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ギアボックスの取外し

1. ドライブパックを取り外します。

2.	 リアホイールを取り外します。
3.	 左右のクランクアームを取り外します。
4.	 フロントチェーンリングを取り外します。
5.	 ドライブパックの穴の中から、BB	スタビライザー

を取り外します。

ボトムブラケットスタビライザー

6.	 ギアボックスカバーから2本のネジを外し、	
カバーを取り外します。

7.	 後ろ側のギアボックス用T30	ネジ2本を取り外	
します。

8.	 前側のギアボックス用T30	ネジ2本を完全に外
れない程度に緩めます。

9.	 ギアボックス後部を下向きに回し、センサーと	
コントローラーのコネクタが見えるようにします。

後ろ側の	
ネジを外す

前側のネジを緩
める

10.	センサーとコントローラーのコネクタを	
ギアボックスから外します。

警告: これらのコネクタを外すことで、偶発的な破損
を防ぐことができます。コネクタを外さないと、 
ギアボックスのコネクタ用ソケットが破損する恐 
れがあります。

コントローラー

速度センサー

11. 前側のギアボックス用T30	ネジ2本を外し、	
ギアボックスと取り外します。

 注 		ゴム製ハンマーでBB	アクスルの片側を	
交互に軽く叩くと、ギアボックスを取り外	
しやすくなります。

警告: ギアボックスは重たいです。最後のネジを外 
している間、ギアボックスが落下 
しないようにしてください。落下させてしまうと、 
ギアボックスが破損する恐れがあります。
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重要: これらのコンポーネントのいずれかを交換した 
場合は、ファームウェアをアップデートし、 
ドライブシステムが正しく作動することを確認 
してください。

	 2021	Domane+	ALR	サービスマニュアル

 注 		このマニュアルには、Fazua	バッテリー	
およびドライブユニットを搭載したDomane+	ALR	
専用の特徴やコンポーネントが記載されています。

Domane	フレームおよびコンポーネントの情報	
については、2020	Domane	サービスマニュアルをご
覧ください。
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速度センサーの取外し

1. リアホイールを取り外します。

2. ドライブパックを取り外します。

3. ギアボックスを取り外します（1ページ目	
ギアボックスの取外しをご覧ください）。

4. ダウンチューブの中にあるリアブレーキホースを
プラスチックガイドから取り外し、	
センサーケーブルを外しやすくします。

5. 結束バンドの位置や速度センサーケーブルの	
配線状態をメモしてから、結束バンドを切断	
します。

結束バンド

6. 取付用ネジ、センサー、スペーサーを	
ドロップアウトから取り外します。

 注 		センサー下のスペーサーの向きをメモ	
しておくと、後の取付に便利です。スペーサーは	
ドロップアウトの溝にはまります。

ES
LF

溝
スペーサー

7. ケーブルを取り外す前に、ギアボックスマウント
内で余ったセンサーケーブルの配線状態をメモ
しておきます。取付時に、この配線を再現	
するようにしてください。

8. チェーンステーでブレーキホースを	
センサーケーブルから遠ざけ、センサーケーブル
を優しく引き抜きます。

9. ケーブルをボトムブラケットから押し込み、必要
に応じてブレーキホースを動かして抵抗を減	
らしましょう。

警告: ブレーキホースは簡単に破損 
することがあります。ブレーキキャリパーの固定用 
ボルトを緩めるか取り外して、ホースを動 
かしやすくしてください。

ギアボックスの取付

重要: お持ちであれば、Fazuaの交換用ネジを使用 
してください。外したネジを再度使用する場合は、ネジ
を掃除してから、ネジ緩み防止剤を新たに塗布 
してください。

1. 前側のT30	ネジ2本でギアボックスを仮止	
めします。

2. 速度センサーとコントローラーのケーブルを正	
しいコネクタに接続します。

コントローラー

速度センサー

3. ギアボックスを上向きに回し、後ろ側のT30		
ネジ2本を取り付けます。

 注 		センサーとコントローラーのケーブルが
ギアボックスとマウントに挟	
まれないようにしてください。

4. ギアボックスのネジ4本を8.0〜8.5Nmのトルクで
締め付けます。

5. ギアボックスのカバーを取り付けます。

6. ドライブパックの穴の中から、BB	スタビライザー
を取り付けます。

7. フロントチェーンリングを取り付けます。

8. 左右のクランクアームを取り付けます。

9. ドライブパックを取り付けます。

ボトムブラケ
ットスタビラ
イザー
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6. ギアボックスを取り付けます（2ページ目	
ギアボックスの取付をご覧ください）。

 注 		センサーケーブルをギアボックスの	
マウント内に丁寧に収め、挟	
まないようにしてください。

7. ギアボックスを取り付ける際、速度センサーの	
コネクタを正しい位置に接続します。

 注 		コントローラーのコネクタを先に接続	
しておいてください。

8. リアブレーキホースをダウンチューブ内の	
プラスチックガイドにh取り付けます。

速度センサー

9. リアホイールを取り付けます。

10. ドライブパックを取り付けます。

コントローラーの取外し

1. ドライブパックを取り外します。

2. ダウンチューブ上端で、ロッカー機構の高さに印
を付けます。

3.	 ロッカー機構を取り外します。

ロッカー機構	
をこの	
ハウジング	
から取り外す	
（ダウンチューブ
上側）

4. 61cmのフレームサイズでは、フロントフォークを
取り外します。

5. ギアボックスを取り外します（1ページ目	
ギアボックスの取外し	をご覧ください）。

6. ダウンチューブ内のコントローラーケーブルの	
配線状態をメモに残し、	
コントローラーケーブルをプラスチックガイド	
から取り外します。

速度センサーの取付

1. リアホイール、ドライブパック、ギアボックスを取
り外した状態で、リアブレーキホースを	
ダウンチューブ内のプラスチックガイドから取り
外し、センサーケーブルを取り付けやすくします。

2. チェーンステーでブレーキホースを必要に応じて
動かし、センサーケーブルを優しく挿入します。

 注 		ケーブルを挿入しながらチェーンステー
の穴で回転させると、取り付けやすくなります。

3. センサーケーブルを十分にたるませた状態で	
ボトムブラケットから引き抜き、ギアボックスに	
接続します。

速度センサーの	
ケーブル

4. M4	ネジでスペーサーとセンサーを	
ドロップアウトに取り付けます。

	 スペーサーはドロップアウトの溝にはまります。

ES
LF

溝
スペーサー

5. 新しい結束バンドでケーブルをドロップアウトに
固定します。

結束バンド
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4. スポークの首などを使い、コネクタを	
ダウンチューブに通します。

5. 十分な長さのケーブルをダウンチューブに押し込
み、ロッカーマウントに通して、	
ギアボックスマウント裏側から外へ出します。

 注 		この時点では、ケーブル	
をたるませておきます。

ロッカーマウント
に通すための穴 コントローラーケーブル

6. ギアボックスを取り付けます（2ページ目ギアボッ
クスの取付	をご覧ください）。

 注 		コントローラーケーブルをギアボックス
のマウント内に丁寧に収め、挟まないようにしてく
ださい。

7. ギアボックスを取り付ける際、コントローラーの
コネクタを正しい位置に接続します。

 注 		速度センサーのコネクタを先に接続	
しておいてください。

コントローラー

8. ボトムブラケット側で、ケーブルをダウンチューブ
内にある3本のプラスチックガイドの中で最も狭
い溝に送り込み、ケーブルのたるみをなくします。

9. トップチューブのコントローラーのくぼみで、余っ
たケーブルをシートチューブの方へ押し込	
みます。

10. コントローラーをトップチューブ	
のくぼみにしっかりと挿入します。

11. 取外し手順2で残した高さの印を用いて、	
ロッカー機構を取り付けます。

12.	ボルト類を1.8〜2.2Nmのトルクで締め付けます。
13. 61cmのフレームサイズでは、フォークを取り付	

けます。

14. ドライブパックを取り付けます。

7. トップチューブ上端で、	
コントローラーモジュールをくぼみから優しく取
り外します。

警告: コントローラーの取外しには、細心の注意を払
ってください。ツールを使用すると、くぼみ周辺の 
ペイントに傷が付く恐れがあります。

8. トップチューブ内で余ったケーブルの配線状態を
メモしておきます。

9. ケーブルをダウンチューブとトップチューブの間
にあるアクセス穴から優しく引き抜きます。

ダウンチューブの穴

10. スポークの首などを使い、コネクタを	
ダウンチューブ内側から穴の外へと慎重に押し
出します。

ダウンチューブ	
にあるコントローラ
ーケーブル用の穴

コントローラーの取付

1. コントローラーケーブルのコネクタを	
トップチューブのくぼみに挿入します。

2. トップチューブとダウンチューブの間にある	
アクセス穴にケーブルを通します。

ダウンチューブの穴

3. 61cmのフレームサイズでのケーブルの通し方は
次の通りです:

a. トップチューブのくぼみの中から、
b. トップチューブのアクセス穴に向かい、
c.	ダウンチューブのアクセス穴に通します。




