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本書は取扱説明書なりますので大切に保管し
必要に応じてご活用ください。

　お買い上げいただき誠にありがとうございます。お求めいただきました自転車の

性能を十分に引き出していただき、また安全にご使用いただくために、自転車の

正しいご理解とご使用が必要になります。ご使用を誤ると大事故につながる恐れも

ございますので、ご使用前に本取扱説明書を熟読し、正しくご理解いただいた上で

ご使用いただくことをお願いいたします。

　同時に本取扱説明書はメンテナンスシートも兼ね備えていますので、大切に

保管し、定期点検の際にご提示ください。

　ご購入いただきました自転車は厳重な品質管理下で生産をされ、自転車安全整備士

による組立の基、お客様へ提供させていただいておりますが、すべての機械部品と

同様にご使用に応じて摩耗と高い応力に常にさらされており、振動や高い荷重によって

緩みやコンディションの悪い状態のまま使用し続けたことによる変形が生じる恐れが

ございますので、購入いただいた販売店での定期的な点検メンテナンスを実施ください。

　お子様や高齢者の方のご使用につきましては、保護者の方が必ずお読みいただき

ご説明ください。在日外国人の方はこの取扱説明書を翻訳できる方からご説明を

受けてください。

(For your safety and comfort, if you are foreigner who live in Japan,

 please request to someone who understand this manual to make

detailed explanation for you)

Kamome Jitensya
取 扱 説 明 書

神奈川県自転車商協同組合



１．ご使用いただく前に把握いただきたいこと
　　自転車に関する法律（一部のみご紹介）
　　危険な運転に対する罰則（一部のみ紹介）
　　防犯登録
　　自転車損害賠償責任保険への加入

２．ご使用いただく前の注意

３．自転車を乗る為に知っておきたい注意事項

４．警告事項

５．交通ルール

６．正しい使用条件

７．車体各部名称

８．取扱い説明
　　● 乗車のポジション調整
　　●適正なサドル高さ
　　●サドル高さの調整方法の注意点
　　●適正なハンドル高さ
　　●ハンドル・ステムの固定と調整
　　●ブレーキ
　　●シフター
　　●クイックリリースレバー
　　●乗車前点検
　　●日常メンテナンス
　　●異常のチェック方法

保証規約

警告表示について
　お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するにあたり、必ずお守り
いただくことを次のように説明しています。

この表示の欄は、取扱いを間違った場合、「死亡または重傷などを負う可能性が
想定される」内容です。

この表示の欄は、取扱いを間違った場合、使用者が「傷害を負う、また物的損害を
負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「安全上してはいけない危険行為及び保証範囲外の行為を表す」
内容です。

この表示の欄は、「使用者に必ず実施いただく」内容です。
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1．ご使用前に把握いただきたいこと
自転車に関する法律（一部のみご紹介）

　●  「自転車の安全利用に促進および自転車等の駐輪対策の総合的推進に関する法律」 
第12条には自転車の利用者の責務として次の事項が定められています。

　　 （１） 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害
をおよぼさないようにする等の安全利用に努めなければならない。

　　 （２） 自転車を利用する者は、自転車等駐輪場以外の場所に自転車等を放置することのな
いように努めなければならない。

　　 （３） 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定め
るところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければな
らない。

　● 「道路交通法」第62条には整備不良車両の運転禁止が定められています。

　●  「道路交通法」第63条の10には児童または幼児へのヘルメット着用として次の事項
が定められています。

　　  児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるとき
は、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

危険な運転に対する罰則（一部のみ紹介）

　道路交通法により、次の罰則が課せられます。
　５年以下の懲役または100万円以下の罰金

　● 飲酒運転（酒酔い運転）
　　 ３ヶ月以下の懲役または５万円以下の罰金

　● 信号機無視、一時停止無視、右側通行
　　 ５万円以下の罰金

　● 夜間の無灯火運転
　　 ２万円以下の罰金

　● ２人乗り、並進（「並進可」の標識がある場所以外で、横に２人以上ならんでの走行）

　●  妨害運転（あおり運転）：逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らす、
車間距離の不保持などの行為。

　● 遮断踏切立ち入り

　● 指定場所一時不停止等
　　  14歳以上の場合、危険行為は３年間に２回の摘発で安全講習が義務となり、受講しない

と５万円以下の罰金
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防犯登録

　防犯登録はお買い上げの際に必ず行ってください。

　● 制度の意義
　　 防犯登録は「自転車の安全利用の促進および自転車駐輪場の整備に関する法律第12条第

３項」により義務づけられています。これは多発する自転車の盗難、さらに盗難自転車が
駅前などに放置され、市民生活に支障をきたす状況を改善することを目的に制定されまし
た。

　● 防犯登録のしかた
　　 防犯登録はお買い上げの販売店で行います。防犯登録料金は有料です。

　● 自転車の盗難にあった場合
　　 被害にあわれたお近くの交番または警察署に盗難届を出してください。この時防犯登録ナンバー

が必要になります。防犯登録ナンバーが不明だと自転車が見つかりにくくなります。防犯登録
カードは大切に保管しておいてください。

自転車損害賠償責任保険への加入

神奈川県では、自転車対歩行者の交通事故の増加や重大事故の発生、全国での自転車事故加
害者への高額賠償事例などから、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保
険等の加入の義務化を柱とした条例を制定しています。自転車損害賠償責任保険の加入につ
きましてはお買い上げの販売店にご相談ください。

　● 自転車に乗る前には必ず点検
　　 自転車に乗る前に、それぞれのパーツが正常に作動しているか、点検をしてください。

異常を確認した場合は直ぐに使用をやめ販売店にご相談ください。
　　 ※タイヤの空気圧が低い場合は指定の空気まで充填することで快適にご使用いただくことができ

ます。

乗車前の重要点検ポイント

　① フレームやフロントフォーク、変形やひび割れ、ガタつきが無いか。
　② クランク、ペダルなどの部品に変形やひび割れ、ガタつきが無いか。
　③ ハンドル、グリップ、サドルの固定は十分か。
　④ 前輪、後輪の固定は十分か。
　⑤ ブレーキはよく効くか。
　⑥ 変速は適正に作動するか。
　⑦ ネジが緩んでいるところはないか。
　⑧ タイヤの空気圧は十分か。

2．ご使用いただく前の注意
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　● 安全な服装で
　　 風でなびきにくく、動きやすい服装がベストです。また安全のために、ヘルメットと

グローブを着用し乗車してください。ロングスカートやマフラーは、車輪やギヤに巻き込
みを起すので、危険です。ハイヒールなどもペダルを踏む妨げになりますので危険です。
靴底が平らで、また滑りにくい靴を履いて乗車してください。

　● 自転車用ヘルメットの着用
　　 道路交通法では、保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットを被らせるよう努めなけ

ればなりませんとありますが、すべての自転車利用者（成人を含む。）は、交通事故を防
止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めてください。

　　 ※自転車事故で死亡した人の約７割が頭部に致命傷を負っています。自転車用ヘルメット
をかぶり、頭部を守ることが重要です !!

　● 正しい姿勢での乗車
　　 サドルの高さは、サドルに座り、ペダルをいちばん下に下ろしたときに膝が伸びきらず、

若干余裕がある状態が適正です。サドルやシートポストを動かし、適正な位置に設定して
ください。高さが決まったらハンドルを握り、腕が伸びきらず曲がりすぎたりしないよう
に、サドルを前後させてポジションを調整してください。適正な乗車姿勢が取れない場合、
運転操作に支障をきたすことがありますので、販売店にて調整を行なってください。

● 乗車中の携帯電話使用禁止（道路交通法で禁止）
　　 片手運転、また運転に集中できなくなり大変危険です。

　● ヘッドホンやイヤホンをしながら乗車しない
　　 周囲の音が聞こえにくくなり、事故を起こすおそれがあり大変危険です。

　● 酒を飲んだ時やつかれが激しいときは乗らない（道路交通法で禁止）
　　 正常な判断ができなく事故を起こすおそれがあり大変危険です。

　● 乱暴な乗り方はしない
　　 階段や縁石の乗り降り、アクロバット走行など凹凸の激しい場所で走行しない。

　● ジグザク運転、競走をしない
　　 事故を起こす可能性があります。

　● ２人乗りをしない（道路交通法で禁止）
　　 操縦が不安定になり、また自転車が壊れることで転倒や事故を起こすおそれがあり大変

危険です。

　● 夜間や視野の悪い時は無灯火で走行しない（道路交通法で禁止）
　　 必ず前照灯（ライト）及び尾灯（または反射板）を装備し、点灯してください。ランプが

点かない時は乗車せず降りて押してください。

3． 自転車を乗る為に
知っておきたい注意事項
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　● 横に並んで通行しない（道路交通法で禁止）
　　  ２人以上で通行する時、他の交通の妨げになり、接触して事故を起こす危険はありますの

で、並走せず１列で通行してください。

　● 自動車のすぐ後ろに続く、それに摑まって走らない
　　 事故を起こす可能性があります。

　● 自動車が渋滞している時は、その前に割り込む、車の間を縫って前へ出ない
　　 事故を起こす可能性があります。

　● 交通ルールを守りましょう（道路交通法については３ページを参照ください。）
　　  自転車は軽車両と位置付けられています。自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に

従ってください。また車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。自転車は、
道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分
を徐行しなければなりません。そして違反をすると罰則が科せられる場合があります。

　● 足でダイナモライトを操作するなど、走行中に操作しない
　　  走行中に無理な姿勢で操作することで、身体の一部を車輪に巻き込み怪我を負い、またバ

ランスを崩し転倒や事故を起こすおそれがあり大変危険です。停止している時に操作を
行ってください。

　● 傘さし運転、手放し運転をしない
　　  傘さし運転は前が見えづらく、また傘が風を受けてあおられ、転倒や事故を起こす可能性

があり大変危険です。雨天に自転車に乗る際はレインウェアを着用してください。

　● ハンドルに買い物袋やカバンをぶら下げないでください
　　  車輪に物が巻き込みバランスを崩し転倒、事故、怪我の恐れがあります。特に走行中に前

輪に物が巻き込むと、前輪の回転が急にロックし、乗員が前方へ投げ出される危険があり
ます。

　● 犬を引く、また乗車中に飲食するなど片手運転をしない
　　  バランスを崩して転倒し事故、怪我のおそれがあります。

　● タバコを吸いながら乗らない
　　  片手運転と前方不注意により事故を起こすおそれがあります。また煙や吸殻により他人へ

迷惑がかかります。

　● 滑りやすい靴（サンダルなど）や、かかとの高い靴などを履いて運転しない
　　  ペダルから足が外れ、足が前輪に接触するとハンドル操作がきかなくなり、前輪にくつが

巻き込まれて転倒し怪我をするおそれがあります。

　● 傘やステッキ、釣り竿が車体に差し込む、吊り下げて走行しない
　　 車輪に巻き込み、また他の人や物にぶつけて、転倒や事故、怪我のおそれがあります。
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　● 走行するにあたって
　　 ①必ずスタンドをはね上げておく。カーブを曲がる時、スタンドが地面に引っ掛かり、

転倒するおそれがあります。
　　 ②タイヤに十分空気を入れてから乗る。空気圧が低いと、早くタイヤが減り、パンクを

しやすく、また走行感が重く感じます。またタイヤ側面にひび割れが生じタイヤの寿
命が短くなります。

　　 ③自転車に乗車する時は安全のためにヘルメットの着用をお勧めします。
　　 ④自転車は車道通行が原則です。ただし運転者が幼児、児童等の場合は歩道を通ることがで

きます。
　　 ⑤歩道は歩行者優先です。歩道を通る時は車道寄りを徐行します。
　　 ⑥車道を通る時は左側に沿ってします。車道の右側通行は逆走になり危険です。

　● 走行中
　　 ① 横断、転回する場合は、自転車横断帯か横断歩道をわたる。これらがないところでは、

左右の安全を十分に確認してからわたる。
　　 ② 止まっている自動車のそばを通るときは、急にドアを開いたり、影から歩行者が飛び

出したりするので注意する。
　　 ③ 交差点近くでは、左折自動車に巻き込まれない様に注意する。
　　 ④ 一時停止の標識のあるところや狭い道から広い道へでるときは、一時停止して安全を確認

する。
　　 ⑤ 路面が凍結や工事中の鉄板で滑りやすいところや、風雨、雪の強い時、視界の悪い時は、

自転車を押して歩く。
　　 ⑥ 曲がり角や障害物で見通しの悪いところでは、スピードを落として注意して通る。
　　 ⑦ 急な登り坂では、前輪が浮き、ハンドルがとられやすく転倒するおそれがありますので、

自転車からおりて押して歩いてください。

　● ブレーキをかけるとき
　　 ① いつでもブレーキレバーを握れるようにして走行する。
　　 ② ブレーキは先に後ブレーキをかけてから前後ともブレーキをかける。（片方だけかける

とスリップして危険です。また前ブレーキのみ強くかけると、車輪がロックし自転車
が前方に転倒する恐れがあります。）

　　 ③ 停車しているときは前後ブレーキをかける。
　　 ④ 急ブレーキをかけなくていい様に、いつも前方に注意してスピードを控えめにする。
　　 ⑤ 乗車まえには必ずブレーキが効くことを確認してください。
　　 ⑥ 雨などでブレーキが濡れた場合は、乾燥させた後にご利用ください。雨が上がっても

ブレーキが濡れているとブレーキの効きが悪くなります。特に大雨に当たった場合や
ブレーキが水に浸かった場合は、必ずブレーキの効きを確認し、異常があれば使用を
中止してください。

　　 ⑦ 雨天時はブレーキが効きにくくなるので、ゆっくり走行する。
　　 ⑧ 雨天時の坂道走行では、タイヤがスリップしやすく、またブレーキの効きが悪くなり、

4．警告事項
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転倒や、衝突事故を起こす危険性が高まります。前後ブレーキを併用し速度を落とし走
行ください。

　　 ⑨  長い坂を前ブレーキまたは後ブレーキだけで下るなど過酷なブレーキに使い方をする
と、制動面が非常に熱くなり、ブレーキが効きにくくなる場合があります。長い下り
坂では前後ブレーキを使って安全な速度で下ることが大切です。

　● カーブを曲がるときは
　　 ① カーブ走行中に急ブレーキをかけない。（横すべりして危険です。）
　　 ② カーブを曲がるときは手前でスピードを十分に落とす。
　　 ③  カーブを曲がっている間は、ペダリングを止める。（車体が傾いている側のペダルが下

になっていると、ペダルが路面にあたるので危険です。）

　● 衝突や転倒したときは
　　 ① 怪我を負った時は必ず病院へ行き受診してください。
　　 ② 衝突、転倒した自転車は必ず点検をして安全を確認する。
　　 ③ 異常を発見したら使用せず販売店に相談する。

　● 乗り慣れない自転車に乗るとき、および初心者の方は
　　 ① 空き地や公園など安全な場所で良く練習してください。

　● 回転部分には
　　 ①  手や足を入れない。子供がそばにいるときは特に注意する。（回転部に挟まって大怪我をし

ます。）
　　 ②  スポークの間に物（ボールなど）を入れたり挟んだりしない。（車輪とフレーム、前

フォークなどの隙間にはさまって車輪の回転が急ロックし転倒するおそれがありま
す。）

　　 ③  走行中、くつ先が前ドロヨケまた前輪にぶつからないようにする。（足または前ドロヨ
ケが前輪に巻き込まれるおそれがあります。）

　● 荷物を積むときは
　　 ①  必ず積載装置（キャリア・バスケットなど）を取り付けて、それに荷物を積む。
　　 ②  キャリア・バスケットなどオプションパーツは購入いただいた販売店にご用命いただ

き、確実に固定を行ってください。
　　 ③ 荷物は片寄らないように荷紐でしっかり固定し、歩行者の迷惑にならないようにする。
　　 ④ 荷物でリフレクタが隠れないようにする。

　● 風・雨・雪がひどいときや視界が悪いとき
　　 ①  無理に乗らない。自転車から降りておして歩く。無理に乗ると、転倒や事故を起こす

おそれがあります。

　● 走行目的以外の使用
　　 ① 踏み台など走行目的以外に使わない。（転倒して怪我する恐れがあります。）
　　 ②  停車時にお子様が遊び道具として使うと、ギヤに指や髪を巻き込む可能性があり大変

危険です。
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　● 自転車の正しい乗り方
　　 ① 発進する時は、見通しのきく道路の左側で、後方と前方の安全を確かめる。
　　 ② 右折、左折をするときは、早めに合図する。
　　 ③  停止する時は、安全を確かめて停止の合図を行い、道路の左に沿って停止し、左側に

降りる。

　● 自転車で通行する場所
　① 車道を通るときは、車道の左側に沿って通行する。
　②  自転車は路側帯を通ることができますが、歩行者の通行におおきな妨げになるところや、

白二本線の標示の歩行者専用路側帯は通れません。
　③ 自転車歩道通行可の標識のある歩道は、次の方法により通行することができます。 
　 　・歩道の車道寄りの部分を徐行する。 
　 　・歩行者の通行を妨げる恐れのある場合は、一時停止する。
　④ 自転車道のあるところでは、自転車道を通る。
　⑤  道路を横断するとき、近くに自転車横断帯があれば、自転車横断帯を通る。自転車横断

帯がなく近くに横断歩道があるときは、自転車を押して横断歩道をわたる。

● 自転車が通行できる歩道、路側帯を通る時の注意
　① 歩道は歩行者優先であり、車道寄りを徐行すること。
　② 歩行者の通行を妨げない。
　③ こども、身体の不自由な人が歩いているときは、一時停止か、十分速度を落とす。
　④  自転車は車道通行が原則です。道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。

したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。但し、次の場合は
歩道を通行することができます。

　　 ・道路標識等で指定された場合。
　　 ・運転者が幼児、児童などの場合。
　　 ・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合。

● 右折方法
　① 信号機など交通整理が行われている交差点では、対面する信号機に従って走行します。
　　  ※交差点を斜めに右折する走行は禁止されています。
　②  信号機がなく交通整理が行われていない交差点ではできる限り道路の左側端に寄って走行

し、交差点の左側端に沿って徐行しながら走行してください。
　③ 自転車横断帯がある時は、その自転車横断帯を徐行して交差点を通過する。
　④ 自転車進入禁止標識のある交差点では、左側に乗り入れて自転車横断帯を通る。

5．交通ルール

　道路を横断、Ｕターンするときは、自転車横断帯か横断歩道を左右、周辺の状況を確認してから渡ってください。
 　狭い道から広い道へ出るときや、一時停止の標識のある場合は、一時停止して安全確認をしてください。
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　● 標準常用速度
　　 15～24 km/h
　　 ※この標準常用速度は、自転車を設計するうえで想定した標準的な速度です。

　● 標準適用体格
　　 ① サドルに腰をおろしペダルを下にさげて足をペダルにのせたとき、膝に余裕がある様に

調整できること。初心者の方やお子様はサドルに腰をおろしたときに、両足がべったり
地面につくこと。

　　 ② ブレーキレバーを余裕もって握ることができること。

　● 乗員体重
　　 65 kg
　　 ※乗員体重はこの自転車を設計するうえで、想定した標準的な乗員体重で、荷物などの積

載を加えた総重量が80kgとしています。

　● 載せられる荷物の大きさと重さ
　　 ① 荷物を積む際はキャリアやバスケットなどの積載器具の取り付けを行ってください。
　　 　※詳しくは販売店でご相談ください。

6．正しい使用条件

　高速走行での事故・転倒は大怪我の恐れがあります。スピードはいつも控えめにしてください。

　　

荷物の大きさや重さが表の内容を超えて積載すると、自転車の安定が損なわれ、転倒・事故を起こすおそ
れがあります。表の内容を超えないようにしてください。
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7．車体各部名称
（自転車イラスト）各部の部品名称の説明

8．取扱い説明
● 乗車のポジション調整
　 フレームにまたがったときに、トップチューブ
と股下との間に５㎝以上の余裕があるフレーム
サイズを販売店と相談してお選びください。サ
ドルの高さは、サドルに座り、ペダルをいちば
ん下に下ろしたときに膝が伸びきらず、若干余
裕がある状態が適正ポジションです。サドルや
シートポストを動かし、適正な位置に設定して
ください。高さが決まったらハンドルを握り、
腕が伸びきる、また曲がりすぎたりしないよう
に、サドルを前後させてポジションを調整して
ください。適正な乗車姿勢が取れない場合、運
転操作に支障をきたすことがありますので、必
ず販売店にて調整を行なってください。
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　● 適正なサドル高さ
　　  サドルの高さは膝が軽く曲がるぐらいが適正で、ペダルを漕ぎやすくて疲れにくくなりま

す。低すぎるとしゃがんだ状態から立つように、余分な力を使い疲れやすくなります。高
さに慣れないうちはやや低めに調節し、慣れるにつれ徐々に高くしていけば安全です。ま
た、サドルが高すぎるとペダルを漕ぐたびに腰を左右に振ってお尻をサドルに擦りつける
ためお尻が痛くなりやすいのです。

　● サドル高さの調整方法の注意点
　　  シートクランプを締めてサドルが動かないか

確認してください。シートポストに刻印され
ている限界標識を越えない高さに調節してく
ださい。限界標識を超えた状態で使用すると
フレームの破損につながる場合がございます。

　● 適正なハンドル高さ
　　  ハンドルの適正高さは乗られる方の身長、ま

た乗車経験による好みによっても大きく異な
ります。低すぎると乗車姿勢が窮屈になり、
高すぎると安定したハンドル操作ができなく
なります。サドルを適正な高さに調整した後
にサドルに跨り、ハンドルを握り無理のない
乗車姿勢か否か確認をしてください。

　　  乗車姿勢に不安の残る場合は、購入いただい
た販売店でハンドルの高さ調整をご依頼くだ
さい

サドルの高さを適切に設定します
サドルにまたがり、足の指の付け根あたりでペダル
を踏みます。ペダルがいちばん下に来たときに、足
が伸びきらない程度の高さが適正です。



13

　● ハンドル・ステムの固定と調整
　　  ステムの形状は主に、軽量なアヘッドタイプと、高さの調節が容易なクイルタイプの二種

類があります。アヘッドタイプの場合、スペーサーの位置を変更することでハンドルの
高さを調節します。固定するときはステムのトップのボルトを締め、ハンドルのガタがな
くなったらサイドのボルトを締め付けます。トップのボルトを締め付けすぎると、トップ
キャップやフォークコラムが破損する場合がありますのでご注意ください。クイルタイプ
はトップにあるボルト一本でステムを固定できます。

　● ブレーキ
　　 ブレーキのかけかたと調整
　　  前後のブレーキの違いをしっかり把握し、必要なときにしっ

かり止まれるようにしてください。前ブレーキは自転車を停止
させる際に非常に重要です。強力な制動力を発揮できますが、
強くかけすぎると後輪が浮き上がってしまい、転倒のおそれ
があります。後ろブレーキはスピードをコントロールするとき
に重要です。強くかけすぎると後輪がロックしてしまうため、
強い制動力は発揮できません。ブレーキワイヤーが伸びてし
まい、ブレーキのかかりが甘くなってしまうこともありますの
で、ワイヤー調整はお買い上げいただいた販売店にて定期的
に行ってください。

　　
　　
       

それぞれのブレーキの役割
ブレーキは右レバーがフロント、左レバーがリアブレーキです。ブレーキングは後輪、前輪という順に徐々に
行なってください。前輪を先にかけると後輪が浮き上がって転倒する恐れがあります。 　

　 雨天時は晴れの時よりも制動距離が長くなります。また、濡れた路面
は滑りやすく大変危険です。雨天時のブレーキングには細心の注意を
払い、スピードの出しすぎには注意してください。

ハンドル、ステムの固定を確認
前輪を足で挟み込み、ハンドルを強く左右にまわして、ハンドルがしっ
かり固定されているか確認してください。動くようであれば、固定が不
十分なので、そのままの乗車は大変危険です。再度、固定しなおしてか
ら乗車してください。

左レバーが
後ろブレーキ 
左レバーが
後ろブレーキ 

右レバーが
前ブレーキ
右レバーが
前ブレーキ
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　● シフター
　　 シフトチェンジの役割とメカニズム
　　  自転車の変速機は外装変速と内装変速の種類に分かれ、外装変速はチェーンを変速機
（ディレーラー）によって動かし、ギヤの位置を変えます。内装変速は後輪ハブ内部のギ
ヤの位置を変速機によって変更することで変速します。変速機はワイヤーによって動かし、
一般的にはワイヤーを引っ張ると大きいギヤにシフトチェンジし、緩めると小さいギヤに
シフトチェンジします。外装変速の変速機を使用したモデルのシフトチェンジは必ずペダ
ルを回しながら行ってください。ペダルを止めたまま、または逆回転させながらシフティ
ングするとディレーラーやチェーンを痛め、故障の原因になります。また、ペダルを強く
踏みながら、一度に２段以上のシフトチェンジをするとチェンジミスがおき、転倒、また
故障の原因にもなるので、ご注意ください。

　　 シフトチェンジのタイミング
　　  スポーツ自転車には７～30段といった非常に多い変速段数があります。スポーツ性能が

高いものほど変速段数が増えていきます。スポーツ自転車はスピードの変化は大きいので
すが、変速段数が多いことでクランクの回転数を一定に保ち疲れにくくなります。また、
上りや下りでも体への負担を抑えたギヤで走ることができます。変速するタイミングは基
本的に「早め早め」を心がけましょう。上り坂でペダルが重くなってから変速すると、疲
れやすいばかりでなく、チェーンやディレーラーにも大きな負担がかかるからです。無理
に変速するとチェーンが切れる恐れがあります。また、変速するときは、変速のタイミン
グと合わせて一瞬、ペダルを漕ぐ力を少し抜くと変速しやすくチェーン切れなどのトラブ
ルを防ぐことができます。

　● クイックリリースレバー
　　  車輪を簡単に着脱できるシステムが、クイックリリースです。この操作を誤ると、走行中

に車輪が外れるおそれがあります。非常に危険ですので、正しいご使用方法をお守りくだ
さい。クイックレバーの「OPEN」の文字が外側になった状態が、車輪が外れる状態です。
固定するには、まず、その状態からある程度までシャフトを締めます。適度に締まったら
レバーを起こし、「CLOSE」の文字が外側にくるようにして固定します。きつ過ぎる場合
は、適宜シャフトを緩めつつ行います。反対にレバーが緩過ぎる場合はシャフトを締めな
がらレバーの硬さを調整してください。

注意：
クイックリリースレバーはレバーを回
転させてしめ付けるものではありま
せん。

確認：
適度に締まったらレバーを起こし
「CLOSE」の文字が外側にくるように 
固定する。
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　● 乗車前点検
　　 ブレーキ周り
　　 〇ブレーキが良く効くか確認ください。
　　  左右のブレーキレバーを握って操作したとき、ブレーキレバーと握りの間が1/2～1/3に

なるまででブレーキが効きますか？

　　 車輪周り
　　 〇車輪がしっかり固定されているか確認ください。
　　 クイックリリースが「Close」のマークが見える位置に強く締付けられていますか？
　　  もしクイックリリースレバーが「Open」の位置になっている場合又は、「Close」のマー

クが見える位置になっていても完全に締まっていない場合は、車輪が外れる恐れがあり危
険です。

　　 ハンドル周り
　　 〇ハンドルがしっかり固定されているか確認ください。
　　  ※ 固定の確認は大人の人が左右のハンドルグリップ部をもって、前輪を両足で挟み上下左右に回

そうとしても動かないこと。
　　 〇グリップが回らないか、また抜けることはないか確認ください。

　　 サドル周り
　　 〇サドルの上下、左右及び前後にガタや動きがないか確認ください。
　　 フレームとまっすぐに取り付けできているか。
　　 ※ 固定の確認は、大人の人がサドルの前後をもって上下左右に力を加えて動きのないこと。

　　 変速機（ディレーラー）周り
　　 〇変速機は正常に作動するか確認ください。
　　 ※ クランクを回転させながら変速レバーを操作したときに、ギヤチェンジ（変速）はスムースか。

チェーンがロー側及びトップ側に外れないか。

　　 ライト
　　 〇ライトは点灯するか確認ください。
　　  自転車を使用する前にライトが点灯するか（バッテリー式は充電容量も）確認してください。

　　 各部ネジ
　　 〇各部のネジが緩んでいないか確認ください。
　　 ※ 自転車の前車輪と後車輪を別々に持ち上げ（10-20cm）軽く落として異音や取り付けのズレ

はないか。異音がある場合はネジなどが緩んでいるおそれがあります。

　● 日常メンテナンス
　　  自転車の性能を維持するには定期的なメンテナンスが欠かせません。ウエスで拭いたり注

油したりすることで、各部品が正常に機能するばかりでなく、普段は気づかないようなキ
ズやねじの緩みなどの発見にも繋がります。汚れの少ない場所からクリーニングしましょ
う。そのほうがウエスは汚れにくく、クリーナー類の消費も抑えられます。雨天時の走行
など、自転車が激しく汚れた場合には、専門知識を得た上で水洗いすることもできます。
水に溶かした中性洗剤を泡立ててブラシで洗い、洗車後に十分乾かし注油します。高圧洗
浄機は使用を避けてください。高い水圧によってフレーム・部品内に水や泥が入り込みま
す。

　　 タイヤの空気圧
　　  乗車する前には、タイヤの空気圧の確認をしてください。指でタイヤを押して、簡単にへ

こむようでしたら空気圧が不足しているかパンクしている可能性があります。空気圧が
低すぎると車輪の回転が重くなり、タイヤの消耗も早まり、パンクの原因にもなります。 
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また、空気圧が高すぎると破裂の恐れがありますので、必ずタイヤの側面に表示されてい
る指定空気圧の範囲内で使用してください。タイヤのバルブ口にはイングリッシュ（英式）、
アメリカン（米式）、フレンチ（仏式）の3種類がありますので、種類を確認し、それに適
合したポンプの口金を使用して空気の充填をしてください。

　　 チェーンのメンテナンス
　　  チェーンはクリーニング後に潤滑用のオイルを塗布します。チェーンの潤滑、チェーンや

ギヤの摩耗軽減、滑らかな変速は、十分なチェーンオイルによって可能になっています。
チェーンオイルを塗布するだけでも十分ですが、その前にチェーンにこびりついた汚れを
落とすことで、本来の性能をより発揮させることができます。チェーンオイルを塗布する
だけでは汚れがたまり、チェーンの動きが悪くなります。リムなどブレーキ制動面にオイ
ルが飛んでしまった場合はパーツクリーナーのような脱脂剤できれいにふき取ってくださ
い。油が付着したままにしていると、ブレーキが効かず、危険です。

　● 異常のチェック方法
　　  乗車する前に、フレームやフロントフォークなどに

変形やヒビ割れがないか、各パーツに異常がないか
を確認してください。ペダル軸やクランク、変速機
など、転倒や衝撃によって曲がってしまうこともあ
るので、定期的な点検が必要です。また、見た目で
はわかりづらい異常もありますので、自転車を軽く
落としてがたつき、ビビリ音の有無、ブレーキを
かけて前後に揺するなどして、確認してください。
万一、曲がりやヒビ割れなどの異常がある場合は、
ただちに使用をやめ、速やかに販売店にご相談くだ
さい。特に異常が見受けられない場合であっても、
定期的な点検を販売店にて行ってください。

イングリッシュバルブ 
（英式、ウッズバルブ）
空気の逆流を防止する弁が内蔵されてお
り、定期的な交換が必要です。

フレンチバルブ 
（仏式、ブレスタバルブ）
高圧に対応し、軽量なタイプです。
バルブが細いので、ロードバイクなどに多
く採用されます。

アメリカンバルブ 
（米式、シュレーダーバルブ）
低圧に対応したタイプです。バルブが大
型なので、細いタイヤモデルには採用さ
れません。

チェーン：
チェーンへ注油することで変速性能を維持し、チェーン自体も滑らかに
動きます。リムに油分が飛ばないように注意してください。
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　　 フレーム、フォーク
　　  自転車に大きな衝撃がかかると、フレームのふくらみ、ひび割れ、曲がりや変形などが起

こる場合があります。目視で異常を確認してください。特にカーボンフレーム・フォーク
の場合は厳重に確認をして下さい。

　　※フレームやフロントフォークは絶対曲げ戻す修理を行わないでください。
　　 フロントギヤクランク
　　  ペダルやクランクが曲がってしまった場合、 自転車をこぐと違和感が出ます。また、変速

に支障をきたすことがあります。

　　 変速機
　　  クランクを回したときに異音が発生、またペダルが重い場合は、変速機が変形している場

合があります。後ろから見て状態を確認してください。

　　 車輪の振れ確認
　　  タイヤを持ち上げ、車輪をまわしたときに、 タイヤが左右に波打っているときは、ホイー

ルが歪んでいる可能性があります。販売店にて調整が必要です。

　　 フレーム・フォーク・駆動部の異常
　　  自転車の異常は、重大な事故につながる場合があります。点検調整項目は、販売店より説明

を受けて行ってください。異常を感じたら、乗車を止め速やかに販売店にご相談ください。

　　 保証規約

　　 正規代理店にて新品の製品をご購入頂いたお客様に対し、品質を保証します。

　● 保証期間
　　  フレーム：新車をご購入いただきました日から１年間を保証期間と定めます。（ただし、

モデルチェンジ等により止むおえず同等品交換となる場合もございます。）その他部品：
新車をご購入いただきました日から１年間を保証期間と定めます。（しかし下記に示す部
品は保証対象外となります。また、モデルチェンジ等により止むおえず同等品交換となる
場合もございます。）

　　  部品保証での完成車交換はできません。フレーム販売品についてはご購入いただきました
日から１年間を保証期間と定めます。（ただし、部品組立に起因する場合は保証対象外と
なります。）

　● 保証対象外部品（消耗品）
　　  リアディレイラーハンガー、各種オイル、電球、サスペンション、タイヤ、チューブ、フ

ラップ、ワイヤー、グリップ、ブレーキパッド、ペダル、チェーン、ワイヤーハーネス、
ボルト類、ナット類、バーテープ、エンドキャップ、スポーク、ニップル、スプリング類、
ベアリング類、ブッシュ類、等これらに類するもの（ただし当社が保証対象と認めた場合
は除く）。

　● 次に示すものはお客様の負担となります。
　　 保証対象外部品・点検調整、清掃

　● 保証修理を受けるための条件及び手続き 
　　  保証修理をお受けになる際は自転車と当保証書および購入時の領収書をお求め頂きました

販売店へお持ちいただき保証修理をお申し付けください。（ご購入いただきました販売店
以外では有料となります。）保証修理や部品の交換などは全てお買い上げの販売店を通じ
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て行っております。（通信販売で購入の商品についてお近くの代理店などで保証を受ける
ことは出来ません。）当保証書を提示されない場合は、保証修理はお受けできません。出
張修理をお申し付けの際は別途出張費用を頂く場合がございますので事前にご購入いただ
いた販売店にご確認ください。本保証書は使用者が字句等を書き換えた場合無効となり
ます。本保証書は通信販売、再販でのご購入されたものには適用されません。本保証書
は日本国内で使用される自転車のみで、フレームナンバー記録があるものにのみ適応さ
れます。また海外へ持ち出して使用される場合はその時点で打ち切りとなります。This 
warranty is valid only in Japan

　　  ご購入後、100km到達時または２ヶ月以内、６ヶ月以内、12ヶ月以内、その後は１年毎
に定期点検調整をお受けください。定期点検をお受けになる際は、当保証書をご購入した
販売店へご提示ください。

　　  保証対象者は保証書記載者のみとなります。当社の自転車は自転車本体の重量に使用者
の体重、積載物を加えた総重量が80kg以下で乗車されることを前提とし設計されていま
すので、保証対象体重制限もその範囲内とさせていただきます。（子供車は総重量40kg以
下、幼児車は総重量20kg以下。）他社生産品に対して当保証書は適用されません。保証修
理に関するお問い合わせはご購入した販売店にご相談ください。

　● 保証対象外事項
　　  正規代理店以外（中古車での購入、個人売買やオークションなど）での購入の商品は品質

保証、アフターサービスの対象外となります。
　　 以下に示す事項にあてはまる場合は保証交換、修理の対象となりません。
　　 ・点検項目表の組立て確認欄にチェック（確認）記入のはいっていないもの。
　　 ・ 使用者の使用上の不注意や駐輪時の転倒及び取扱い説明書に従わない使用、取扱い不手

際およびいたずらにより生じたもの。
　　 ・衝突、転倒、駐車中の転倒、ジャンプなどの無理な乗車により生じたもの。
　　 ・法令の違反行為により生じたもの（過積載、二人乗りなど）。
　　 ・通信販売、再販でご購入されたもの。
　　 ・ 保守、整備不備または故障した箇所を修理せずに使用し続けたために生じたもの、およ

びこれによって生じた二次的故障や損傷。
　　 ・定期点検不備により生じたもの。
　　 ・使用者が構造、機能を改造または変更することにより生じたもの。
　　 ・使用者による酷使、競技レース走行等、本来の使用方法をしないために生じたもの。 
　　 ・保証書記載者以外の不特定多数（レンタサイクルなど）で使用した場合に生じたもの。
　　 ・人災、天災、地変、公害、塩害などによる故障及び損傷により生じたもの。
　　 ・タイヤ、チューブ、ブレーキシューなどのゴム類にて摩耗または疲労と認められたもの。 
　　 ・ 手入れ不足、保管不備により生じた塗装面、メッキ面のハクリ、錆、その他これに類す

る不具合及びプラスチック部品の自然退色。
　　 ・一般に機能上、影響のない音、振動、油シミ等の感覚的現象。
　　 ・ 本製品の故障に起因する付随的費用。（本製品を自転車店に持ち込むために要した費用

など）※電話代、運送代、レンタカー代等の修理に付随する費用。※休業補償ならびに
自転車を使用できなかったことによる損害。

　　 ・当保証には盗難保険は含まれません。



点検チェックリスト
　販売店様は、整備後に組立て確認欄にてチェック、記入捺印を行って下さい。（販売店様の組立て確認欄にチェック記入捺印の無いものは保証対
象外となります。）
　お買い求め後２ヶ月以内もしくは初回100㎞走行後に第１回目を第２回目はその後１年ごとに実施してください。
　なお、点検・整備はお早めに販売店に依頼されることをおすすめします（有料）。
　定期点検整備を怠ると自転車を安全にご使用できず、重大事故に至ることもあります ので、点検整備の実施をしてください。
　点検時期外でも、異常を感じた場合上記の点検を実施し、調整・修理をしてください。

書き方：良好〇　不備×

点検項目と内容 販売時 初回
100㎞時

２回目
６ケ月

３回目
１年

４回目
２年

５回目
３年

６回目
４年

7回目
５年

1 フレーム
フロントフォーク

変形、曲がり、ひび割れ
ディレーラーハンガーの曲がり
ヘッド、BB ハンガーの回転、ガタ

2 ハンドル回り
ハンドル、ステムの取付、固定
グリップ (にぎり ) の固定

3 サドル
シートポストの挿入深さ
サドルの固定、取り付け角度

4 ブレーキ

ブレーキレバーの固定、引き代
ブレーキ本体の固定
ブレーキのゴム類、シュー、パッド
ワイヤー類の錆、ほつれ
前後ブレーキの効き

5 ギヤクランク
クランク、ギヤ板の変形、ひび割れ
クランクボルト、チェーンリングピンの固定

6 ペダル
回転具合、ガタ
軸の曲がり
ペダルの固定

7 チェーン
チェーンの張り、たわみ
油切れ
チェーンの外れ

8 フリーホイール 回転の具合、空転

9 変速

ギヤチェンジの具合
チェーン外れ
ディレーラーの曲がり
ワイヤー類の錆、ほつれ

10

ホイール、ハブ
ナットの締付
玉押しのガタ、回転の具合
クイックリリースレバーの動き、締まり具合

ホイール、タイヤ
空気圧
キズ、摩耗

ホイール、リム
変形、振れ
リムブレーキ面の摩耗

ホイール、スポー
ク 緩み、折れ

11 ベル 取付け、固定、鳴りの具合

12 ライト、リフレクター
取付け、固定、汚れ、割れ
点灯、点滅

13 鍵
取付け、固定
施錠、開錠の作動、機能

14 ドロヨケ
取付け、固定、クリアランスの確保
シャープエッジ

15 キャリア、スタンド
取付け、固定
曲がり、ひび割れ

16 ネジ類 締付の緩み、脱落
17 注油箇所 チェーン、ワイヤー、ブレーキレバー、ディレーラー

印 印 印 印 印 印 印 印



神奈川県自転車商協同組合
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