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Line 31.6 ドロッパーポストのパーツリスト

品名 説明 品番
1 カートリッジ W564494 (100mm)

W564493 (125mm)
W564492 (150mm)

2 ダストシール W554232
3 アッパーブッシュ

572185
4 ロワーブッシュ
5 バンプストップ W532638
6 カートリッジ固定用ボルトとナ

ット
572186

7 アクチュエーターアセンブリ W562529
8 キーウェイ (x2) 572184
9 カラー固定用リング 該当なし
10 トラベルリデューサー W564788 (30mm)
11 トラベルリデューサー W564787 (10mm)
12 ロワーチューブ 該当なし
13 サドルクランプ 582217
14 アッパーチューブ 該当なし



2

Line Elite 34.9 ドロッパーポストのパーツリスト

品名 説明 品番
1 バレルナット

5263424

2 アッパープレート
3 スプリング
4 ロワープレート
5 ワッシャー (x2)
6 M6xL33 ボルト (x2)

7 アッパーシートポストチ
ューブ

該当なし

8 プラスチックキー (x3) 586439
9 スタビライザーチューブ 該当なし*
10 ダストシール 597151
11 カラー固定用リング 該当なし
12 アッパーブッシュ 582427
13 Oリング 該当なし*
14 ロワーブッシュ 582422

15 ロワーシートポストチ
ューブ

該当なし

16 M6 固定用ボルト 582419
17 上側ナット 該当なし*
18 カートリッジ 597152 (100mm)

593599 (150mm)
597153 (170mm)
597154 (200mm)

19 ボトムアウトバンパー **
20 カートリッジ固定用ナ

ット
**

21 ダストフォーム

アセンブリは 
5265372

22 スライダー
23 アクチュエーターコネ

クタリンク
24 アクチュエーターメイン

リンク
25 アクチュエーターショー

トピン
26 アクチュエーターロン

グピン (x2)
27 ロワーアクチュエータ

ーハウジング
28 トラベルリデューサー 

(30mm)
W597162

29 トラベルリデューサー 
(10mm)

W597161

*参照用。サービス用には非提供。
**取付け済み＆カートリッジに付属、販売店/お客様による
分解は禁止。
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Line Elite 31.6 ドロッパーポストのパーツリスト

品名 説明 品番
1 アクチュエーターアセン

ブリ
W569797

2 ロワーチューブ 該当なし

3 アッパーチューブ 該当なし
4 ロワーレールクランプ

582216

5 アッパーレールクランプ
6 ナット (x2)

7 サドルレールクランプボル
ト (x2)

8 スレッドマウントアダプ
ター

*

9 バンパーストップ *
10 カラー固定用リング 該当なし

11 ダストシール W554232
12 アッパーブッシュ 596886
13 キー (x2) 572184
14 ロワーブッシュ 596886

15 カートリッジ W564865 (100mm)
W564866 (150mm)
W564867 (170mm)
W564868 (200mm)

16 六角ソケットボルト W569753
17 トラベルリデューサー 

(30mm)
W564788

18 トラベルリデューサー 
(10mm)

W564787

*取付け済み＆カートリッジに付属、販売店/お客様による分
解は禁止。
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Line ドロッパーポストのサービス

メカニックまたは基本的なメカの技術、ツール、知識のある
お客様向け。

•Line ドロッパーポストをきれいに保ちましょう。製品の寿命
を伸ばせます。

•半年おきのサービス（5ページ）では、内部をグリスアップし
ます。

指定の走行距離または時間のいずれかあな
たの走行環境に適した方でサービスを行って
ください。

月
ライドごと 新車、初サ

ービス
3 6 9 12 24

時間 25 50 75 100 200
スタンチョンを糸くずのでない布できれいにする ■ ■
シートポストの掃除とグリスアップ ■ ■
オーバーホール ■

トラベルリデューサーの取付け

注: 10または30mmのトラベルリデューサーではなく、ヘッ
ドセットスペーサーを重ねてトラベルを減らしてはいけま
せん。

1. ドロッパーポストを半分の長さまで縮めます。

2. カラー固定用リングを反時計回りに緩め、ロワーチューブ
から取り外します。

3. アッパーブッシュを引き抜きます。

4. トラベルリデューサーをアッパーブッシュの下に取り付け
ます。

5. トラベルリデューサーをロワーチューブにスライドさせま
す。

注: トラベルリデューサーのキーをロワーチューブのキー溝
と合わせてください。

6. アッパーブッシュを元の位置にスライドさせます。

7. ロワーチューブのカラー固定用リングを3〜5Nmで締め
付けます。

 o  半年おきのサービス（5ページ）を行うこと
で、ドロッパーポストの機能とスムーズな動
作が保たれます。

•オーバーホール（5ページ）では、ドロッパーポスト内のすべ
ての消耗品を交換します。そうすることで、スムーズな動
作が保たれ、好ましくないガタを減らせます。
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半年おき - 清掃とグリスアップ

1. サドルを取り外す前に、ポジションを記録しておきます。

2. サドルクランプをシートポストヘッドから取り外します。

3. アッパーカートリッジ固定用ボルトを取り外します。

4. ドロッパーポストを逆さまにした状態で、アクチュエータ
ーを反時計回りに緩め、アクチュエーターとカートリッ
ジを取り外します。

5. カラー固定用リングを反時計回りに緩め、ロワーチューブ
から取り外します。

6. ロワーチューブをスライドさせ、汚れたグリスを布とイソプ
ロピルアルコールできれいにします。

7. アッパーチューブ、アッパーおよびロワーブッシュ、キーを
布とイソプロピルアルコールできれいにします。

8. アッパーおよびロワーチューブのスライド部表面にグリス
を塗ります。

 a.  スライド部表面: グリスをたっぷりと塗ります。
 b.  アッパーブッシュの上側: シールにグリスを薄く塗りま

す。

9. アッパーおよびロワーチューブを組み立てます。

注意: アッパーチューブのキー溝にキーを入れ、ロワーチュ
ーブのロゴをドロッパーポストの後ろに向けてください。

10. ロワーチューブのカラー固定用リングを3〜5Nmで締め
付けます。

11. カートリッジとアクチュエーターを取り付け、5Nmで締
め付けます。

12. カートリッジ固定用ボルト (6) を取り付け、3Nmで締め
付けます。

13. サドルとサドルプレートを取り付け、9Nmで締め付けます。

1年おき - オーバーホール

1. サドルを取り外す前に、ポジションを記録しておきます。

2. サドルクランプをシートポストヘッドから取り外します。

3. アッパーカートリッジ固定用ボルトを取り外します。

4. ドロッパーポストを逆さまにした状態で、アクチュエータ
ーを反時計回りに緩め、アクチュエーターとカートリッ
ジを取り外します。

5. カラー固定用リングを反時計回りに緩め、ロワーチューブ
から取り外します。

6. ロワーチューブをスライドさせ、汚れたグリスを布とイソプ
ロピルアルコールできれいにします。

7. アッパーチューブをきれいにします。

8. アッパーおよびロワーブッシュ、キー、カラー固定用リング
をシールとともに取り外します。

9. チューブを布とイソプロピルアルコールできれいにします。

10. シールをカラー固定用リングから取り外します。

11. カラー固定用リングをロワーチューブにねじ込み、真ん
中にあるカラーを固定します。同時に、タイヤレバーで古
いシールを取り外します。

12. 新しいシールをカラー固定用リングに押し込みます。

13. カラー固定用リング、シール（手順9より）、アッパーおよ
びロワーブッシュ、キーを取り付けます。

14. アッパーおよびロワーチューブのスライド部表面にグリ
スを塗ります。

 a.  スライド部表面: グリスをたっぷりと塗ります。
 b.  アッパーブッシュの上側: シールにグリスを薄く塗り

ます。

15. アッパーおよびロワーチューブを組み立てます。

注: アッパーチューブのキー溝にキーを入れ、ロワーチュー
ブのロゴをドロッパーポストの後ろに向けてください。

16. ロワーチューブのカラー固定用リングを3〜5Nmで締め
付けます。

17. カートリッジとアクチュエーターを取り付け、5Nmで締
め付けます。

18. カートリッジ固定用ボルトを取り付け、3Nmで締め付け
ます。
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カートリッジの交換

1. サドルクランプをシートポストヘッドから取り外します。

2. アッパーカートリッジ固定用ボルトを取り外します。

3. ドロッパーポストを逆さまにした状態で、アクチュエータ
ーを反時計回りに緩め、アクチュエーターとカートリッ
ジをドロッパーポストから取り外します。

4. アクチュエーターを反時計周りに緩め、アクチュエーター
とカートリッジ固定用ナットをカートリッジから取り外
します。

5. カートリッジ固定用ナットとアクチュエーターをカートリ
ッジに取り付け、2Nmで締め付けます。

6. カートリッジとアクチュエーターを取り付け、5Nmで締め
付けます。

7. カートリッジ固定用ボルトを取り付け、3Nmで締め付け
ます。

トラブルシューティング

症状例: ハンドルバーのレバーを押してもドロッパーポスト
が作動しない。
  解決策: ケーブルアジャスターを回してケーブルの

テンションを調整します。
  解決策: ケーブルとハウジングを交換します。

症状例: ドロッパーポストが好みの高さで固定されない。
 解決策: カートリッジを交換します。

症状例: ドロッパーポストの前後方向にガタがある。
  解決策: 固定用カラーを5Nmで締め付けます。
 解決策: ブッシュを交換します。

  解決策: オーバーホールを行い、ブッシュを交換し
ます。

症状例: ドロッパーポストの横方向にガタがある。
  解決策: オーバーホールを行い、キーを交換します。
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ドロッパーレバーの組み立て


