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用途別に、以下のような自転車があります。記載した用途以外の条件下で使用すると、自転車の破損や事故を引き起こすおそれが
あります。

シティバイク※1 舗装された一般道路、自転車道など、公道を走るための自転車です。

キッズ用自転車※1 凸凹がない平らな道での使用に適している子ども用の自転車です。

マウンテンバイク※2 舗装された一般道路、自転車道、未舗装路など、公道およびオフロードでの使用に適した自転車です。

ロードバイク※1 ※2 舗装された一般道路を走るための自転車です。

折りたたみ自転車※1 凸凹がない平らな道での使用に適しており、フレームなどを折り畳むことができる、収納や持ち運びに
便利な自転車です。

BMX※2 公道（舗装された一般道路、未舗装路、傾斜路）を走るため、または路面や空中でのフリースタイル用の 
自転車です。
 ●BMXは、2つのカテゴリー（体重45 ㎏未満の方用／体重45 ㎏以上の方用）に分かれています。

※1 これらの自転車は、オフロードや競技での使用に耐えるように設計されていません。
※2 これらの自転車は、厳格なルールの競技では使用できません。

点検／保証

自転車の種類について

このたびは、当社の自転車をお買い上げいただき、ありがとうございます。
 ●本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
 ●必ず、販売店で防犯登録を行ってください（法令で義務付けられています）。 
車体番号はボトムブラケットシェルに刻印、アイテムコード(品番)はフレームのダウンチューブ裏側に貼られたシールに記載され
た英数字です。詳しくはお買い上げの販売店にご確認ください。
 ●万一の事故に備え、対人・対物賠償保険への加入をお勧めします（加入義務化の地域もありますので、ご使用先の自治体をご確認
ください）。
 ●保証書は「販売店名、お買い上げ日」などの記入を確かめ、本書とともに大切に保管してください。
 ●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
 ●お子様がお使いになる場合は、保護者の方が本書を必ずお読みいただき、正しい乗り方をご指導ください。
 ●わからないときはお買い上げの販売店にご相談ください。

本書に記載のイラストは、機能を説明するためのイメージです。

はじめに1

点検について
自転車は日々使用することによって状態が徐々に変化していきます。自転車を安全かつ快適に使用するため、定期点検を受けてく
ださい。
 ●ご使用後の初回（3か月以内）点検と、6か月ごとの定期点検の実施をお願いします。

保証について
修理については、お買い上げの販売店までご相談ください。
 ●保証対象となるか（無償修理か有償修理か）は、自転車と保証書の内容を確認した上で、判断させていただきます。

使い方・お手入れ・修理については、お買い上げの販売店までご相談ください。
 ●オンラインストアでのご購入や、転居、贈答品など、お買い上げの販売店へのご連絡およびご来店が難しい場合は、下記にご連
絡ください。
オンラインカスタマーサポート
メール：customer.japan@decathlon.com
電話：0570-06-2345 (受付：平日 10:00～17:00)
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デカトロンが提供している付属品／交換部品の取り付けは、必ず資格を持つ整備士にご依頼ください。

購入時、自転車に取り付けられていない付属品について
当社の自転車は、全て使用する国の法規に従って組み立てられています。
 ●自転車に取り付けられていない付属品を取り付ける場合は、必ず資格と経験を持つ整備士に取り付けを依頼してください。
 ●BMXは当社の整備士に、足を乗せる「ペグ」と自転車の型が適合しているかの確認と、取り付けを依頼することをお勧めします。

交換部品（タイヤ、インナーチューブ、ブレーキの摩耗する部品、ギア関連の部品）
部品を交換するときは、自転車の性能と安全性を維持するため、純正部品を使用してください。 
部品の交換作業は、必ず資格を持つ整備士に依頼してください。

付属品／交換部品

ギア関連部品をメンテナンスするときは、スプロケットとチェーンの間に指を挟まないよう注意する

ペダル、車輪、タイヤ、マッドガード、クランクを 
交換する場合は、車輪またはマッドガードの端から 
ペダル軸までの最短距離を、以下の最小距離※より 
長くする
※ 最短距離 A  ＞ 最小距離
　•キッズ用自転車、ロードバイクの最小距離：89 mm 
　•シティバイク、マウンテンバイク、トレッキングバイクの最小距離：100 mm

A A

チャイルドシート/パニアラック/サイクルトレーラーの取り付け

シティバイク キッズ用自転車 マウンテンバイク ロードバイク BMX

チャイルドシート※ ○ × ○ × ×

パニアラック ○ ○ ○ ○ ×

サイクルトレーラー ○ × ○ ○ ○
※ 取り付け可能な車種でも、サドルのバネが保護されていない自転車にはチャイルドシートを取り付けないでください。

 ●付属品が自転車本体に正しく取り付けられているかの判断は、資格を持つ整備士にご依頼ください。
 ●付属品の取り付けにより、自転車の操作（制動距離、ハンドリングなど）が通常と異なる場合があります。資格を持つ整備士に、 
運転における注意点をご確認ください。 
 ●自転車ごとに許容される最大許容総質量については、「積載条件について」（P.5）をご覧ください。

チャイルドシートはサドルのバネが保護されていない自転車に取り付けない
• お子様が指を挟むおそれがあります。
• 故障や本製品の寿命が短くなる、または部品の歪みや変形につながる可能性があります。
• 自転車に取り付け可能かの判断は、資格を持つ整備士にご確認ください。
カーボン製の自転車は、フレームチューブにチャイルドシートやパニアラックを取り付けない
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本書では、危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。 
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りください。 
 ●わからないときは販売店に相談してください。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害、損害の程度を区分して説明しています。

死亡や重傷を負うおそれがある内容。 軽傷を負うことや、財産の損害が発生する 
おそれがある内容。

■ お守りいただく内容を以下の図記号で説明しています。

してはいけない内容。 実行しなければならない内容。 気をつけていただく内容。

安全上のご注意2

組み立て時/乗車前

改造や分解をしない

ハブステップなどの突出物を装着しない

指定以外の注油はしない
• 注油について、詳しくは「注油」（P.19）をご覧ください。
サドルやステムは 「はめ合わせ限界線」が見える状態で乗
車しない

製品自体およびその使用法は、必ず現在有効な規制に準
拠する

乗車前に必ず点検する
• ブレーキや変速機が確実に操作できるか
• ハンドル・ステムが、確実に固定されており、ハンドル
操作は容易にできるか
• ねじが緩んでいるところはないか
• 各部にがたつき、緩み、変形・ひび割れ、歪みなどが
ないか
• 消耗部品（リム、ブレーキ、タイヤ、ハンドル、変速機など）
の状態を確認する
• ブレーキケーブルやチェーンに、たるみ、さびがないか
• サイクリストの体型に合わせて調整されているか
• タイヤの空気圧は十分か
各部にがたつきや緩みおよび、変形・ひび割れ、曲がり、
歪みなどの異常があるときは乗車しない
変形・ひび割れ、曲がり、歪みなどの異常を見つけた場
合は、販売店に部品の交換をご依頼ください。

ビンディングペダルまたはハーフクリップの自転車を使
用する場合は、以下を行う
• 転落を防ぐため、必ず一定期間練習を行う
• 走行前に結合靴をペダルに取り付け、踏み込んで結合
（ほこり、泥、潤滑剤の付着、バネの張力や損耗により、
取り付けに緩みはないか）を確認する

BMXに乗るときは、適した保護具を身に着ける
ペダルに取り付けられた尖ったピンは表面が大変粗いた
め、ペダルが肌などに接触することによる、けがのおそ
れがあります。

折りたたみ自転車に乗るときは、以下を行う
• 乗車前に折りたたみ機能の周辺部品の締め付け状態を
確認する
• ヒンジ（蝶番）部分からの異音や、がたつきを発見した
場合は、速やかに使用を中止し、販売店または最寄り
の自転車専門店で点検を受ける

補助輪を取り付けた自転車に乗るときは、必ず保護者が、
乗車前に取り付けに緩みがないか点検する

タイヤ（空気圧、寸法、取り付け方向）について、以下を
行う
• 必ず、タイヤ側面に記載された空気圧に従い、空気を
入れる（空気圧でパンクに対するタイヤの抵抗力が決ま
ります。）
• タイヤ側面に記載された矢印の方向（回転方向）に沿っ
て取り付ける
• 市販のチューブラータイヤを使用する場合は、製造元
の取扱説明書に従い、タイヤをリムに貼り付ける

サスペンション付きのフロントフォークとダンパーは分
解しない
分解作業は、必ず資格を持つ整備士にご依頼ください。

定期的に、点検、メンテナンス、調整を、資格と経験を
持つ整備士に依頼する

指や足を挟まないように注意する
• ギア関連部品のメンテナンス時（スプロケットとチェー
ンの間）
• 車輪やチェーンなどの回転部分
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乗車時

公道を走行する場合は、必ず使用する国の法規や自治体
の条例・規則に準拠する

必ず前照灯（ライト）および尾灯（または反射器材）を装備
する

夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯し
て通行する。ライトが点灯しないときは自転車から降り
て歩く

二人乗り、並進、飲酒運転は禁止
• 6歳未満の子どもをチャイルドシートに乗せる場合など
を除き、二人乗りは禁止です
• 「並進可」標識のある場所以外での並進は禁止です
• 飲酒運転は禁止です
次のような運転はしない
• ヘッドホンを使用しながらの運転
• 傘差し運転
• 携帯電話を操作しながらの運転

安全な服装や保護用品および他人に見えやすいウェアや
アクセサリーで乗る（車輪に巻き込まれやすい服装はし 
ない）

雨天時または路面が濡れているときは、自転車の速度を
落とし、早めにブレーキをかける
視界が悪く車輪が滑りやすくなり、ブレーキの効果が減
少します。 
とくに風・雨・雪がひどいときや、視界が悪いときは、
自転車から降りて押して歩いてください。

衝突や強い衝撃（車輪が変形するような段差の乗り上げ
など）を受けたときは、外観上異常が無くても販売店で
点検を受ける

キックスタンドを立てた状態のまま乗車しない
スタンド本体や自転車のフレーム、あるいはその両方が
破損するおそれがあります。

お願い/お知らせ
 ●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
 ●空気抵抗を軽減するアクセサリーなどをハンドルに取り付けると、ブレーキ操作やカーブ走行時にサイクリストの反応時間に
悪影響をおよぼす可能性があります。
 ●ライトが点灯しないときは、 電球または電池を交換してください。交換について、詳しくはライト本体の取扱説明書をご覧く
ださい。
 ●センタースタンドとクランクが接触した場合は、ペダルを正方向に回転させて外してください。

積載時

自転車の最大許容総質量を超えて荷物を積まない 積載条件を超えない量の荷物でも、荷物を積んだときは 
安全を確保できる場所で、十分練習してから乗車する
安定性が悪くなってバランスを崩したり、ブレーキの利
きが悪くなったり、転倒によるけがのおそれがあります。

積載条件について
自転車ごとの許容される最大質量（最大許容総質量）については、以下の表でご確認ください。

最大許容総質量（自転車本体+サイクリスト+ 荷物）※1 自転車本体の重量（目安）※2

シティバイク 100 ㎏未満
・電動自転車は、電動自転車の取扱説明書の記載をご確認ください。 13 kg‐20 kg

キッズ用自転車 12インチ/14インチ：33 kg未満 
16インチ：45 kg未満 8 kg‐16 kg

マウンテンバイク 100 ㎏未満 11 kg‐17 kg

ロードバイク 100 ㎏未満 8 kg‐10 kg

BMX 体重45 ㎏未満の方用：60 kg未満 
体重45 ㎏以上の方用：100 kg未満 14 kg‐17 kg

※1 パニアラックおよびかごの最大許容積載内であっても、自転車の最大許容総質量を超える荷物は積まないでください。
※2 自転車本体の重量は目安です。詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
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安全上のご注意 （つづき）2

パニアラックやかごに積まれた荷物で、反射板やライト
を隠さない

お客様自身によるパニアラックやかごの変造および改造
は行わない（保証の対象外になります）

荷物の積載には、パニアラックまたはかご以外を使用し
ない

適用年齢、体重制限、自転車のパニアラックに表示され
ている最大許容質量、身長制限、定員を守る
チャイルドシートの取り付けが可能な自転車について、
詳しくは「付属品／交換部品」（P.3）をご覧ください。

チャイルドシートは資格を持つ整備士が取り付けを 
行う

乗車および走行中は、必ず幼児にシートベルトを着用さ
せ、正しい姿勢であることを確認する

チャイルドシートなしで幼児を乗せない

チャイルドシートに幼児を乗せているときは、短時間で
あっても、自転車から手を離さない

使用するときは、ねじなどの緩みがなく、取り付けが確
実であることを確認し、破損、変形などがあれば使用し
ない

幼児を乗せるときは、安全を確保できる場所で十分練習
してから乗車する

走行中は、幼児の足が車輪に巻き込まれないよう、足の
せ部に足が乗っているか確認する（靴は必ずはかせてく
ださい）

幼児を乗せ降ろしするときは、ハンドルをまっすぐにし
た状態で平坦な場所に駐輪し、必ず幼児を抱いて行う

幼児にチャイルドシートの足のせ部やフレームを踏み台
にして乗り降りさせない

幼児を足のせ部および座面の上に立たせない

■ パニアラックを取り付けた自転車
最大許容積載が27 kg未満のパニアラックに、チャイル
ドシートやサイクルトレーラーを取り付けない

パニアラックの締め付け部品は頻繁に締め付け直し、 
締め付け具合を確認する (6 - 8 N·m /20 - 27 N.ft)
緩み・がたつきなどの異常が確認されたときは、販売店
にご相談ください。

荷物はパニアラックの両側にバランスよく取り付ける

パニアラックの取扱説明書に従い、全ての荷物をしっか
りと固定する（ひもやベルトを車輪に巻き込まないように
注意する）

■ 収容力が 5 kg以下のかごを取り付けた自転車
かごは自転車の前の部分に装着する
• 爪の固定は車輪のナットを利用し、フロントフォークに
取り付けます。 (20 N·m - 25 N·m / 66 N.ft - 82 N.ft)
• かごはステムのサポート部とベースに、ねじを使って
取り付けます。 (6 N·m - 7 N·m / 17 N.ft - 23 N.ft)

かごにチャイルドシートやサイクルトレーラーの留め具
を組み付けない（かごの最大耐荷重：5㎏）

締め付け部品は、頻繁に締め直し、確認する

荷物はかごの中に納め、はみ出た部分がタイヤに接触し
たりライトや反射板を隠したりしない

荷物はかごの中で重さが偏らないように、バランスよく
入れる

チャイルドシート使用時

お願い
 ●乗車および走行中は、必ず幼児にヘルメット（SG規格適合の自転車用ヘルメットと同等以上のもの）を着用させてください。
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組み立て／調整3
組み立て／調整の目安

サイクリストの体型に合わせて、サドルの高さを調整してください。

1 身長を測ります。

S サイクリストの身長

2 調整表で各参考値を確認します。
調整表の例

ELOPS
S (cm) Hs (cm) h (cm)
155 - 159 55.5

+12

160 - 164 58
165 - 169 60
170 - 174 62.5
175 - 179 64.5
180 - 184 67
185 - 190 69.5

Hs  サドルからクランク軸までの長さ

 Hg   ステムのアンカーボルトから 
前輪中心までの長さ

h  サドルとハンドルの高低差

Hs Hg

2 3

h

2 3h+ =

3 各部を調整します。

Hs Hg

h

2 3

 ●自転車の種類に合わせた調整については、「車種別の調整値」（P.8）をご確認ください。
 ●自転車の車種ごとの詳しい調整方法については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サドル、ステムの高さは、はめ合わせ限界線が見えない範囲で調整する
はめ合わせ限界線が見えた状態での使用は、安全に使用できる範囲を外れ、サイクリストは危険にさらさ
れます。
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組み立て／調整 （つづき）3
車種別の調整値

次の調整表を使用すると、サイクリストの身長（S(cm)）に合わせて、運転に最適な位置に自転車を調整できます。

シティバイク
ELOPS

S (cm) Hs (cm) h (cm)
155 - 159 55.5

+12

160 - 164 58
165 - 169 60
170 - 174 62.5
175 - 179 64.5
180 - 184 67
185 - 190 69.5

その他シティバイク
S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 57 +7.5155 - 159 59.5
160 - 164 62 +7165 - 169 64.5
170 - 174 66.5

+6.5174 - 179 69
180 - 184 72
185 - 189 74.5 +6190 - 195 77

クロスバイク・ロードバイク
フィットネス走行

S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 59 -2.5
155 - 159 61.5 -3
160 - 164 64 -3.5
165 - 169 66.5 -4
170 - 174 69 -4.5
174 - 179 71.5 -5
180 - 184 74 -5.5
185 - 189 76.5 -6
190 - 194 79 -6.5
195 - 200 82 -7.5

スポーツ走行
S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 59.5 -4.5
155 - 159 62 -5
160 - 164 64.5 -5.5
165 - 169 67 -6
170 - 174 69.5 -7
174 - 179 72 -7.5
180 - 184 74.5 -8
185 - 189 77 -8.5
190 - 194 79.5 -9
195 - 200 82 -10

競技走行
S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 60 -7
155 - 159 62.5 -7.5
160 - 164 65 -8
165 - 169 67.5 -9
170 - 174 70 -9.5
174 - 179 72.5 -10
180 - 184 75 -11
185 - 189 77.5 -11.5
190 - 194 80 -12
195 - 200 82.5 -13

マウンテンバイク
フィットネス走行

S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 58 +1.5155 - 159 60.5
160 - 164 63 +1165 - 169 65.5
170 - 174 68 +0.5174 - 179 70.5
180 - 184 73 0185 - 189 75.5
190 - 194 78 -0.5
195 - 200 80.5 -1

スポーツ走行
S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 59 -2.5
155 - 159 61.5 -3
160 - 164 64 -3.5
165 - 169 66.5 -4170 - 174 69
174 - 179 71.5 -4.5
180 - 184 74 -5
185 - 189 76.5 -5.5
190 - 194 79 -6195 - 200 81.5

競技走行
S (cm) Hs (cm) h (cm)
150 - 154 59.5 -6.5
155 - 159 62 -7.5
160 - 164 64.5 -8
165 - 169 67 -8.5
170 - 174 69.5 -9
174 - 179 72 -9.5180 - 184 75
185 - 189 77.5 -10
190 - 194 80 -10.5
195 - 200 82.5 -11.5

キッズ用自転車
12インチ

S (cm) Hs (cm) h (cm)
85 - 105 31 38

14インチ
90 - 94

32
48

95 - 99 49
100 - 105 50

16インチ
105 - 109

37.5
48.5

110 - 114 49115 - 120

20インチ
その他

S (cm) Hs (cm) h (cm)
120 - 124

42
51

125 - 129 51.5
130 - 135 52

FS（フルサスペンション）
120 - 124

45
58

125 - 129 59
130 - 135 60

24インチ
男児

S (cm) Hs (cm) h (cm)
135-139

54 61140-144
145-155 62

女児
135-139

54
57

140-144 57.5
145-155 58
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ステム
サイクリストの体型に合わせて、ハンドルの高さを調整してください。

1 ステムをヘッドチューブに差し込みます。
 ●はめ合わせ限界線が見えない範囲で、サイクリストの体型に
合わせて高さを調整してください。
 ●調整する数値の目安については、「車種別の調整値」（P.8）をご
覧ください。

はめ合わせ限界線ステム

ヘッドチューブ

ステムの高さは、はめ合わせ限界線が見えない範囲で調整する

アヘッドセットタイプ
アヘッドセットタイプのステムを装着したマウンテンバイクとロードバイクには、調整用のスペーサーが付いています。
販売時、ハンドルは最も高い位置にセットしています。

高さ調整
高さを調整するには工具が必要です。ステムの種類により、六角レンチ（5 mmまたは6 mm）を使用します。
 ●推奨のトルクレンチについては、「推奨するトルク値」（P.16）をご覧ください。

1 ねじを B → A の順に外します。

B

ステム

スペーサー

A

2 ステムを外します。

3 スペーサーを外します。

4 ステムを差し込みます。

5 ステムの上に、手順3で外したスペーサーを取り付けます。

6 ねじを A → B の順に締め付けます。

取り付け確認
ステムが正しく取り付けられているかを確認します。以下の方法での確認が難しい場合は、購入した販売店にご相談ください。

1 フロントブレーキをかけ、自転車を前後に揺らします。
 ●前後方向に遊びがあれば、一旦ねじ B を緩めてから、ねじ A を締め付けて、再びねじ B を締め付けてください。

2 自転車の前輪側を持ち上げ、ハンドルを左右に動かします。
 ●ハンドルを切りにくいと感じたら、一旦ねじ B を緩めてから、ねじ A を緩めて、再びねじ B を締め付けてください。

スレッドセットタイプ
高さ調整
高さを調整するには工具が必要です。ステムの種類により、六角レンチ（主に6 mm）を使用します。

1 ねじ A を緩めます。

はめ合わせ限界線

A

B

2 はめ合わせ限界線が見えない範囲で高さを調整します。

3 ねじ A を締め付けます。

傾き調整

1 ねじ B を緩めます。

2 角度を調整し、ねじ B を締め付けます。
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組み立て／調整 （つづき）3
イージーパークタイプ

イージーパークタイプのステムは、高さの調整はできません。

取り外し/取り付け
取り外し：安全ボタンを下げ、レバーを完全に引き上げます。
取り付け：ハンドルが車輪と垂直になるように調整し、レバーを完全に引き下げ、安全ボタンを上げます。

取り付け確認
ステムが正しく取り付けられているかを確認します。以下の方法での確認が難しい場合は、購入した販売店にご相談ください。

1 フロントブレーキをかけ、自転車を前後に揺らします。
 ●前後方向に遊びあれば、一旦ねじ B を緩めてから、ねじ A を締め付けて、 
再びねじ B を締め付けてください。

A

B

傾き調整（ステムの種類により調整可能）

1 ねじ B を緩めます。

2 角度を調整し、ねじ B を推奨のトルクレンチで締め付けます。
 ●推奨のトルクレンチについては、「推奨するトルク値」（P.16）をご覧ください。
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ブレーキ
ブレーキはサイクリストの安全に欠かせない部位です。自転車に乗る前にフロントブレーキとリアブレーキが正しく機能しているか
を必ず確認してください。
 ●フロントブレーキは右のブレーキレバーで、リアブレーキは左のブレーキレバーで操作します。（左右の操作は販売する国により異
なります。日本国内以外で自転車を購入された場合は、お買い上げの販売店にご確認ください。）

リムブレーキ

1 ブレーキパッドがリムの側面に沿って 
取り付けられているか確認します。

2 ブレーキパッドのすき間を確認します。
 ●ブレーキが効果的に機能するには、 
すき間を1 mm～3 mmにしてください。
 ●ブレーキパッドの後ろ側は、前側より 
すき間を空けてください。

3 アームが左右対称になるように、ブレーキケーブルの張り具合を調整します。
以下のイラストを参考に、アーム左右のリターンスプリングのバランスを調整してください。

Vブレーキの場合 Vブレーキ＋イージーブレーキの場合

すき間を左右対称に
スプリング調整ねじ

張力を上げる

張力を下げる

アルミニウムパイプは、アウター
ワイヤー受けにしっかりと差し
込みます。
 ●取り付け後、ブレーキのかか
り具合を確認してください。

アルミニウムパイプ

キャリパーブレーキの場合 カンチブレーキの場合

ブレーキケーブル調整ナット

ボルト

ブレーキケーブル 
固定ボルト

スプリング調整ねじ

チドリのナット

安全フックの位置

4 ブレーキレバーの遊びを調整します。
 ●ブレーキレバー側と各ブレーキの 
調節ねじ/ナットを回し調整してください。



12

ディスクブレーキ
ホイールハブに取り付けたディスクの締め付けでブレーキが作動します。ブレーキの強さは、ブレーキケーブルまたは油圧チュー
ブをブレーキとつないだレバーで操作します。
 ●車輪がフレームから外れている場合は、ブレーキレバーを操作しないでください。
 ●ディスクブレーキの調整は、ブレーキキャリパーの固定ねじを緩めたら、ブレーキレバーを最後まで握り、固定ねじを12 N·mの
トルクで締め直してください。
 ●油圧ディスクブレーキは、製造工場にて調整が行われます。全ての修理、メンテナンス、変更は、資格を持つ整備士の確認が 
必要です。

乗車直後は、ディスクブレーキの表面が熱くなっているため触らない

コースターブレーキ
ペダルを逆回転させ、クランクが 60°（1/6回転）したときに、ブレーキが作動します。
 ●チェーンを介してブレーキが作動するため、チェーンの張り具合と、外れがないかを確認してください。
 ●縦方向への動きの許容範囲については、「チェーン」（P.13）をご覧ください。

ハブブレーキタイプ
以下の作業はお客様自身の責任において行うことはできますが、車輪の取り付け・取り外しは資格をもつ整備士にご相談される 
ことをお勧めします。

車輪の取り外し

1 ナット A を緩めてブレーキケーブルを外します。

2 ブレーキケーブル端 B を取り出します。

3 車輪のナット E を緩めます。

4 ブレーキハウジング C を外します。
 ●ナット D を緩め、フレームから車輪を外して作業してください
（ブレーキケーブルを固定していない状態）。

ブレーキケーブルの取り付けと張り具合の調整

1 車輪をフレームの爪の奥にセットします。
 ●締め付けないでください。

2 ブレーキハウジング C を取り付けます。

3 車輪を取り付け、中央から外れていないかを確認します。
 ●「シフトケーブルの張り調整」（P.14）を参考に作業してください。

4 車輪のナット E を推奨のトルクレンチで締め付けます。
 ●ナット D を締め付けます（ブレーキケーブルを固定していない状態）。
 ●推奨のトルクレンチについては、「推奨するトルク値」（P.16）をご覧ください。

5 ブレーキハウジングハンガー F をしっかり締め付けます。

6「車輪の取り外し」手順1、2で外したブレーキケーブルを戻し、ナット A を取り付けます。

7 遊びがなくなるまでブレーキケーブルを張り、ナット A を暫定的に締めます。
 ●ブレーキをかけていないのに、車輪にブレーキがかかった状態になっていないことを確認してください。

8 正しく調整できたら、ナット A を締め付けます。

9 ブレーキハウジングハンガー F のワイヤー調整ボルトで、ブレーキケーブルの張り具合を調整します。

10 ブレーキケーブル端 B を取り付けます。

組み立て／調整 （つづき）3

AD

F

B

E

C
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サドル
1 シートポストをシートチューブに差し込みます。

2 サイクリストの身長に合わせて、シートポストの高さを調整します。
 ●身長に合わせた調整値について、詳しくは「車種別の調整値」（P.8）を 
確認してください。
 ●シートポストのはめ合わせ限界線を示す印は、外部に見えてはいけません。
 ●一番低い位置は、サドルが止まる位置まで下げてシートクランプを締めたときの 
高さです。

3 自転車に乗り、クランクがシートチューブと一直線になる位置にペダルを下げ、 
かかとをペダルに乗せます。
 ●ペダルに乗せた状態で足がまっすぐ伸びていれば、サドルの高さは適切です。

自転車ごとの調整範囲（クランク軸から）
シティバイク／マウンテンバイク／ロードバイク：最高635 mm以上の高さに調節可能
キッズ用自転車：435 mm ～635 mmの範囲内で調節可能
BMX：最高435 mm以上の高さに調節可能

 ●ブレーキレバーがハンドルに接触しないようにしてください。
 ●ブレーキケーブルは、鋭角に折れ曲がるような配置にはせず、滑らかに動くように適切な長さで取り付けてください。
 ●ブレーキケーブルに、破損、擦り切れ、さびがあれば、すぐに交換してください。
 ●リムブレーキの取り付けについて、以下の点を確認してください。 
- ブレーキパッドとタイヤが接触していないか 
- リムとブレーキパッドのすき間は 1 mm ～3 mm空いているか
 ●ディスクブレーキは定期的に点検し、ブレーキの全ボルトの締め付け具合と、ブレーキパッドの摩耗（厚みが1 mm以上で 
あること）を確認してください。 
本作業は、資格を持つ整備士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
 ●ブレーキの摩擦を受ける部品を交換する場合は、自転車の性能を保つため、元の部品と同じ純正部品を使用してください。 
本作業は、必ず資格を持つ整備士に依頼してください。

チェーン
定期的にチェーンの張り具合を確認してください。チェーンの張りが不十分だとチェーンの外れや落下を引き起こすおそれがあり、 
張りすぎると自転車の性能（こぐ効率）が悪くなります。
 ●ディレイラーが取り付けられた自転車のチェーンは、自然にたるみなく張られています。
 ●自転車の高い機能性を保つには、リアスプロケットとクランクセットの中間で 
2つを結ぶ直線に対して、1 cm下にチェーンが位置している必要があります。
 ●ギアタイプの張り具合の改善と調整については、お買い上げの販売店にお問い 
合わせください。

1 cm

はめ合わせ限界線

シートポスト

シートクランプ

シートチューブ
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組み立て／調整 （つづき）3
ギアチェンジ

ギアチェンジの調整には細心の注意が必要ですので、資格を持つ整備士にご相談されることをお勧めします。
 ●使用パーツにより、調整方法が異なる場合があります。
 ●ギアチェンジに問題がある場合、ディレイラーの調整よりも、ディレイラーのシフトケーブルの張り具合が原因であることが多いです。
 ●ギアチェンジの調整については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ディレイラーの調整方法
■リアディレイラーの場合
チェーンがスプロケットから外れて、車輪のスポークやフレーム後部の爪と
スプロケットの間に挟まるのを防ぐため、H（トップ側調整ねじ）/L（ロー側
調整ねじ）でディレイラー付近の通し方を調整します。

H（トップ側調整ねじ）
ディレイラーの
チェーンガイド

L（ロー側調整ねじ）

H（トップ側調整ねじ）： 外プレート（大スプロケット）側を調節します。 
ねじを緩めると、チェーンが大スプロケット側に 
寄ります。

L（ロー側調整ねじ）　： 内プレート（小スプロケット）側を調節します。 
ねじを緩めると、チェーンが小スプロケット側に 
寄ります。

■フロントディレイラーの場合
フロントディレイラーのプレート調整ねじを回し、チェーンガイドとスプロ
ケットの距離を調整します。

内プレート調整ねじ
A

A

B

B

〈内プレート〉
内プレート調整ねじを回す（チェーンガイド内プレートとチェーンの間隔は、 
0 mm ～0.5 mmとする）。
A 方向：小スプロケットに近づく。
B 方向：大スプロケットから離れる。

〈外プレート〉
外プレート調整ねじを回す（チェーンガイド外プレートとチェーンの間隔は、 
0 mm ～0.5 mmとする）。
C 方向：小スプロケットに近づく。
D 方向：大スプロケットに近づく。

外プレート調整ねじ

C

C

D

D

シフトケーブルの張り調節
シフトケーブルの張り具合を調節すると、シフトレバーで選ぶ速度とギアの速度が一致します。シフトレバーまたはディレイラー
のシフトケーブル調整ねじを回し、それぞれのシフトとスプロケットを一致させます。
■シフターを使用してもチェーンが移動しない場合

A  大スプロケットに
移動しない

シフトケーブル調整ねじを時計回りに
回し、緩める

B  小スプロケットに
移動しない

シフトケーブル調整ねじを反時計回り
に回し、締める

A

B

ギアチェンジの操作と調整
ギアチェンジは、強すぎない力で自然にペダルを踏みながら、シフター（シフトレバー /グリップシフター）をフロントスプロケット
またはリアスプロケットの選んだ位置に、チェーンが移動するまで操作します。
 ●変速は、シフターの各段がそれぞれのスプロケットに対応しており、チェーンがスプロケット間を滑らかに移動するように調整
する必要があります。
チェーンが大スプロケット側へ
移動しない場合

次の段の変速方向にシフターを軽く動かします。それでも速度変更ができないときは、 
シフトケーブルの張り具合を調節してください。

チェーンが小スプロケット側へ
移動しない場合 シフトケーブルの張り具合を調節してください。

 ●シフトケーブルの張り具合の調節について、詳しくは「シフトケーブルの張り調整」（P.14）をご覧ください。
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自転車の性能維持と、ギア関連の部品（チェーン、フリーホ
イール、クランクセット）を長持ちさせるため、以下の点を
守る
• ギアチェンジは、激しく無理やり行わない
• チェーンのクロスオーバー（チェーンを最大リアスプロ
ケットと最大フロントスプロケットに同時にかける、 
または最小リアスプロケットと最小フロントスプロケット
に同時にかけること）は避ける（右図のように、チェーンが
フロントディレイラーに接触するおそれがあります。） スプロケット

チェーン 
ホイール

ペダルを逆回転させてギアチェンジしない

ギアチェンジを効率よく行うため、以下の点を守る
• ギアはペダルを強く踏み込んでいないときに変更する
• 次の走り出しに適した速度に変更してからペダルを強く踏み込んで停止する

キッズ用自転車の補助輪
補助輪は、必ず規格を確認し、取り付ける自転車と適合するものを選んでください。
 ●補助輪はまっすぐに走行するために一時的な補佐を行う用具であり、「転倒しないこと」を保証するものではありません。

組み立て部品

×2 ×2
R

L
×2

×2

×2

本体 補助輪 ねじ 前輪 ペダル 留め具 付属工具

1 固定ひも A をハサミで切り、保護カバー B 、キャップ C
を外します。
 ●キャップ C は、左右同じ高さのものを外してください。

A

B

C

2 手順1でキャップ C を外した箇所に、補助輪をねじで左右
に取り付けます。

補助輪を取り付け時に、自転車の部品（タイヤ取り付け用ナットなど）を外さない

補助輪は必ず左右両側に取り付け、片側だけの使用は絶対にしない

お子様の安全を守るため、取り付け手順を必ず守り、各取り付け部の締め付け具合を確認する

補助輪を取り付けた自転車は、平らな路面で使用する
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組み立て／調整 （つづき）3
推奨するトルク値

ハンドル、ステム、フロントフォーク、サドル、シートポスト、フレーム、車輪を正しく取り付けるには、作業に適したトルクレン
チを使います。 
次の自転車ごとに指定されたトルク値 (N.m)を守り、作業を行ってください。

 ●バーエンドの取り付けは禁止されています。
 ●空気抵抗を減らす部品を取り付ける場合は、製造元の取扱説明書でトルク値をご確認ください。
 ●補助輪を取り付ける場合は、製造元の取扱説明書で取り付けと調整についてご確認ください。
 ●部品に締め付けトルク値の記載がある場合は、記載に従ってください。

ステムを傾ける際のねじの締め付けトルク値：18 N.m

自転車の種類 ステム/ 
ハンドル

ステム/ 
フロントフォーク

サドル/ 
シートポスト

シートポスト/ 
フレーム

前輪/ 
フレーム

後輪/ 
フレーム

幼児 (12インチ) 14 N.m 20 N.m 適用なし 10/12 N.m 14 N.m 8 N.m

幼児(14インチ/16インチ) 適用なし 20 N.m 適用なし 10/12 N.m 22/30 N.m 22/30 N.m

子ども 
(20インチ/24インチ)

ねじ×1：18 N.m 
ねじ×2：12 N.m 

ねじ×1：21 N.m 
ねじ×2：12 N.m  22 N.m 12/14 N.m※1 22/30 N.m※1 22/30 N.m※1

BMX 10 N.m 10 N.m ・16 N.m
・6 N.m※2 8/10 N.m※1 35/40 N.m 35/40 N.m

折りたたみ自転車 ねじ×2：14 N.m  ねじ×1：20 N.m ねじ×2：10 N.m  ねじ×1：22 N.m  クイックリリース 22/30 N.m 22/30 N.m

シティバイク

ELOPS 
100 17 N.m

20 N.m 21 N.m 7 N.m 25 N.m 32 N.m
ELOPS 
500 14 N.m

フィットネス用 
マウンテンバイク 10 N.m 7 N.m 24/30 N.m 8/10 N.m※1 クイックリリース 22/30 N.m※1

スポーツ用 
マウンテンバイク 6 N.m 7 N.m 17/24 N.m 8/10 N.m※1 クイックリリース クイックリリース

競技用 
マウンテンバイク 5 N.m 7 N.m 8 N.m ・8/10 N.m※1

・5/7 N.m※3 クイックリリース クイックリリース

スポーツ用・フィット
ネス用ロードバイク 5 N.m 6 N.m ねじ×1：15 N.m 

ねじ×2：9 N.m  6/8 N.m※4 クイックリリース クイックリリース

競技用ロードバイク 5/6 N.m 6/7 N.m ねじ×1：15 N.m 
ねじ×2：9 N.m  5/7 N.m※3 クイックリリース クイックリリース

※1 記載のトルク値またはクイックリリース
※2 サドルの傾き調整ができるシステム
※3 カーボン製フレーム
※4 アルミ製フレーム
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乗車前の点検4
クイックリリースの調整確認

クイックリリースにより、車輪をフレームとフロントフォークの正しい位置に取り付けることできます。

1 調整ねじ A を回します

2 レバー B を締めます
 ●クイックリリースを効果的に使用するためには、レバーを締めた時点で、12 daN(およそ12 kg)の強度になるよう 
取り付けてください。
 ●締め付け強度は、調整ねじ A を時計回りに回すとより強くなり、反対に回すと緩くなります。
 ●取り付け強度に不安がある場合は、必ず資格と経験を持つ整備士にご相談ください。

閉

開

A

B B

A

イージーブレーキリリースタイプ
イージーブレーキリリースタイプは、クイックリリースをレバーのみで取り付けることができます（調整ねじでの操作は不要）。

1 レバーを奥に倒して閉じます。

2 レバーを下側に90°回します。

3 レバーを上側に180°回し、システム全体をロックします。
 ●自転車を持ち上げ、しっかり取り付けられているか確認してください。

乗車前に固定部に緩みがないかを、必ず点検する

レバーにある“OPEN”の刻印が外側を向いた状態で固定しない
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メンテナンス5

使用頻度や自転車のタイプに応じて、以下のメンテナンスと定期点検を必ず実施してください。
 ●タイヤに空気を入れる
 ●チェーンに注油する
 ●フロントとリアスプロケットにブラシをかける
 ●ディレイラーやブレーキのケーブルカバーに数滴オイルを落とす
 ●ブレーキのゴム部分のほこりを取り除く
 ●フォークの取り付け具合、がたつきがないかを確認する
 ●塗装や外装に傷、その他の損傷がないかを確認する
 ●乗車中に小さなきしみ音、その他の雑音がないかを確認する
 ●資格を持つ整備士に定期的な整備を依頼する

フレーム、フロントフォークおよび構成部品全体
損耗や破損の兆候（ひび割れ、さび、折れ）を見つけるため、販売店または最寄りの自転車専門店で、資格を持つ整備士に定期的な
安全点検をご依頼ください。 （諸費用等はご依頼になる販売店または自転車専門店にご確認ください。） 
安全点検は、自転車を長持ちさせるため、事故やけがを防いで安全を守るために重要です。

車輪（タイヤ／リム）
タイヤ：定期的に擦れた痕、切り傷、割れ、挟み込みなどがないかを点検し、必要に応じてタイヤを交換してください。

• 空気は、タイヤの側面に記載された空気圧の範囲内で入れてください。
• 空気を入れるチューブバルブの形式（仏式/米式/英式）を確認し、正しいポンプヘッド（口金）を使用して空気を入れてくだ
さい。

リム　： 定期的に点検を行い、通常を超える摩耗、変形などの不具合に気付いたら、資格と経験を持つ整備士に自転車の点検をご
依頼ください。

■カーボン（炭素繊維強化プラスチック）製の車輪
 ●タイヤ側面に記載された空気圧ではなく、リムに記載された最大空気圧でタイヤを膨らませます（リムまたはリムの説明書に記載
された最大空気圧と、タイヤに記載された最大空気圧が異なる場合は、最大空気圧が低い方の数値に合わせてタイヤを膨らませ
てください）。
 ●カーボン製の車輪には、目に見えない損耗がある可能性があります。損耗を正しく確認できない場合は、資格を持つ整備士にご
相談ください。

激しい摩耗、変形、打った痕、割れがないかを点検し、摩耗痕があれば必要に応じてリムを交換する
タイヤ側面の厚みが減ると、タイヤが外れる危険性があり、けがにつながるおそれがあります。

ハブブレーキタイプ
 ●ケーブルの張り具合を確認します。詳しくは「ブレーキケーブルの取り付けと張り具合の調整」（P.12）をご覧ください。
 ●ブレーキドラムの損耗が激しく、ドラム本体を外さなければならない場合は、必ず資格を持つ整備士にご依頼ください。
 ●ブレーキドラムの交換は、自転車ごとに特有のブレーキ性能を保持するため、必ず交換前と同じ部品に交換してください。

保管
カーボン製（車輪など）の部品は、閉め切った車の中など、日光にさらされ温度／湿度が高くなる場所に放置しないでください。

廃棄
 ●自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
 ●電池には環境に有害な金属が含まれています (Hg : 水銀、Cd : カドミウム、Pb : 鉛)。 
ライトなどの電池を交換した場合、使用済み電池は家庭用ごみとして廃棄せず、電池の種類ごとに専用の収集所や処理所へ 
ご持参ください。

お手入れ

保管／廃棄
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自転車の機能性を保持し、部品のさびを防ぐため、注油してください。
 ●ギア関連の部品は、専用のオイルを使用してください。
 ●チェーンは、チェーン専用のオイルを使用することをお勧めします。
 ●洗浄後は乾燥させ、以下の箇所に注油してください。 
- ギア関連の部品（ディレイラー、シフトレバー）、サスペンション、ブレーキレバー、ブレーキアーム、チェーン
- シートポストとハンドルは、防水のために十分に注油してください。
 ●前後ハブ/クランク/ステアリングの軸受け部分には、注油しないでください。

チェーンを除く部品への注油は、定期点検の際に資格と経験を持つ整備士に依頼する

いつまでも安全にお乗りいただくために、点検と整備を必ず行ってください。
ご使用後の初回（3か月以内）点検と、6か月ごとの定期点検の実施をお願いします。

自転車の10箇所点検

※モデルにより、お買い上げ時に付属していない場合があります。

注油

定期点検

サドル周辺
 サドルの上げ下げ、 
前後、角度の調整
 シートポストの締め 
付け

1
ケーブル類の状態
 エンドキャップが装着 
されているか
 ワイヤーの端に損傷が 
ないか

3

ディレイラー
 ディレイラーの位置調整・
確認
 変速調整の動作確認

7
チェーン

 チェーンの伸び（摩耗）
 チェーンの連結部の 
確認

6
クランク

 ペダルの締め付け
 クランクの取り付けねじ
の締め付け
 トウクリップ付きペダル
取り付け部※の締め付け

5
付属品

 次の器具が取り付けられて
おり、正常に機能するか 
- 自転車のベル
- 反射板
- ライトとその他の部品※

4

ハンドル周辺
 ステムとハンドルの中心
合わせと締め付け
  ヘッドパーツについて 
- がたつきの有無
- 締め付けの確認と調整
 サスペンションの動作が
スムーズか

2

タイヤ
 適正な空気圧か
 タイヤの状態 
- 変形がないか
-  タイヤが正しくリムに挿入
されており、正しい方向に
組まれているか

8

ホイールの状態
 ホイールのセンター確認
 リムの振れがないか

9

ブレーキ
 ブレーキアームが左右対称
であるか
 リムとブレーキパッドの距離
は適切か
 ブレーキパッドの固定確認
 ブレーキレバーの位置と 
動作チェック
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お買い上げいただきました自転車について、当社のユーザーガイドに従った使用状態で保証期間内に故障し
た場合は、本保証書の条件に従い保証修理等をさせていただきます。

 ●この保証書は、本書に明示した期間、条件に基づき保証修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ●店舗所在地の県以外で防犯登録を受ける場合は、自転車本体と一緒に本書を提示してください。
 ●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店へご相談ください。

保証期間内でも次の場合は保証の対象となりません。

お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の保証修理対応およびその後の定期点検に利用させ
ていただく場合がございますのでご了承ください。 
お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証対象について

保証できない事項

（１）保証の対象となるのは、「お買い上げの販売店およ
び当社で確認された材質あるいは製造上の欠陥」、
「欠陥のある部品を、規格に適合した同じ用途の
部品への交換」および「交換等の作業費」です。

（２）本書は、自転車のアイテムコード、車体番号、お
買い上げ日、販売店名およびお客様のお名前等の
必要事項を記載することにより有効となります。
• オンラインストアでのご購入や、贈答品などで
店舗による記入がされていない場合は、お客様
自身でご記入願います。

（３）本書は再発行いたしませんので大切に保管してく
ださい。

（１）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障
および損傷

（２）法令違反の行為やユーザーガイドに従わない使
用、（推奨に適していない使用や、乗車定員、最大
許容総質量等のオーバーならびに禁止事項の無視
等）による故障および損傷

（３）衝突、転倒、転落等の取り扱いの誤りによる故障
および損傷、または第三者が責任を負うべき損害、
あるいは意図的な行為による損害

（4）当社推奨の定期点検を実施していない、整備不良、
故障した箇所を修理せず使用し続けた等により生
じた故障および損傷や二次的被害

（5）お買い上げの販売店、またはオンラインカスタマー
サポート（表面）からの案内先以外で行われた変更を
受けた製品

（6）純正部品および当社の指定する油脂類以外の使用
• 部品交換に関するご質問やご要望は、お買い上
げの販売店にお問い合わせください。

（7）自転車が一般に走行しない場所を走行した場合
や、通常の使用を超えた負担が見られる場合の故
障および損傷

（4）ご転居やご贈答品等でお買い上げの販売店で保証
修理をお受けになれない場合は、オンラインカス
タマーサポート（表面）へご相談ください。

（5）本書は、原則日本国内においてのみ有効です。
デカトロン直営店舗がある国ごとに、取り扱う車
種、部品、保証対象範囲が異なりますが、渡航先
の国により保証内容の一部または全部を継続でき
る場合があります。
詳しくは、渡航先のデカトロン直営店舗へお問い
合わせください。

（8）業務用（荷物の運搬・新聞配達等）、営業用（レン
タサイクル等）、不特定多数で使用された場合の
故障および損傷（業務用、営業用設計の自転車を
除く）

（9）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および
公害、塩害、ガス害等による減失や故障および損
傷

（10）安全ではない搬送による故障および損傷
（11）消耗部品および消耗部品の消耗によって生じた二

次的故障および損傷
（12）レース等での酷使による故障および損傷
（13）クギ、ピン、ガラス、切削くず、鋭利な石ころ、

空気圧不足等により生じたパンク
（14）本書の提示がない場合
（15）本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の

記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた
場合

（16）修理に付随する費用（運送費、電話代、レンタカー
代等）および自転車を使用できなかったことによ
る損害（休業補償等）



保証書

車　　 体　　番　　号
（ボトムブラケットシェルに刻印）

ア イ テ ム コ ー ド
（フレーム裏側のシールに記載）

お 買 い 上 げ 日 年　　　 　　月　　　 　日

保 証 期 間 
（お買い上げ日から）

永久保証　 ： フレーム（カーボン製を除く） 
フォーク（サスペンションフォークを除く） 
ハンドル 
ステム

保証期間２年： 消耗品以外の各部パーツ 
カーボン製フレーム 
サスペンションフォーク

但し、消耗品（下記）の交換および交換作業費は除く
電球、ケーブルとそのカバー、ブレーキパッド、フロントスプロケット、 
チェーン、リム、リアスプロケット、タイヤ、インナーチューブ、 
チェーンキャッチャー等

お 客 様

お 名 前 様

ご 住 所

電話番号 （ ）

販 売 店

販売店名

電話番号 　（ ）

自転車が故障した場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。
 ●オンラインストアでのご購入や、転居、贈答品など、お買い上げの販売店へのご連絡およびご来店が難しい場合は、
下記のオンラインカスタマーサポートにご連絡ください。

オンラインカスタマーサポート メール：customer.japan@decathlon.com
電　話：0570-06-2345 (受付：平日 10:00～17:00)

〒663-8204　兵庫県西宮市高松町3番34号 パセオ・エスタシオン５階

デカトロンジャパン株式会社

見本
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