MiniMalist Rack installation
ミニマリスト ラック 取付説明
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追加の製品並びに安全情報はsalsacycles.com/safetyをご覧下さい。。
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ミニマリストラック—フロント取り付け説明
警告
サルサラックの自転車への取り付けには自転車の整備に関する深い
知識とプロ向けの工具が必要とされます。この組み付けを行うに足
りる正確な工具、知識がない場合はお近くのサルサ取り扱い店に持
ち込んで下さい。適切なラックの取り付けが出来ないとコンポーネ
ントの故障を引き起こし、それは重傷や死を引き起こします。自身
で組み込まれた場合、熟練の自転車整備士に調整、点検を行っても
らうことをお勧めします。
•

貫通型
クラウン取付け穴

ミニマリストフロントラックはサルサファーゴ並びにイネイブ
ラーフォークで使うことが出来ます。リアに関してはフレームに
シートステイマウントとサルサのラックロックが付いている必要
があります。

•

ラック上のねじ切りマウントはヘッドライトのみを取り付
けるよう設計されています。

•

ミニマリストラックはデッキやフラットベッドの類いのものに
取り付けるよう設計されていません。

•

積載重量制限は5kgです。

•

ラックを改造しないでください。改造を行うと保証の適用外とな
ります。

ミッドブレード
ラックマウント
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• 乗る前にはラックなどがしっかりと固定されていることを確認し
て下さい。
• フロント並びにリアのラックは自転車の操舵感覚を変え、荷物
を載せたときは特にそれが顕著です。走り出す前に安全な場所
で操舵感覚を試すようにしてください。
•

乗る前に積載した荷物がバランスよくしっかりと固定されてい
ることを確認してください。（ゆるんだストラップはホイール
に巻き込まれます）

•

積載した荷物で遮られない場所にリフレクターとライトを設置し
て下さい。

フロント取り付け時に最低限必要とされる事項
• このラックはサルサファーゴ並びにイネイブラーフォークで使う
ように設計されています。
•

図3

適切な取り付けにはミニマリストラックのデッキ部分が地面に対
して平行に設置されなければいけません(図3)。

• フォークのクラウンには貫通した取り付け穴が必要です(図1)。
•
•

フォーク中ほどにラック取り付け用小物が必要です(図2)。

タイヤもしくはフェンダーの一番高い部分とサルサミニマリスト
ラックのデッキ部分に最低19mmの間隔が必要です(図3)。

最小間隔19mm

フロントラック取り付け時の適合性

ミニマリストラックはタイヤもしくはフェンダーの一番高い部分と
ラックのデッキ部分に最低19mmの間隔が必要です。これを確認する
には：
1. フル装備の自転車を平坦な場所に設置します。
2.

水準器をタイヤもしくはフェンダーの上部に用意し、水準器の
下端をクラウンの取り付け穴に併せて水辺を保ちます(図4)。

3. メジャーもしくは定規を使って、タイヤもしくはフェンダーの一
番高い場所と水準器の下端の間隔を測ります。この間隔が最低で
も19mmないといけません。
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ミニマリストラック—フロント取り付け説明
必要な工具

4mm アーレンキー
5mm アーレンキー

フロントへの取り付け説明

10mm ボックスレンチ
トルクレンチ

M6 ナイロンロック
ナット

ミニマリスト 穴空き
アロイブロック
M6 ワッシャー

メモ：ミニマリストラックはサルサファーゴもしくはイネイブラー
フォークで使うよう設計されています。

M6 ソケットヘッド
キャップボルト
M6 ワッシャー

1. 付属の穴空きアロイブロックを 50mmボルト、 M6ワッシャ2
枚、M6ナット(図6)を使ってフォークに固定します。最後まで
完全に締め込むことのないようにしてください。

図5

2. ラックのストラット部分を緩め、フォーク中ほどの取り付け穴に
沿うようにし、M5 x 16mmネジとM5ワッシャで固定します。最後
まで完全に締め込むことの無いようにして下さい(図6)。
3. ラック本体をM5 x 12mmネジとM5ワッシャを使ってアロイブロッ
クに取り付けます。完全に締め込まないで下さい(図7)。
4. ラックが水平であるか、そしてタイヤもしくはフェンダーとラッ
クの間に十分な間隔があるかを確認して下さい(図3)。

5. 水平になったらアロイブロックにラックを取り付けたネジ両方を
3Nmのトルクで、クラウンに取り付けたネジを4-6Nmのトルクで
締め込んで下さい(図8)。

6. 両側のストラットをフォーク中ほどで固定するM5ボルトを4-6Nm
のトルクで締め込んで下さい(図8)。
7. 10mmのボックスレンチを使って、ストラット反対側のハード
ウェアを2-3Nmのトルクで締め込んで下さい(図8)。

こちら側も右側同
様に行って下さい。

M5 ワッシャー

M5 16 mm ソケット
ヘッドキャップスクリュー

8. 最後に5mmアーレンキーと10mmのボックスレンチを使って、M6
ロックナットを4-6Nmのトルクで締め込んで下さい。

9. 必須ではありませんが、荷物を載せた際干渉しないようストラット
の先端を切りたいと思うかもしれません。ストラットの切断並びに
ヤスリがけは資格を持つ自転車整備士に行ってもらうことをお勧め
します。ストラットの長さを計測し（プラスチックのエンドキャッ
プをかぶせる余裕を加味して下さい）、マーキングをしてストラッ
トを一旦取り外します。アルミ用の万力と金属ノコを使ってスト
ラットを切断し、切り口をヤスリを使って滑らかにします。再取り
付けの際は、全ての締め具に関して締め付けトルクを守り、エンド
キャップも忘れず取り付けて下さい。

締め付けトルク
4-6 N-m

図6

M5 ワッシャー

M5 12 mm ソケット
ヘッドキャップスクリュー

図7

締め付けトルク
2-3 N-m

締め付けトルク
2-3 N-m

締め付けトルク
2-3 N-m

エンドキャップ

締め付けトルク
2-3 N-m

締め付けトルク
4-6 N-m

マウント用ストラット

締め付けトルク
4-6 N-m

図8
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ミニマリストラック—リア取り付け説明
リア取り付け時に最低限必要とされる事項
•
•
•

サルサ ラックロック
(別売り)

このラックはサルサのラックロックと併せて使うよう設計
されています(図10)。
シートステイにはラックマウントが必要です(図14)。

ラックのデッキ部分とタイヤもしくはフェンダーの最高部に
最低19mmの間隔が必要です(図14)。

図 10

リアへの取付説明
1. サルサのラックロックの取り付けは付属の説明書を参照くだ
さい。

M5 ワッシャー

M5 x 12 mm スクリュー

締め付けトルク 2-3 Nm

2. 2本のM5 x 12mmネジとM5ワッシャを使ってミニマリストを
ラックロックに取り付けます(図11)。
3. ストラットを緩め、シートステイ上の取り付けマウントに
角度を合わせ、M5ボルトとM5ワッシャで取り付けます(図
12)。

M5 ワッシャー

M5 x 12 mm スクリュー
締め付けトルク 2-3 Nm

4. ミニマリストラックをラックロックに2-3Nmのトルクで締
め込みます(図11)。
5. ラックのストラットとシートステイのM5固定ボルトを4-6Nm
で固定します(図12)。

M6 Lock-Nuts
6. 10mmレンチを使って、ストラット反対側のハードウェアを
with Lock Washers
2-3Nmのトルクで締め込みます(図13)。
Torque to 2-3 Nm
7. 必須ではありませんが、荷物を載せた際干渉しないようスト
ラットの先端を切りたいと思うかもしれません。ストラット
の切断並びにヤスリがけは資格を持つ自転車整備士に行って
もらうことをお勧めします。ストラットの長さを計測し（プ
ラスチックのエンドキャップをかぶせる余裕を加味して下さ
い）、マーキングをしてストラットを一旦取り外します。ア
ルミ用の万力と金属ノコを使ってストラットを切断し、切り
口をヤスリを使って滑らかにします。再取り付けの際は、全
ての締め具に関して締め付けトルクを守り、エンドキャップ
も忘れず取り付けて下さい。

図 11
M5 ワッシャー
M5 x 16 mm スクリュー
締め付けトルク 4-6 Nm

M5 Washer (2)

M5 ワッシャー

Salsa Rack-Lock
(Not Included) (2)

M5 x 16 mm スクリュー

締め付けトルク 4-6 Nm

図 12
M5 Washer (2)
最小間隔 19mm

M5 x 12 mm Screw
Torque to 2-3 Nm (2)

M5 Washer (3–5)

M6 ロックナットと
ロックワッシャー
締め付けトルク 2-3 Nm

図 13
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フレームのシートステイにはラッ
ク用の取付穴が必要です。
M5 x 16 mm Screw
Torque to 4-6 Nm (3–5)
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ミニマリストラック取り付け説明
保証

サルササイクルはこの新しいサルサ製品に関して、消費者が小売
店を通して購入された日から3年間、素材上もしくは製造上の欠
陥が無いことを保証します。この制限保証はサルササイクルの裁
量による唯一無二となるもので、対象となる製品の修理もしくは
交換に明確に限定されます。この制限保証はサルサ製品を購入さ
れた最初の所有者のみに適用され、譲渡は出来ません。サルササ
イクルはいかなる損失、不都合、直接的、偶発的、間接的もしく
は表示に対する不履行、黙示的保証、状態の結果として生じる損
害、特定の目的のための適合性やここに述べられる以外の製品へ
の考慮といった商品面に対しても支払いの義務を負いません。
この保証は以下については適用されません。
・間違った取り付け、追加の手入れ、もしくは技術、能力、経験
不足による自身での取り付けによる損傷
・改造を加えられた、手入れをしていない、競技もしくは宣伝目
的で使われた、不正使用もしくは悪用された、事故に巻き込まれ
た、その他通常使用以外の製品
・表面仕上げのダメージ、悪化、ペイントのダメージに限定され
ない製品の美的もしくは外観的要素
・通常使用での損耗
・自転車の組付けに際し取り外しや再取り付け、再調整にかかる
費用
この保証は法律に基づく権利を侵害しません。またそれらの権利
は他の権利同様地域によって異なります。

Salsa Cycles
6400 West 105th Street, Bloomington, MN 55438
Tel: 877-MOTO-ACE Fax: 952-983-6210
www.salsacycles.com
8835 04/12

For additional product and safety information go to salsacycles.com/safety
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