スペシャライズド ユーザーマニュアル
ROUBAIX / RUBY

このユーザマニュアルには、重要な情報が掲載されています。
よくお読みいただき、保管してください。
このユーザーマニュアルには、
スペシャライズドのバイク、ROUBAIXとRUBYについての安全性、性能、整備に関する重要な情報が掲載されています。初めて乗る前にこのガイドをよくお
読みになり、後で読み直せるように保管しておいてください。
また、一般的な安全性や組み付けに関することが掲載されているSPECIALIZEDバイク取扱い説明書（「オーナーズマニュア
ル」）
も併せてお読みください。
オーナーズマニュアルをお持ちでない場合は、www.specialized.comから無料でダウンロードできます。最寄りの正規販売代理店またはスペシャライズドサービスセンターでもお求め
いただけます。
バイクに取り付けられているサスペンションやペダルなどのコンポーネント、
あるいはヘルメットやライトなど別途お買い上げになったアクセサリーについても、安全性、性能、整備に関
する情報が入手できます。バイクやアクセサリーに付属するメーカー注意書きなどの印刷物をすべて受け取っているか、お買い上げになった正規販売代理店にご確認ください。
このイ
ンストラクションガイドの内容とコンポーネントメーカーが提供する情報が相反する場合は、正規販売代理店にお尋ねください。
このユーザーマニュアルをお読みになる際は、重要な情報を示す次の記号と警告に留意してください。
警告！ この記号と
「警告」の組み合わせは、危険事態を避けなければ、重傷や死亡事故につながるおそれがあることを示します。警告の多くには、
「コントロールを失って転
倒する恐れがあります」
と書かれています。転倒はつねに重傷、
さらには死亡事故につながる可能性を伴うため、
ケガまたは死亡の可能性についての警告をあえて繰り返し
ていない場合もあります。
注意：この記号と
「注意」の組み合わせは、危険事態を避けなければ、軽傷から中程度のケガにつながる可能性があること、
または安全ではない使い方に対する警告を示し
ます。
「注意」
という言葉が記号を伴わずに使われている場合は、
その事態を避けないと、バイクの重大な損傷につながったり、保証が無効になるおそれがあることを示します。
重要：この記号は、特に重要な情報であることを示します。

グリース：この記号は、図に従って高品質グリースを使用する必要があることを示します。

カーボン用摩擦増強剤：この記号は、図に従って摩擦を高めるカーボン用摩擦増強剤を使用する必要があることを示します。

トルク：この記号は、個々のボルトにおける適正トルク値を示します。適正トルク値で締め付けを行うためにも、必ず適切なトルクレンチを使用してください。

ポイント：組み付けや使用にあたって役に立つポイントやコツを説明します。

使用目的
スペシャライズドのバイク、ROUBAIXとRUBYはロードバイクのみの使用目的（コンディション1）
でテストされて、使用されることを意図しています。詳しい使用目的と構造的な重量制限はオー
ナーズマニュアルを参照してください。

組み立てに関する注意事項
このマニュアルは、組立、使用、整備、修理、
あるいはメンテナンスに関して全ての情報を提供するものではありません。各種の整備、修理、
メンテナンスについては、正規販売代理店にご相
談ください。
正規販売代理店がバイクの使用、整備、修理、
あるいはメンテナンスに関する講座、セミナー、書籍をご紹介できる場合もあります。
警告！ ROUBAIXとRUBYはきわめて複雑な構造です。正しい組み付けを行うためには、機械に関する高度な専門知識と技術、訓練に加え、特殊な工具が必要になります。
そ
のため、組み付け、
メンテナンス、
トラブル対処は、正規販売代理店で行うことが必要不可欠です。
警告！ ハンドルバー、
ステムなど、ROUBAIXとRUBYのコンポーネントの多くは、ROUBAIXとRUBY専用です。必ず、純正品のコンポーネントとハードウェアのみお使いくださ
い。純正品ではないコンポーネントやハードウェアを使用した場合、
アセンブリの信頼性と強度が損なわれます。ROUBAIX、RUBY専用コンポーネントはROUBAIX、RUBYでの
み使用し、ROUBAIX、RUBY以外のバイクでは使用しないでください。
この警告に従わなかった場合、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
ROUBAIX、RUBYを正しく組み立てるには、
このマニュアルに記載した手順に従うことが非常に重要です。組み付け順序を変えてしまうと、作業時間が多くかかるということにな
りかねません。

ボルトサイズ／工具／締め付けトルク管理表
警告！ バイクの留め具（ナット、ボルト、
ビス）
を適切な力で締め付けることが重要です。力が弱すぎると、留め具がしっかり固定されない場合があります。
また、力が強すぎると、
ねじ山のつぶれや、留め具の伸び、変形、破損を招く可能性があります。いずれにしても、締め付け力が不適切だとコンポーネントの破損につながり、走行中にコントロールを失
って転倒するおそれがあります。
指示がある場合、ボルトは必ず規定通りのトルクで締め付けてください。初めてのライドの後に、
またその後も定期的に、各ボルトの締まり具合を再確認して、
コンポーネントが
確実に取り付けられているか確認してください。
このマニュアルに記載している締め付けトルク基準値は、次の通りです。
場所

六角レンチサイズ

トルク
（in-lbf）

トルク
（N・m）

場所

ステム@ステアラーチューブ

4mm

45

5.1

ヘッドセット調整ロッキングネジ

ステム@ハンドルバーチューブ

4mm

45

5.1

ステム トップキャップ

4mm

18

ステアチューブカラー ピンチボルト

4mm

55

2.5mm

9.5

1.0

ステアチューブカラー ロッキングネジ

六角レンチサイズ

トルク
（in-lbf）

トルク
（N・m）

2.5mm

18

2.0

シートカラーボルト

4mm

55

6.2

2.0

ディレーラーハンガーボルト

4mm

40

4.5

6.2

ウォーターボトル／SWATロードボックスボルト

3mm

25

2.8

1

注意：取り付けを始める前に、すべての接触面に異常がないか、ボルトのねじ山にグリースが塗布されているか、ねじ止め剤（ボルトの説明書を参照）が塗布されているかを確
認してください。
このバイクの組み立てには、次の工具が必要です。
 2, 2.5, 3, 4, 5mm六角レンチ

 トルクレンチ（3/8ソケット）

 高品質グリース

 3, 4, 5㎜ソケット型六角レンチ（3/8ソケット）

 ワイヤーカッター

 ネジゆるみ止め剤（LOCTITE 242）

 六角レンチビット、
ロング4mm

Roubaix/Ruby(S175300015)

メンテナンスに関する注意事項
スペシャライズドのROUBAIX、RUBYは、高性能のバイクです。定期的なメンテナンス、
トラブル対処、修理、パーツ交換はスペシャライズドの正規販売代理店で行わなければなりませ
ん。バイクのメンテナンスに関する一般的情報については、
オーナーズマニュアルを参照してください。
また、
ライディングの前には毎回必ず、
オーナーズマニュアルに記載されている
「安
全点検」
を行ってください。
• カーボンファイバーや複合素材を傷つけないよう、特に注意してください。
たとえ小さな損傷であっても、構造的強度を低下させて、壊滅的損傷の原因になるおそれがあります。
小さな損傷は、点検しても見つからない可能性があります。毎回のライド前や、衝突した後は、バイクに擦り切れ、
えぐれ、塗装より深いかき傷、剥離、曲がり、その他損傷の兆候が
ないか、入念にチェックしてください。
これらの兆候が見つかった場合は、バイクには乗らないでください。衝突した場合は、
ライディングを再開する前にバイクを正規販売代理店
に持っていき、詳細な点検を受けてください。
• ライディング中は、
きしみ音に注意してください。
きしみ音はコンポーネントの不具合の兆候を示している場合があります。定期的に、明るい日光のもとですべての表面を点検し、
かすかな亀裂ができていないか、
また、溶接個所や継ぎ目、穴、他のパーツとの接触点など応力が集中する部分に損傷がないか確認してください。
きしみ音が聞こえたり、異常磨
耗、亀裂が見つかったりした場合は、
たとえ小さなものであってもすぐにライディングを止め、正規販売代理店で点検を受けるようにしてください。
• 製品寿命とメンテナンスの頻度は、使用頻度、使用方法、
ライダーの体重、乗車環境など、いくつもの要素によって決定されます。過酷な環境下、特に潮風（海辺での乗車や冬場の
乗車など）にさらされると、
クランクのスピンドルとボルトのようなコンポーネントは、電解的な異種金属接触腐食を引き起こし、磨耗を早め、製品寿命を短くすることになります。
汚れもまた、接触面やベアリングの磨耗を早めることになります。バイクは乗車前に常にきれいに保たれている必要があります。バイクは定期的にスペシャライズドの正規販売代
理店でメンテナンスされ、洗車、注油、腐食と亀裂の兆候を検査される必要があります。
もし、
フレームやコンポーネントに腐食や亀裂の兆候が発見された場合、破損の可能性の
ある部品は交換する必要があります。
• 駆動部分の定期的な洗浄と注油は駆動部分の製造者のマニュアルを確認してください。
• 高圧洗浄機を直接ベアリングに噴射しないでください。水道のホースからの水であってもベアリングシールとクランク部分から浸水する可能性があります。
それによってベアリン
グやクランクが偏磨耗する可能性が高く、ベアリングの機能に影響します。洗車には、
きれいな湿った布とバイク用の洗浄液を使用してください。
• 長時間の直射日光、
日中の停車している車の中のような高温下、
ラジエターのような熱源の近くにバイクを放置しないでください。
警告！この説明書の指示に従わない場合は、
フレームやコンポーネントを損傷させて保証の対象外になるばかりか、重大な事故や死亡事故につながるする恐れがあります。
もし、
バイクが損傷した疑いがある場合、使用を中止し、検査のためにすぐにスペシャライズドの正規販売代理店にお持ちください。

保証
バイクに付属の保証内容を参照してください。
または、www.specialized.comをご覧ください。
スペシャライズド正規販売代理店でもお取り寄せいただけます。

シートポストの組み付け
RoubaixとRubyのフレームは27.2mmのシートポストが適合し、
トップチュ
ーブの下側に位置した一体型シートカラーで固定します。
シートポストをク
ランプするには、専用シートカラーのみ使用可能です。
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 図1：ラバーシールをシートポストに取り付ける。
 図1：シートポストをシートチューブに挿入する。

シートポスト

 図1：フレームとカラーの間隔が2つのボルト位置上で均等になるように
徐々に締め付ける。締付けトルク6.2Nm（55in- lbf)

ラバーシール

 サドルの高さ、前後位置を調整し、締付けトルクを再確認する。
 ラバーシールのロゴがバイクの後方に向くように、
シートチューブに取り
付ける。

フレームまたはシートポストの損傷を避けるために、
シートチュー
ブ内の最小挿入限度を確認することは非常に重要です。
この最小
挿入限度は次の条件を満たさなければなりません。

シートカラー

シートポスト 最
小／最大マーク

 図2：シートポストは、
フレームに充分に深く挿入されなければなりませ
ん。

均等

 シートポストに記載の最小挿入限度／最大伸長限度（min/max）
マーク
は見えない状態でなければなりません。
 図2：さらにシートポストは、
シートチューブにサイトホールを通して目視
できるまで充分深く挿入されなければなりません。

サイトホール

 シートポストとフレームの最小挿入限度がそれぞれ異なる場合、常に長
い方の最小挿入限度を適用してください。例えば、
フレームサイトホール
がカラーから130mmの最小挿入限度であり、
シートポストは100mmの最小挿入限度であれば、130mmの最小挿入が優先されます。
シートポストの「min/max」マークがシートチューブ内に挿入されていても、
シートチューブのサイトホールから見えない場合、
シートポストはシートチューブに十分に挿入されていません。
サ
イトホールから見える位置まで挿入されなければなりません。
もし挿入が確認できなければ、長いシートポストに交換しなければなりません。
警告：シートポストとフレームの挿入規定が守られない場合、
フレームとシートポストを損傷し、
コントロールを失って転倒する恐れがあります。
シートポストを切断し短くする場合、
「min/max」マークは正確な位置でなくなります。切断する前にシートポスト先端から
「min/max」マークの寸法をあらかじめ測定し書きと
めてください。
警告！シートポストの一般的な取り付け方法に関する詳細は、
オーナーズマニュアルを参照してください。
シートポストが適切に締め付けられていない状態での乗車は、サドル
が回転したり動いてしまい、
コントロールを失って転倒する恐れがあります。
警告！シートポストとシートチューブにバリや鋭角な切り口がないか確認してください。バリや鋭角な切り口がある場合、やすりやサンドペーパーを使って取り除きます。
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注意：シートカラーを締め付ける際、
フレームとカラーの間隔がそれぞれのボルト位置上で均等であることが重要です。
（図2）
“図1：シートポストとシートチューブの接触面にはグリースを塗布しないでください。グリースを塗布すると、
シートポストを正しく保持するために必要な摩擦が生まれません。
スペシャライズドは摩擦力を高めるために、
カーボンアッセンブリペーストの塗布を推奨します。
さらに詳しい内容を確認したい場合は、
スペシャライズドの正規販売代理店に
ご相談ください。”

ボトムブラケットの組み付け
ROUBAIX、RUBYのフレームはカーボン製の42mm×68mm OSBBボトムブラケット、
または68mm スタンダード BSA スレッドの仕様です。
注意：ボトムブラケットのシェルをフェーシングしたりリーマーを使用したりしないでください。
クランクを正しく取り付けられなくなる可能性があります。SPECIALIZEDのフレー
ムでは、OSBB／BB30互換クランクセットが正しく取り付けられるよう、すべての表面が工場であらかじめ規定の許容差まで精密に機械加工されているため、ボトムブラケットの
シェルを取り付ける前の下準備は不要です。
クランク、ボトムブラケットの組み付けについては、
それぞれの製造者のマニュアルを参照してください。

インターナル ケーブル ルーティング
Roubaix、Rubyフレームはフロント、
リアディレーラー用ハウジングとエレトリックシフトワイヤー用、
ディスクブレーキハウジング用の内装穴が装備されています。

メカニカルシフティング

1

2

3

フロントディレーラーケーブル

シフトハウジング

ケーブルヌードル

シフトハウジング
ケーブルヌードル

トップハット

リアディレーラーケーブル

シフトケーブル

リアディレーラーケーブル

ケーブルガイド

 図1：4mmのアウターキャップとシフトケーブルハウジングを取り付ける前にドライブサイドとノンドライブサイドの入口にフランジケーブルヌードルを取り付けます。
 図2：ボトムブラケット下の出口にケーブルを通します。
ダウンチューブ内でケーブル同士が巻きつかないように注意してください。
 図2：ボトムブラッケトケーブルガイドにリアシフトケーブルを取り回します。チェーンスティを通過し、
ドライブサイドのリアドロップアウトから出します。
（図3）
 図2：ボトムブラケットケーブルガイドにフロントシフトケーブルを取り回します。
フレームを通過し、
ボトムブラケットの上側に出します。
 図3：トップハットをドロップアウトに差し込みます。
その後にフランジケーブルヌードル、4mmのアウターキャップとリアシフトケーブルハウジングが続きます。

エレクトリックシフティング

1

2

バッテリー
ワイヤー

3

フロントディ
レーラーワ
イヤー

シフトポート
プラグ

エレクトロリック
シフトワイヤー

ワイーヤーグロメット

リアディレーラーワ
イヤー

リアディレーラーワイヤー

ダウンチュー
ブワイヤー

ジャンクション
Aボックス

A

Di2 BBカ
バー
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 図1：ダウンチューブ、
ノンドライブサイド側のリアブレーキハウジングの脇からワイヤーを挿入します。
ボトムブラケット下の出口側から出します。
ワイヤーを入れないシフト入口穴に
はDi2プラグを取り付けます。
 製造者の取付け説明書に従い、
フロントとリアディレーラーワイヤー、バッテリーワイヤーを取り回します。
 図2：ダウンチューブ、
シートチューブ、
フロント・リアディラーワイヤーをボトムブラケット下の出口から出します。
ジャンクションAボックスに差し込みします。
フレームにボトムブラケッ
トポートプラグを取り付けます。
 図3：リアディレーラーワイヤーをドロップアウトから出し、Di2グロメットを通します。
グロメットはドロップアウトの穴に挿入します。
Di2ワイヤーはリアブレーキハウジングを取り回す前に、
ダウンチューブ入口穴を通しておきます。

ディスクブレーキ：

1

2

ブレーキハウジング

ラバープラグ
リアブレーキハウジング

3

4
RUBBER PLUG

ブレーキハウジング
ラバープラグ

DOGBONE

 図1：ダウンチューブからチェーンステイに向かって、取り付けるブレーキモデルによってはその逆から、ハウジングを通します。
ブレーキ製造者の取付け説明書に従ってブレーキを
取り付けます。入口と出口穴のブレーキハウジングに付属のラバープラグを取り付けます。
 図2：ボトムブラケットシェルの下を通過し、
リアブレーキハウジングを通します。
 図3：ブレーキハウジングがチェーンステイ穴から出ている状態で、
ブレーキハウジングに取り付けてあるラバープラグを出口穴に挿入します。
 図4：フォークの上側から下側に向かって、取り付けるブレーキモデルによってはその逆から、ハウジングを通します。
フォークとカートリッジシステムを5-6ページの手順に従って取り
付けます。
ブレーキ製造者の取付け説明書に従ってブレーキを取り付けます。
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フォークとフューチャーショックカートリッジの取り付け
フューチャーショックカートリッジに関するビデオは下記のウェブを参照いただくか、
またはQRコードをスキャンしてください。
http://servicevideos.specialized.com/video/180190215
スペシャライズド・フューチャーショックカートリッジ、
フォークとヘッドセットは一体型の部品であり、
スペシャライズドRoubaix、Rubyカーボンフレームのみ互換性
があります。Roubaix、Rubyのフロントフォークを組み立てる時は、必ず指定の部品で組み立ててください。
警告！フォークのステアチューブはフレームサイズに応じて切断されています。取り付けできなくなるため、
フォークは切断しないでください。
フォークに
サイズが記載されているので、
フレームサイズとフォークが合っていることを確認してください。

1

2

D
C

E

F

ステアチューブカラーボルト：
ボルトヘッドがドライブ側

A
E

B

 図1：グリスをロワーベアリング(A)に塗布し、
フォーク
（B）の取り付けます。ヘッドチューブの中にフォークを挿入し、
グリースをアッパーベアリング(C)とコンプレッションリングに塗布
し、組み付けます。
注意：コンプレッションリングの溝がバイクの前方か後方に向いていることを確認してください。ヘッドセットのプリロードボルトの近くに溝がないことを確認してください。
 図2：グリスを塗布し、
ステアチューブカラーボルト、
ワッシャー、バレルを組み付けます。
ステアチューブカラーを組み付けます(E)。
 図2：ロケーターボルト(F)にロックタイトを塗布し、
カラーとステアチューブが止まるように組み付けます。しっかり締め付けますが、1.0Nm(9.5 in-lbf)を超えないようにしてください。
警告！ステアチューブカラーボルトを締め付ける前に、穴に2mmの六角レンチを差し込んで、
カラーとフォークロケーターボルト穴がお互いに一直線上であることを確認してく
ださい。ヘッドセット調整スクリューはカラーに取り付ける前に開放していることを確認してください。
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G
トール 15mmヘ
ッドセットカバー

G
ショート 0mmヘ
ッドセットカバー

H

0-15mm
I

 図3：トールまたはショートスタックヘッドセットカバー(G)を選びます。
ステアチューブカラーを取り付けます。公開しているスタック／リーチジオメトリは「ショート0mmカバー」
を取り
付けた状態での数値です。
 図4：カートリッジアッセンブリ(I)の上に0-15mmステアチューブスペーサー(H)を組み付けます。
警告！ステアチューブ内のフューチャーショックカートリッジの適正な挿入長さを確保するために、0mmまたは15mmのヘッドセットのカバーの上に15mm以上のスペーサー
を取り付けないでください。
ステアチューブとカートリッジの接触部分にはグリスを塗布しないでください。
グリースはカートリッジが滑る原因になり、
コントロールを失って転倒
する恐れがあります。
スペシャライズドはフューチャーショックカートリッジとステアチューブの接触部分の摩擦力を高めるために、
カーボンアッセンブリペーストの塗布を推奨します。
さらに詳しい
内容を確認したい場合は、
スペシャライズドの正規販売代理店にご相談ください。
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J

バイクの前方と矢
印を一致させる
平らな面

注意：ステアチューブカラーボルト
はヘッドセットカバーの奥に位置す
るため、一般的な4mm六角レンチ
ビットより長い必要があります。
ビット品番：S175300015

 図5：3つある平らな面のうちの1つをバイクの前方に向けるようにカートリッジを合わせます。
ステムシム(J)はバイクの後方に向けなければなりません。
 図6：締付けトルク6.2Nm(55in-lbf)
警告！カートリッジを組み付ける際、
ステアチューブカラーボルトがグリースを塗布してあり、指示通り締め付けられていることを確認してください。
カートリッジが組み付けられ
ていない状態で、
カラーを締め付けないでください。
カラーの誤った取り付け、締め付けはコントロールを失って、転倒する恐れがあります。
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シムの切込みとステムの
切込みとフロントホイール
を一直線上に合わせる

断面図
ラバーブーツ

L
ヘッドセットカバー
カートリッジ
フォーク

K

ステアチューブ
カラー

ステム
ヘッドチューブ

2.5mm

タイヤ

 	

2mm

1、緩める

2、調整

2.5mm

3、締める

 図7：ステムをカートリッジに取り付けます。
ステムとシムの切り込みが、
フロントホイールと一直線上になるように調整します。製造者の規定トルクに従ってステムを締め付けます。
ブ
レーキを取り付けます（4ページ参照）。
 トップキャップを取り付けます。締付けトルク2.0Nm(18in-lbf)
 図8：2mmの六角レンチを使用し、2本のプリロードスクリュー(K)がコンプレッションリングに接するまで調整します。
フロントブレーキをかけながらバイクを前後にゆすり、
ガタつき、
緩みがなくハンドルがなめらかに回転するように徐々に均等に2本のプリロードスクリューを調整します。
プリロードスクリュー（ロワー）は、
アッパーロッキングスクリューの上から、2mmの六角レンチを通して調整します。
アッパーロッキングスクリューは2.5mmの六角レンチで締め
付けます。締付けトルク2.5Nm(22in-lbf)
 図8：プリロードスクリュー(K)が緩むのを防止するため、
アッパーロッキングスクリュー(L)を締め付けます。締付けトルク2.5Nm(22in-lbf)。
アッパーロッキングスクリューにはグリスを
塗布しないでください。
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スタックハイトの調整
 トップキャップとステムを取り外す。
 ステアチューブカラーボルトを緩め、調整スクリューを開放する。
 カートリッジをステアチューブから取り外します。
ブーツは取り外さないでください。
ブーツはとても固く、元に戻すことが困難です。取り外すと汚れを内部に侵入させてしまいます。
 スタックハイトの調整については、図3-8、5-6ページを参照してください。

スプリングレートの変更

1

2

注意：カートリッジについて、
スプリング交換以外の部位
は分解しないでください。

ソフト(青)：13lb
ミディアム(黒)：25lb
ファーム(黄)：40lb

コーンレンチ

 図1：スプリングを異なるスプリングレートに交換するには、
ステムとシムを取り除きます。
その後、20mmコーンレンチを使用して、
カートリッジトップカバーを緩めます。
 図2：カートリッジ内部からスプリングを持ち上げます。希望のスプリングを組み付け、
トップカバーを取り付けます。
カバーが密着するように締め付けます。
注意：スプリングを交換するためにトップカバーを緩める際は、
カートリッジをカラーで固定したままフォークに残します。
カートリッジを万力で固定しないでください。

ヘッドセット／スタックハイト調整チェックリスト
 トルクレンチを使用すること

 ヘッドセットは調整されているか？

 カートリッジブーツの矢印はバイクの前方に向かう位置にあるか？

 プリロードスクリューは均等に適切に締め付けられているか？ロックスクリューは適切
に締め付けられているか？

 ステアチューブカラーボルトは適切に締め付けられているか？

 ステムボルトは適切に締め付けられているか？

SWAT ロードボックスの取付け
使用目的
スペシャライズドSWATロードボックスは、
ダウンチューブとシートチューブに3個のボトルケージ台座穴が付いているスペシャライズド製カーボンロードバイクと互換性があります。下
側の1個ずつのボトルケージ台座を使用し取り付けます。
スペアチューブ（幅18-25c）16gのCO2カートリッジ、CO2ヘッド、
タイヤレバー、EMTロードツール、バルブエクステンダー、小銭
が入るように設計されています。
警告！スペシャライズドはSWATロードボックスをスペシャライズド正規販売代理店での取付けを推奨します。SWATロードボックスは、
（たとえ収められても）互換性のないフレ
ームやこのマニュアルで指定された以外の方法でSWATロードボックスを取り付けようとしないでください。

取付けと組立て方法

1

2
53216-9180

53216-9130
53215-3155
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 図1：初めに手の力だけで、2個のブラケットをフレームにボルトで固定します。
 図1：ドライブサイドのボックスパネルをブラケットにボルトで固定します。
フレームサイズに合うように位置を調整し、4個のボルトを2.8Nm(25in-lbf)で締め付けます。
 図2：ボックスハードウェア
（チューブ、
タイヤレバー、16gのCo2カートリッジ、Co2ヘッド、バルブエクステンダー、EMTツール）
を取り付けます。以下の手順を参照してください。

3

4

 図3：EMTツールをドアの下に取り付けます。
 図4：チューブ内に空気が残っていないことを確認し、バルブ穴にバルブを挿入します。
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 図5：バルブを穴に入れ、ハードウェアコアにチューブを巻きつけます。
 図6：コアの反対側でチューブをはさみ、
コアの周りにチューブを巻きつけます。2つのパネルを合わせた時、つまみとチューブを巻きつけた位置でチューブとボックスの間に大きな隙
間ができます。
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 図7：チューブが保持するようにチューブホルダーバンドをチューブに巻きつけます。
 図8：すべてのハードウェアが付属したノンドライブサイドのパネルを取り付けます。パネルを固定するためにドアを閉めます。
警告！すべての部品がSWATロードボックス内にしっかりと取り付けられていること、ボルトが適切に締め付けられていること、パネルが完全に閉じられる
（固定）
されて適切に取
り付けられていることを確認してください。パネルが固定されていない状態で乗車しないでください。パネルが固定されていないと脱落し、バイクの安全な走行を妨げる恐れが
あります。
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すべての組付け方法や案内は、予告なしに変更する場合があります。
技術情報の更新を確認しするために、定期的にwww.specialized.comを参照してください。
フィードバック: techdocs@specialized.com

