホイールを20.3～27.1 N•m、
リアホ
イール27.1～33.9 N•mで締め付けます。
2. ホイールが正しく固定されていることを確認
します。
• バイクを持ち上げ、
タイヤを上から力を入
れて叩きます（図45）
。ホイールが外れたり、
緩んだり、
あるいは左右に動く場合は正しく
締め付けられていません。
テストの結果ホイ
ールの固定に問題がある場合は、バイクを販
売店へお持ちください。

タイヤには、以下の種類があります。
• スタンダード、
クリンチャータイヤ:タイヤ内
部の空気はインナーチューブに含まれ、
タイ
ヤが標準リムにあります。
• チューブレスまたはチューブレスレディタ
イヤ:インナーチューブがなく、
タイヤは特注
なチューブレスリムにあります。
• チューブラーまたは「ソーアアップ」
タイプ
のタイヤ:インナーチューブがタイヤの鋳型
の内部に縫い付けられ、
または糊付けされ、
鋳型はリムに糊付けされています。
ここではクリンチャーホイールシステムにつ
いて説明しています。他のタイヤタイプにつ
いては、CDを参照するか、販売店にご相談く
ださい。
スペアタイヤを購入する際は、
タイ
ヤ側面に記載されているサイズを確認する
か、販売店にご相談ください。

パンクを修理するには、チューブに修理用パ
ッチを貼るか、チューブを交換します。

図 48:
ナットを締めたハブ
1. 歯付きワッシャー

自転車からホイールを外すには

1. 本章のブレーキシステムの節の説明に従っ
てブレーキを開きます。
2. 本章のホイールの説明に従ってホイールを
取り外します。

1

スルーアクスルでホイールを取付けるには
スルーアクスルは数種類存在し、異なる調整
や設置方法があります（図49）
。
スルーアクス
ルの取り付け方法については、CDを参照す
るか、販売店にご相談ください。

図 49:
スルーアクスル

タイヤの取り付け

ホイールからタイヤを取り外すには
手またはタイヤレバーを使用してリムから
タイヤを外します。ねじ回しなどの鋭利な物
を使用してタイヤを外さないでください。
1. インナーチューブの空気を完全に抜きます。
2. ビードをリムウェルの下部に押し出します
(図50)。ホイール全体に同様の作業を行い
ます。
3. タイヤレバーを使ってビードの1つをリムか
ら持ち上げます (図51)。反対のバルブを緩
めます。
4. ビードが1つ完全に出るまでホイール全体に
わたってビードを持ち上げます。
5. タイヤの中からインナーチューブを取り
出します。
6. 2番目のビードをリムから取り出します。
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ホイールにタイヤを取り付けるには
1. ホイールのセクションで説明している点検手
順に従ってリム、
リムストリップ、
タイヤを点
検してください。
タイヤの内側も点検します。
• チューブやタイヤを交換する場合は、チュ
ーブやタイヤのサイズを確認してください。
サイズの互換性については、販売店にご相
談ください。サイズはタイヤ側面に明記され
ています。
2. 形ができるまでチューブに空気を入れます。
3. チューブをタイヤに入れます。
4. リムの穴からバルブステムを差し入れます。
5. 片手だけを使って、最初のビードをリムに取
り付けます (図51)。バルブステムを緩めます。
6. チューブがリムの中に入るようタイヤとチュ
ーブを押します (図52)。
7. 片手だけを使って、2番目のビードをリムに
押し入れます。バルブステムを緩めます。
• リムとタイヤの間にチューブが挟まらない
よう注意してください (図53)。
8. バルブステムの底をビードとリムの間に挟
まらないようタイヤに押し入れます。
9. およそ半分の空圧になるまでタイヤに空気
を入れ、ビードがリムに正しく配置されてい
ることを確認します (図54)。
10. タイヤの空気をもう1度抜きます。
これによ
りチューブが挟まるのを防げます。
11. タイヤの側面に書かれている圧力までタイ
ヤに空気を入れます。空気を入れすぎない
でください。

タイヤ

図 50:
リムウェルの下にある
ビード

インナー
チューブ
リム
ビード
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図 51:
リムから外れた最初のビ
ードとチューブ

図 52:
インナーチューブをリム
に入れ、
リムに最初のビ
ードを押し込む

図 53:
タイヤとリムの間にチュ
ーブを挟みこむ

図 54:
リムの内側にインナーチ
ューブを入れ、
リムフック
にビードを入れる

サスペンション

体重、乗り方、個人的な好みに合うように
自転車のサスペンションの性能を調節で
きます。サスペンションシステムはそれぞ
れ異なります。サスペンション設定の推奨
事項については、
トレックのウェブサイト
(www.trekbikes.com/suspension) に掲載
されているサスペンション設定を参照して
ください。
サスペンションは完全には圧縮されるもの
ではありません。完全に圧縮してしまうと、
突然止まり、
コントロールを失う恐れがあ
ります。
サスペンションを調整すると、
自転車の旋
回や停止の動きが変わります。サスペンショ
ンの調整後は、
自転車の動きがよく分かる
まで交通量の少ない場所で慎重に確認して
ください。
月に1度、サスペンションに使用されている
すべてのボルトが正しく取り付けられている
か点検してください。

アクセサリー

本章ですでに説明されている部品の他に、
自転車には、泥除け、
ライト、
ラック、チェーン
ガード、補助輪、
スタンドなどのアクセサリー
が付いている場合があります。
月に1回、付属品が正しく取り付けられてい
るか点検し、パーツが緩んでいたりずれてい
たりした場合は、固定し直すか、
または修理
のため自転車を販売店へお持ちください。

ライトのバルブを取り付けるには
バルブには正しい電圧が明記されていま
す。
スペアや交換用バルブを購入する際は、
ライトに適切なものを選択してください。
1. ライトの後ろ側にあるレンズ固定スクリュー
を見つけます。
2. スクリューを反時計方向に回して取り外しま
す。
3. レンズを時計方向に1/4回転回します。
レン
ズアセンブリーをバルブアタッチメントから
引き抜きます。
4. バルブを反時計方向に回して取り外します。
バルブのガラスを割らないように気をつけ
てください。電線は、バルブアタッチメントの
根本から外さないでください。
5. 新品のバルブをわずかに固くなるところまで
ねじ込みます。
6. レンズをバルブアタッチメントに入れ、反時
計方向に1/4回転回します。
7. ライトの後ろ側にレンズ固定スクリューを挿
入し、締め付けます。

新しいバルブが点灯するかどうか確認してく
ださい。点灯しない場合は、電線が正しい位
置にあるか点検し、バルブが破損していない
ことを確認してください。
補助輪を調節するには
1. 自転車にタイヤに空気を適切に入れて、平
坦ででこぼこのない地面に置きます。
2. リアアクスルナットを緩めます。
「ホイール」
セクションに述べられている手順に従ってく
ださい。
3. 自転車をまっすぐに立てて、左右の補助輪と
地面の間の隙間が約6 mmになるようにしま
す。隙間は自転車の左右で同じになるように
してください。
4. チェーンのテンションを調整し、
アクスルナッ
トを締め付けます。
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フレームセット (フレームとフォーク)

フレームは、
フォークなどさまざまなパーツ
が取り付けられている自転車の中心パーツ
です。
フォークはフロントタイヤを支え、ハン
ドルによりコントロールを行います。
フレー
ムセットのメンテナンスは安全性にとって非
常に重要です。
フレーム、
フォークまたはそ
の他部品の作業を開始する前に、修理に関
する警告をお読みください。
フレームやフォークは、
スチール合金、
アル
ミ合金、
カーボンファイバー複合材などのさ
まざまな材料で構成されています。
自転車
がカーボンファイバー複合材で構成されて
いる場合は、9ページのカーボンファイバー
複合材をお読みください。
また、
フレームやフォークにはサスペンショ
ン部品が含まれています。
自転車にサスペ
ンションがある場合は、本章のサスペンショ
ンの節を参照してください。
一般情報
ボントレガー製フォークは、
自転車のコンピ
ューターセンサーを除いて、
フォークブレー
ド周辺に設置されたパーツとは互換性があ
りません。
フォーク部品の互換性について
は、販売店にご相談ください。
カーボンファイバー複合材のロードフレー
ムには、内部のチェーンリングを超えてチェ
ーンサックやオーバーシフトが起こった場合
の破損を防ぐためにチェーンステイガード
を常に付けてください。
粉体塗装などに使用される、
または直火な
どの過度の熱によって、
フレームセットのフ
レーム部品を結合している接着剤が破損す
ることがあります。
フレームを82°
Cを超える
温度にさらさないでください。
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円形または円柱形のシートポストの付
いたフレームセットでは、外径が27.12
～27,20 mm、29.12～29,2 mm、
または
31.45～31.60 mmのシートポストを入れる
よう設計された3つの一般的なシートラグの
サイズのいずれかが使用されています。設
置する前に、
シートポストがこの許容範囲に
適合するか測定する必要があります。適切な
潤滑油 (36ページ参照) を使用して、
シートラ
グやチューブにシートポストが固着しないよ
うにしてください。
フレーム部品を清掃する場合は、溶剤や腐食
性の化学薬品を使用しないでください。柔ら
かいぼろ布と中性洗剤と水を混ぜた溶液で、
ほこりや泥などの汚れを落としてください。
清掃用の業務用溶剤や塗料はがし剤を使用
すると、塗装が破損するだけでなく、
フレーム
部品を接続している接着剤も破損します。
圧入とねじはめ合いの許容範囲は非常に重
要です。大きすぎる、
またはゆがんだ部品を
押し入れるとフレームや部品が壊れる原因
になります。ネジ式留め具にトルクをかけす
ぎると、ネジがつぶれたり、部品が壊れたり
原因になります。挿入する前に、ボトムブラ
ケットとリアディレーラーのネジに汚れがな
く、
グリースが十分付けられていることを確
認してください。ネジの締め始めには、
スパ
ナではなく手を使ってください。
フレームから塗装をはがずには、特殊技術
が必要で、製造工場でのみ処理が可能です。
特殊フレームの特徴
アクセサリーを装着できるよう、
トレック独自
のフレーム設計があります。
例えば、
スピード
センサーをフレームに内蔵できるフォークが
あります
（図55および図56）
。
また、
スピード
コンセプトのフレームには、
トップチューブに
「スピードボックス」
の装着が可能です
（これ
は、
CPSC標準では許可されていないため、
標
準装備はしていません）
。
詳細については、
販
売店にご相談ください。
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点検
自転車に乗る前には必ず、
フレームおよびフ
ォークに破損の兆候がないか点検してくだ
さい。傷、ひび、へこみ、変形、
または変色が
あった場合は、破損の兆候があるため乗車
を止め、販売店に相談してください。

フォークの総点検を行うには

月に1度、
フレームのチェーンステイガード
が正しく設置され、
しっかり固定されている
か確認してください。外れたり破損している
場合は、販売店にて交換を行ってください。

調節
アルミニウムまたはカーボンファイバー複
合材製のフレームまたはフォークおよびア
ルミニウム部品 (ドロップアウトなど) はスチ
ールほど延性がありません。曲げたりねじっ
たりして部品を調整しようとしないでくださ
い。
アルミニウムまたは複合材の再調整は
不可能です。
フレームが破損した場合は、販
売店で査定してもらい修理または交換を依
頼してください。

1年に1度、
フォーク全体の点検を行ってくだ
さい。
フォークを自転車から取り外し、
ステア
ラーとクラウンを点検してください。ヘッドセ
ットベアリングの点検と同時に行うことがで
きます。ヘッドセットベアリングは、専用の道
具と技術が必要なので、慣れていない場合
は、販売店にご相談ください。

1. 自転車からフォークを取り外します。
2. ステアラーとフォークのクラウン部分を完全
にきれいにします。
3. 疲労や衝撃による破損の兆候がないか
調べます。

フレームまたはフォークの修理
フレームセットの種類によっては製造工場
にて不具合を修理することができます。
トレ
ック正規販売店を通じて、
フレームまたはフ
ォークを工場に搬送することになります。

反射材

図 55:
スピードセンサー内蔵型
フォーク

3カ月に1度、前後、ペダル、ホイール反射材
が正しく固定されていることを確認してく
ださい。すべての反射材が汚れなくきれい
な状態である必要があります。前方の反射
材は前面に向き、後方は後面に向いている
必要があります。ホイールの反射材は、
スポ
ークにしっかりと固定されている必要があ
ります。

図 56:
スピードセンサーの”デ
ュオトラップ”が内蔵でき
るチェーンステー

第3章調整
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第4章:注油
このセクションでは、潤滑油を注油しなけれ
ばならないパーツ、保守整備の頻度、および
簡単な手引きを記載しています。推奨グリ
ス、推奨オイルについては担当販売店にお
尋ねください。
さらに詳しい説明が必要な場
合は、必要に応じてこのマニュアルの他のセ
クションを参照するか、
または担当販売店に
ご相談ください。
ベアリングの整備には専用工具と特別な訓
練が必要ですので、販売店にて実施してく
ださい。ベアリングの一部は永久的に封入
されており、毎年グリスを入れ替える必要は
ありません。

ステム

1年に1度、
ステムに注油してください。

アヘッドステムの注油にはヘッドセットベア
リングの調整が必要になるため、販売店に
お任せください。
クイルステムに注油するには:

1. ステムをフレームから取り外します。
2. ステムを清掃し、古いグリスを拭き取ります。
3. ステムのフレーム内部に収まるクイル部分
に、
グリスを薄く塗布します。
ステムのくさび
にもグリスを塗布します。
4. ステムを取り付けます。

1. シートポストバインダーボルトを緩めるかク
イックリリースを開いて、
フレームからシート
ポストを取り外します。
2. シートポストとシートチューブ内側面を柔ら
かい布と清浄水を使って清掃します。
3. シートポストを乾かします。
シートポストをフ
レームに差し込みます。
4. サドルの高さを正しく調整し、向きを合わせ
ます。
シートポストバインダーボルトを締め
付けます。

ボトムブラケット

年に1回、ボトムブラケットベアリングのグリ
スを入れ替えてください。ベアリングの整備
には専用工具と特別な訓練が必要ですの
で、販売店にて実施してください。

チェーン

月に1度、チェーンに潤滑油を塗布してくだ
さい。チェーンの後ろ側に布をあて、他のパ
ーツに潤滑油が付かないようにしてくださ
い。塗布後、余分な潤滑油は布で拭き取って
ください。

ペダル

シートポスト

年に1回、ペダルベアリングのグリスを入れ
替えてください。ベアリングの整備には専用
工具と特別な訓練が必要ですので、販売店
にて実施してください。

金属フレームとアルミ製シートポスト

年に1回、
クランクアームにねじこまれている
ペダル軸のグリスを塗布し直してください。
ペダルには右と左があります。通常、ペダル
アクスルの端またはレンチをあてる面の文
字で示されています。

1年に1度、
シートポストに注油してくださ
い。
フレームとシートポストの素材に応じた
手順を使用してください。
1. シートポストバインダーボルトを緩めるかク
イックリリースを開いて、
フレームからシート
ポストを取り外します。
2. シートポストから使用済みのグリスを拭き取
ります。
3. シートポストのフレーム内に入る部分に、
グ
リスを薄く塗布します。
4. シートポストをフレームに差し込みます。
5. サドルの高さを正しく調整し、向きを合わせ
ます。
シートポストバインダーボルトを締め
付けるか、
クイックリリースをロックするか
します。
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カーボンファイバー製シートポスト、
またはカ
ーボンファイバー製フレーム

1. 右のペダルスピンドルを反時計方向に回し、
左のペダルスピンドルを時計方向に回して
ペダルを取り外します。
2. ねじ山に、
グリスを薄く塗布します。
3. 右のペダルを右のクランクアームに、左のペ
ダルを左のクランクアームに正しく取り付け
ます。
4. ペダルを締め付けます。

第4章:注油

ディレーラー

月に1回、
フロントとリアのディレーラーの
すべてのピボットポイントおよびリアディレ
ーラーのプーリーにチェーン用潤滑油を注
油します。

ヘッドセット

年に1回、ヘッドセットベアリングのグリスを
入れ替えてください。ベアリングの整備には
専用工具と特別な訓練が必要ですので、販
売店にて実施してください。

ブレーキとブレーキレバー

3か月ごとに、
ブレーキレバーピボットとブレ
ーキアーム取付ピボットに薄い機械油を塗
布してください。

ホイール

年に1回、ホイールベアリングのグリスを入
れ替えてください。ベアリングの整備には専
用工具と特別な訓練が必要ですので、販売
店にて実施してください。

年に1回、ホイールのクイックリリースに注
油してください。化学合成潤滑油または薄
い機械油を2～3滴、
クイックリリースレバ
ーとクイックリリース本体の関節部に注油
します。

サスペンションフォーク

月に1回、ロワーレグがその上を摺動するフ
ォークレグに薄い機械油を塗布します。油分
が多すぎる場合はフォークを清掃してくださ
い。整備は販売店にご相談ください。

リアサスペンション

フルサスペンション装備の自転車の場合、
シ
ョックまたはピボットには潤滑油を塗布し
ないでください。何か問題が発生した場合
は、販売店にご相談ください。

ワイヤー

ワイヤーを取付ける際は、潤滑油を塗布し
てください。
カンチレバーブレーキのワイヤー取り付け
には特殊な工具と訓練が必要ですので、販
売店にて実施してください。

ワイヤーを取り付けるには
1. 使用済みのワイヤーを取り外す前に、
フレー
ム上のどこを通してあるか覚えておきます。
ワイヤークランプボルトを緩めて、傷んだワ
イヤーを取り外します。
2. 新品のワイヤーにグリスを塗布します。新品
のワイヤーを使用済みのワイヤーと同じ経
路で取り付けます。
3. インナーワイヤーの鉛玉付きエンドがレバ
ーの中に正しく取り付けられていること、お
よびアウターワイヤーがレバーに正しく挿入
されていることを確認します。
・ワイヤーをブレーキに取り付ける際に、必
要に応じてブレーキを再調整してください。
4. ねじ山が隠れるまでバレルアジャスターを
時計方向に回します。
・シフトワイヤーの場合は、
シフトレバーを
ワイヤーに最もテンションのかからない位
置にします。
・ブレーキワイヤーの場合は、次の作業を行
う間は、
ブレーキを閉じた状態にしておいて
ください。
5. ワイヤークランプボルトを6～8 N•mで締め
付けます。
6. ワイヤーがクランプボルトから51 mm以上
はみ出さないように余分なワイヤーを切断
します。
7. ワイヤーの端にメタルキャップを圧着する
か、
または少量のはんだを付けて、ほつれを
防止します。
8. 説明に従って調整します。

第4章:注油
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詳細情報

保証

お手持ちの自転車や自転車の整備について
さらに知識をご希望の場合、お住まいの地
域に多くの情報源があります。

ご購入の自転車には限定生涯保証が適用
されます。詳しくは販売店にご相談いただ
くか、
トレック・ジャパン公式サイト
www.trekbikes.co.jpにてご確認ください。

まず、地元のバイク販売店に相談してみまし
ょう。販売店は、地元のコミュニティーでの自
転車とライディングに関する幅広い経験を
持っているため、あなたの疑問に答えたり、
新しい自転車での走行を楽しむ場所を探す
お手伝いができます。ほとんどの販売店は、
広汎な内容を扱う修理マニュアルをはじめ、
自転車に関する書籍も販売しています。

次に、地元の公立図書館に行ってみましょ
う。図書館の多くは自転車の乗り方、
レース
参加の方法、
自転車の安全、
自転車整備など
についての書籍を所蔵しています。

その次は、インターネットを見てみましょう。
あなたの自転車についてのオンラインの情
報源として、最良のものはこのマニュアルに
付属するCDです。インターネットにアクセス
すれば、当社ウェブサイトにCDから直接アク
セスできます。CDにはまた、あなたの自転車
のパーツを作っている会社の一部について、
リンクも収録されています。
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