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ハードウェア トルク

11 – ダンパーマウントボルト  7Nm

13 – IsoStrut リアアクスル 10Nm

14 –  IsoStrut  
エンドキャップボルト 10Nm

15 –  IsoStrut  
フロントスクリュー  5Nm

16 – メインピボットアクスル 23Nm

17 – ディレーラーナット 23Nm

コンポーネント

 1 – IsoStrut

 2 – フレームキャリッジ

 3 – ストラットオイルフィルプラグ

 4 – リアマウントスリーブ

 5 – キャリッジワイパーブッシュ 

 6 – フォームリング

 7 – キャリッジワイパーシール

 8 – ダンパーボディースリーブ

 9 – ガイドブッシュ

10 – Oリング

12 – キャプティブナット
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必要な工具
•  ラジオペンチ
• きれいなシリンジ

•  フォークバスオイル
（10wt）

•  トルクレンチ（5–10Nm）

 1. プラグが固着している場合は、ペンチでプラグを
IsoStrutから慎重に引き抜いてください。

 2. キャリッジのシール内側にオイルを少量塗布 
します。

 3. ストラット上のOリングを下ろした状態
で、IsoStrutをスイングアームのキャリッジに 
挿入します。

 注  バイクをすでにお使いの場合は、 
スイングアームキャリッジ内側のブッシュが摩耗
しているか点検してください。摩耗している場合
は交換します。 

 4. ダンパーボディーアイレットがキャリッジ取付穴
の中心と並ぶまで、ストラットをキャリッジに 
挿入します。

2 ISOSTRUTの取付 2  IsoStrutの取付 

 5. マウントボルト、ガイドブッシュ、ボディースリーブ
を図のように並べて組み立て、Oリングにひびや
破れなど摩耗の兆候があるか点検します。
バイクをすでにお使いの場合は、汚れを確認し、
ハードウェアを掃除してください。

Oリング
ガイドブッシュ

ボディースリーブ

マウントボルト

 6. キャプティブナット内のOリングに摩耗や汚 
れがあるか点検します。必要に応じて掃除するか
交換してください。

Oリング

 注  これらOリングはパーツ番号588512で
個別に入手できます。

 7.  ダンパーボディーマウントボルト一式を図の通 
りに組み立てます。

キャプティブナット アッパーガイドブッシュ

ロワーガイドブッシュ

マウントボルト

ボディースリーブ

 8.  マウントボルト一式をマウント下側から通します。

 9.  アッパーガイドブッシュを上側に取り付けます。

10.  Oリングがストラット後部の溝 
にはまっていることを確認します。

11.  キャプティブナットを取り付け、7Nmで締め付 
けます。
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必要な工具
• 長めの六角レンチ
• M5 六角レンチ

• M6 六角レンチ
• トルクレンチ

 注  この組付では、 
メインピボットベアリングとスリーブを取り付
け、IsoStrutをスイングアームに装着済 
みであることが前提です。

 1. シートポストをバイクスタンドで固定します。

 2. スイングアームをフロントトライアングルに配置
します。

 3.  配置する際、IsoStrut後部のアクスルと 
エンドキャップボルトを締め付けないでください。

 4.  配置する際、IsoStrut前部のスクリューと 
ワッシャーを締め付けないでください。

5. 六角レンチをドライブ側から 
メインピボットベアリングに挿入します。

ポイント: 長めの六角レンチなどを使うと、 
メインピボットジョイント両側でワッシャーを配置 
しやすくなります。

3 スイングアームのフロントトライアングルへの組付2  IsoStrutの取付 

12.  ストラットを上に向けたまま、シリンジを使って
15mlのフォークバスオイルでIsoStrutを充 
します。

 注  この作業は、走行100時間後のシール
交換およびブッシュ点検の一部として、新しい 
バスオイルを補充することでも行えます。

13.  オイルプラグをIsoStrut後部にしっかりと押し込
みます。プラグがIsoStrutの開口部 
にしっかりはまっていることを確かめてください。

14.  コンプレッションスリーブをストラットキャップに
取り付けます。

 注  コンプレッションスリーブにストラット
後部のハードウェアを通せない場合は、プラグが
IsoStrutの開口部に完全にはまっていません。

15.  作業後、一式から余分なオイルを拭き取ります。
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3  スイングアームのフロントトライアングルへの組付 

 6. メインピボットボルトワッシャーを 
フロントトライアングルとノンドライブ側 
スイングアームとの間に挿入します。六角レンチ
をワッシャーに通します。

 7. メインピボットボルトをノンドライブ側の六角 
レンチとワッシャーに通してピボットベアリング
に挿入します。これにより、ワッシャーとボルトを
保持できます。六角レンチを抜き取ります。

 8. もう1つのメインピボットボルトワッシャーを 
フロントトライアングルとドライブ側 
スイングアームとの間にドライブ側から挿入 
します。六角レンチをワッシャーに通します。

 9. 六角レンチを通したまま、メインピボットボルトを
両側のワッシャーに通し、チェーンステーのネジ
山に挿入します。アクスルを締め付ける際は、 
ネジ山を潰さないよう注意してください。

10. 2本の前側ボルトを5Nmで締め付けます。

11. 後部のアクスルを10Nmで締め付けます。

 注  ワッシャーがスクリューの頭の下 
にあることを確認してください。

12. ドライブ側のキャプティブナットを取り付け、 
メインピボットアクスルを23Nmで締め付けます。

必要な工具
• 小さい結束バンド
• M4 六角レンチ

• 小型のトルクレンチ

 1. リアブレーキホースをボトムブラケットのケーブル
配線ホールに通します。

 2. リアブレーキをチェーンステーに取り付けます。

 3. リアブレーキホースをチェーンステーの 
ケーブルガイド2個に通します。

 4. 結束バンドでホースをケーブルガイドに緩く固定
します。ホースを取り付けやすくするため、結束 
バンドをまだ締め付けないでください。

 5. ホースをダウンチューブ上方へ通し、 
ヘッドチューブ左側の穴から出します。

4 リアブレーキとホースの取付
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必要な工具
• ピックツール
• 小さい結束バンド

• トルクレンチ
•  六角レンチ 
（リアディレーラー 

取付用）

 注  この作業は、ボトムブラケットを 
未装着であると想定して行います。 
ボトムブラケットを取付済みの場合、ケーブルを
BBの穴に入れ、ヘッドチューブのリアケーブル 
配線用穴から出します。

 1. ヘッドチューブのケーブル取入口にケーブルを挿
入し、ダウンチューブ下方に向け、リアケーブル配
線用穴から出します。

 2. ケーブルをリアケーブル配線用穴に通し、 
ドライブ側のチェーンステーの穴から出します。

ポイント: ピックツールを使うとケーブルを 
チェーンステーの穴から取り出しやすくなります。

 3. 結束バンドでケーブルをケーブルガイドに緩く 
固定します。ケーブルを取り付けやすくするため、
結束バンドをまだ締め付けないでください。

 4. リアディレーラーをチェーンステーに取り付 
けます。製造ブランドの指定トルクに従い、締め
付けます。

 5. 製造ブランドの推奨方法に従い、ディレーラーを
調整します。

5 リアディレーラーとケーブルの取付

必要な工具
• M4 六角レンチ
• トルクレンチ

• 結束バンド切断用 
ツール

 1. シートチューブの底部で、2個のハウジングを 
グロメットにパチンと留めます。

 2. センターケーブルガイドプレートを取り付 
けます。2Nmのトルクでボルトを締め付けます。

 3. 結束バンドをきつく締め、ケーブルをフレームの近
くで固定します。

6 デュアルケーブルガイドグロメットの取付
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必要な工具
• M4 六角レンチ
• 切断用ツール
•  六角レンチ（ステムの 

トップキャップ取付用）

•  六角レンチ 
（ロックアウトスプール

のイモネジ取付用）
• トルクレンチ

 1. リモートロックアウトにケーブルを取り付けます。

 2. ケーブルをIsoStrut前にあるトップチューブ裏側
の穴に通し、ヘッドチューブのドライブ側の穴 
から出します。

 3. ヘッドチューブ側で、ワイヤーをケーブルの中に
通します。

 4. IsoStrut側で、フェルールをワイヤーに通します。

フェルール

 5. ワイヤーをケーブルストップの溝に通します。

 6. ロックアウトのスプール（ワイヤー巻取用 
プーリー）にワイヤーを通し、イモネジを取り付
けます。

ドライブ側 ノンドライブ側

 7. ロックアウト機構が正しく作動することを確 
かめます。

 8. ワイヤーを適切な長さ（20-30mm）で切り、端部
にエンドキャップを被せて潰します。

7 ロックアウトケーブルの配線 8 ケーブルの配線

トップチューブに通した
ショックの 

ロックアウトケーブル

ドロッパーポスト
（使用する場合）

ドライブ側 
チェーンステーに通した 

リアディレーラーケーブル

リアブレーキホース
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エアボリュームスペーサーの交換 

必要な工具
•  BSA レンチ型BBツール
• スパナプライヤー
• Loctite Blue 243

• 平行プライヤー
• トルクレンチ
• ショックポンプ
• スペーサー

 1. ショックポンプでショック内の空気圧を確認 
します。この空気圧は手順18で使うので、メモ 
します。

 2. エアバルブからエアを少しずつ抜きます。

ポイント: ネガティブスプリング側に多少のエアを残す
必要があるため、ショックを圧縮させる必要 
はありません。

 3. IsoStrut前側のボルト2本とワッシャーを取り外
します。

 4. リアストラットピンを緩めますが、取り外 
さないでください。

 5. レバーを反時計回りに動かし、オープンの位置 
にします。

9 エアボリュームスペーサーの取付手順  エアボリュームスペーサーの取付手順

 6. サドルに座り、ショックを圧縮させます。IsoStrut
の前側がトップチューブから離れる方向に動
き、BSA30 ツールを使うためのスペースが生 
まれます。

警告: 先端の開いたツールでロックリングを緩める際、
トップチューブに傷がつかないよう細心の注意を払 
ってください。

 7. BSA30 ツールでロックリングを緩め、 
ストラットステーションボディーから緩めて外 
します。

ポイント: この作業は、ショックを圧縮している間に行
うと簡単です。

 8. ロックリングがショックから外れたら、ショック 
前端が前方に動き、Oリング、円形の金属 
プレート、スペーサーが現れます。

 9. ショックのネジ山とロックリングから汚れや 
接着剤の残りを取り除きます。

10. 円形の金属プレートをIsoStrut側へ移動 
させます。スパナプライヤーで 
エアボリュームスペーサーを外します。

11. 新しいスペーサーをダンパーシャフトに取り付
けます。

12. スペーサーのサイズ次第では、 
スパナプライヤーまたは平行プライヤーを使い、
スペーサーを固定します。
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99  エアボリュームスペーサーの取付手順

13. スペーサーがアッパーエアキャップにはまると、「
パチン」という音が聞こえるはずです。

14. Loctite Blue 243をネジ山の最低2山分、60-90度
の範囲に塗ります。

15. サドルの後ろに立ち、持ち上げてショックを伸 
ばします。これにより、ロックリングがストラットと
接触します。

16. BSA30 ツールでロックリングをストラットへ締め
付けます。

ポイント: この作業では、リアタイヤの上に座って 
バイクのバランスを取るとうまく行えます。

17. ロックリングを締め付ける中、ストラットの 
アッパーエアキャップの向きを決めます。トルクを
掛ける前に、正しい向きを決め、フレームとの 
クリアランスを確認してください。

 注  エアスプリングバルブとフレームとの
クリアランスを十分に設け、ショックポンプ 
がぶつからないようにします。

ポイント: アッパーエアキャップはお好みの向きに 
セットできます。ただし、フレームとのクリアランスを必
ず確認してください。

 エアボリュームスペーサーの取付手順

18. BB レンチの穴にトルクレンチを取り付け、 
ロックリングを17Nmで締め付けます。

17Nm

19. ストラットを走行準備の整った位置に取り付け、
エアキャップの正しい向きを確認します。必要に
応じて調整します。

20. 前側のストラットマウントスクリューにグリスを薄
く塗布し、取り付けます。ワッシャーがスクリュー
の頭の下にあることを確認してください。 
スクリューを5Nmで締め付けます。

21. リアストラットアクスルを10Nmで締め付けます。

22. ショックポンプで手順1の空気圧の値までエアを
入れます。

23. 乗り手の体重に合わせ、サグを正しく出します。
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必要なツール（シール）
• シールおよびブッシュ圧入ツールセット（ペア） 
部品番号593490
• 1インチ（25.4mm）のポリアセタール製の棒
• ヘッドセット圧入ツール

必要なツール（ブッシュ）
• Unior スライドハンマー 部品番号: 689/2B1-US
• 30-36 拡張コレット
• ブッシュ取付用ツール
• ブッシュ計測器

 1. ポリアセタール製の棒でフロントシールを引き抜
きます。

ポイント: シールを取り外すには、棒をキャリッジ内で
動かすと良いかもしれません。

 2. フォームリングを取り出します。

 注  キャリッジ前側にはフォームリングが1
個だけあります。キャリッジ後側にはありません。

 3. ポリアセタール製の棒でリアシールを引き抜 
きます。

シールのみを交換する場合は、23ページの『 
ワイパーシールの取付』をご覧ください。
シールとブッシュの両方を交換する場合は、手順 
4へ進んでください。

 4. スライドハンマーをコレットと共にキャリッジ 
前端内側に取り付けます。

10 キャリッジのワイパーシールとブッシュ  キャリッジのワイパーシールとブッシュ

 5. コレットをねじ込み、ブッシュのリップと噛み合 
わせます。

ポイント: キャリッジ内側にあるブッシュのリップと噛
み合わせないよう注意してください。ブッシュだけと噛
み合わせます。

 6. スライドハンマーを動かし、ブッシュを取り外 
します。

 7. リアブッシュを取るには手順4から6までを繰り返
します。

 8. きれいなで乾いた布でブッシュが収まる穴から汚
れを拭き取ります。

 9. 新しいブッシュをブッシュ取付ツールに取り付 
けます。

シール

ブッシュの圧入にはツールのこちら
側を使います。

シール＆ブッシュ圧入ツール

ブッシュ

シールの圧入にはツールのこちら側
を使います。

10. ブッシュを付けた両方のツールをキャリッジの 
前側と後側に取り付けます。

11. ヘッドセット圧入ツールをキャリッジの前側（ 
ハンドル側をキャリッジ前側に向けて）から挿入
します。
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10  キャリッジのワイパーシールとブッシュ

12. キャリッジの後端で、ヘッドセット圧入ツールの
下側部品を取り付けます。

13. ヘッドセット圧入ツールを回転させ、ぴったり 
フィットさせます。圧入ツール、ブッシュ取付 
ツール、ブッシュが正しく並んでいることを確認 
します。圧入ツールを回し、ブッシュを圧入 
します。

 注  キャリッジの前後で隙間が異 
正常です。

14. 圧入ツールを抵抗が感じられるまで締め付 
けます。抵抗を感じられたら、圧入ツールと 
ブッシュ取付ツールを外し、ブッシュが正しく圧入
されているか点検します。 
 
ブッシュがキャリッジの奥までしっかりと圧入 
されているか確認してください。ブッシュ最上部
からブッシュ上側の段差までの長さは次の通 
りです:  
 
• 前側 = 16.9mm 
• 後側 = 10.5mm

16.9mm前側

10.5mm
後側

15. キャリッジの前側でブッシュサイズ計測器を使
い、ブッシュの大きさを測ります。

重要: グリスを使わないでください。

重要: 使用前にサイズ計測器のヘッド 
がきれいであることを確かめてください。

16. 手順14を前から後ろに、そして後ろから前に、3、 
4回繰り返します。

 注  サイズ計測器を左右どちらに回しても
構いません。

 1. キャリッジ内側のシール表面から汚れを拭き取
ります。

 2. 両方のキャリッジワイパーシールをブッシュと 
シールツールに取り付けます。

シール

ブッシュの圧入にはツールのこちら
側を使います。

シール＆ブッシュ圧入ツール

ブッシュ

シールの圧入にはツールのこちら側
を使います。

 3. シールを付けた両方のツールをキャリッジの前側
と後側に取り付けます。

 4. ヘッドセット圧入ツールをキャリッジの前側 
（ハンドル側をキャリッジ前側に向けて）から挿

入します。

 5. キャリッジの後端で、ヘッドセット圧入ツールの 
下側部品を取り付けます。

 6. ヘッドセット圧入ツールを回転させ、ぴったり 
フィットさせます。圧入ツール、シール取付 
ツール、シールが正しく並んでいることを確認 
します。圧入ツールを回し、シールを圧入します。

 7. 圧入ツールを抵抗が感じられるまで締め付 
けます。抵抗を感じられたら、圧入ツールと 
シール取付ツールを外し、シールが正しく圧入 
されているか点検します。

 8.  各端のシールとキャリッジとの間に隙間 
がないことを目視で点検します。

11 ワイパーシールの取付
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 9. フォームリングをフォークバスオイルに浸します。

10. フォームリングをキャリッジ前側に取り付けます。

これでIsoStrutの取付準備（4ページ参照）は 
完了です。

 ワイパーシールの取付




