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2.1.1.コスモス、キシリウム エキ ップ、クロスラン ド、クロスマ ックス エンデュー ロ、クロスマ ックス エンデュー ロ ディスク ホイーザ
レの リアアクスル
必要なツール
・5 mmア レンキー
・1フmmフ ラットレンチ
・]3 mmコ ーンレンチ
・17 mmソ ケット (トリ
レクレンチ用)
・5 mmア レンキー ソケット (トルクレンチ用)
・ロックタイ ト243ス レッドロックタイプ
アクスルの取 り外 し
1=フ リーホイールサイ ドのフォークサポー トナットを、17 mmと 5 mmの アレンキーを使つて取り外 します。
注意 :こ の時点で、フリーホイールボディを簡単に取 り外すことができます。
2.ア クスルを強く押 して、取り外します。
3=フ ォークサポー トナットと拡張ベアリングサポー トを、1アmmフ ラットレンチと 13 mmコ ーンレンチを使つて緩めます。

アクスルの取 り付 け
アクスルを取 り外すときは、ベ ア リングを変換するかどうかにかかわ らす、拡張ベア リングサポー トを交換する必要があります。
1.ア クスルを、細しヽ
方の端を先に して、八ジボディのフリー ホイールとは反対側か ら差 し込みます。

レッ ドロックタイプを、フリーホイール側のフォー クサポー トナ ッ トのスクリュー部分に塗布 します。
3=ナ ッ トの清のある側を外側に向け、5 mmア レンキー ソケ ッ トと 1フ mmフ ラッ トレンチを備えた トルクレンチを使 つて、アクスルのフリー ホイール側のフォー
サポー トナ ッ トを締めます (トルク :15 Nm)。
フリーホイールボディが正 しくセ ッ トされ、十分に機能することを確認 してください。
2.ロ ックタイ ト243ス

4=ア クスルに接 していない拡張ベ アリングサポー トを、ベ アリングに接するまで締めます。その後、半回転分緩めます。
ペーサーを差 し込みます。ク回スマック
5.ク ロスラン ドおよびクロスマ ックス エンデュー ロ ディスクの場合は、マウンテンバイク ディスクホイール用 49 mmス
エンデュー □の場合はマウンテンバイク ノンディスクホイール用 149 mmス ペーサーを、コスモスおよびキシリウム エキ ップの場合は、□― ドホイール用 lC
mmス ペーサーを差 し込みます。
6.フ ォー クサポー トナ ッ トの滑 らかな面とスクリュー部分の両方に、ロックタイ ト 248ス レッ ドロックタイプを塗 って、八ブの位置が正 しいことを確認 しアクスサ
!

ね じ込みます。
フ.ベア リング保護カバーを八ブにつけて保持 し、 13 mmコ ー ンレンチと トルクレンチ (1フ mmソ ケ ッ ト付さ)を 使用 して、フ ォー クサポー トナ ッ トを拡張ペア
ングサポー トに向かつて 25 Nmト ルクまで締めます。ベア リングは、このように調節されます。

注 i□ ― ド用とマウンテンパイク用のアクスルは長さが異なるため、□― ド用の代わ りにマウンテンパイク用 (およびその逆)を 使用すること￨よ
できません。

テクニ カルマ ニ ユア ル 2004 021
2.1.2.キ シ リウム SSC SLツ
必要なツール

ー ル ドフランス用ホイー ルの リアアクスル

・]フ mmフ ラッ トレンチ
・]O rnrnアレンキー
・トルクレンチ (]フ rn rnソ
ヶ ッ ト付き)
・八ブレンチ M40]23
1.八ブレンチ M40123を 使つて、遊び調整ナ ッ トを 1回 転分緩めます。このとき、アクスルの端を ]フmrnフ ラッ トレンチで押さえて、アクスルを再び取 り付ける
ときにベ ア リングを傷つけないようにします。
2.フ リーホイールの反対側のフォー クサポー トナ ッ トを外 し、アクスルの内側に ]O rnrnアレンキーを差 し込みます。
mmフ ラッ トレンチを使 つて、フリーホイール側のアクスルの先のナ ッ トを緩めます。このとき、 ]O mrnア レンキーでアクスルを押さえておきます。
4フ リーホイールの反対側からアクスルを取 り外 します。
注意 :こ の時点で、フリーホイールボディを簡単に取 り外すことができます。
31フ

5=ア クスルを交換 し、 10 mmア レンキー と トルクレンチ (]フ rnrnソヶ ッ ト付さ)を 使 つて取 り付けます (10 Nmト ルク)。
6フ リーホイールの反対側のアクスルの先に、フォー クサポー トを取 り付￨サ
ます。
フ ホイールにカセ ッ トを取 り付け、そのホイールをフレームに取 り付けます。クイックリリースを締め、八ブレンチ M40]23を

使 つてベアリングの遊びを調節 します。

2.2.コ スモス、キ シ リウム エキ ップ、クロスラン ド、クロスマ ックス エンデ ュー ロ、クロスマ ツクス エ ンデ ュー ロ デ ィスク ホイー ルの
フ リー ホイー ルボデ ィ
必要なツール
・5 mrnア レンキー
・1フ m rnフラッ トレンチ
・13 mmフ ラッ トレンチ
・1フ mrnソ ケ ッ ト (トルクレンチ用)
・5 rnmア レンキー ソケ ッ ト (トルクレンチ用)
このタイプの八ブでは、フリー ホイールボディの交換の前に、アクスルを取 り外す必要はありません。
1 ]ア rn rnフ
ラ ッ トレンチと 5 mrnア レンキーを使つて、フリーホイール側のフォー クサポー トナ ッ トを取 り外 します。
2.FTS―Lフ リーホイールボディを以下の手順で取 り外 します。
21 FTSLフ
リーホイールボディを外側へ 、それ以上動かなくなるまで (約 4 mm)ヨ ￨つ張 ります。
22爪 とスプリングを押さえながら、FTS―Lフ リーホイールボディを回し、八ブアクスルからそ っと引き抜きます。
注意 :FTS‐Lフ リー ホイールボディを分解する際、ラチェッ トの爪とスプリングは固定されていないため、飛び出す恐れがあ ります。爪を手で抑えておくと、飛び出
すのを防 ぐことができます。
3,ス プリングと爪を取 り外 し、クリーニ ングします。
4.必 要であればリップシールを交換 し、 リップを外側に向￨サ
て八ブのノーズに取 り付けます。マヴィックミネラルオイル M40122を
リップに塗 ります。
5 FTS―Lフ リーホイールボディキ ッ トの内狽」
のコグ部分に注油 します (マヴィックミネラルオイル M40122を
、ラチェッ トの目盛 り3個 分まで注ざます)。
6.ス プリングと爪を組み立て (スプリングを爪の中央部にあるピンに合わせる)ま す。スプリングと爪を組み立てたものを、アクスルに触れるように丸い側に取 り付
けます。そ して、組み立てた爪 /ス プリングを旋回させ、正 しく動 くことを確認 します。
7,FTS―Lフ リーホイールボディキ ッ トを以下の手順で取 り付けます。
フ=1.スペーサー ワッシャー X/14006フ (キッ トに 10個 付属)を F T S ―L フ リー ホイールボディの内側に入れます。このスペーサー ワッシャーがなしヽ
と、フリー
ホイールボディが正 しく機能 しません。
フ2手 で□一の位置で爪を押さえなが ら (スプリングを押さえて)、F T S ―
L フ リーホイールボディを取 り付￨ ナ
ます。
81手 順 21]に

従 つて、アクスルキ ッ トを取 り付けます。

フリーホイールボディは、年に ]‑2回

、またはノイズが発生 したら、注油することをお勧め します。注油の手順は上記のとお りです。

