
MTBシートチューブ & 
シマノFDマウントモデル

取り付け説明
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SHIMANO FD-MOUNT

This version of the 1X has two points of adjustment, the mounting 
bolt and upper guide bolt. Adjust the 1X vertically by moving the 
upper guide bolt (A) up and down on the guide track.  Adjusting 
the mounting bolt (B) will affect the tilt of the guide. You will want 
to leave approximately 3-4mm of clearance between the chainring 
teeth and the ceiling of the 1X (C). The chainring should be aligned 
with the seam in the upper guide. There are two 1mm nylon 
spacers installed on the upper guide bolt between the guide and 
the bracket, you may remove one or both of the spacers as needed 
to achieve this alignment (D).

For optimal performance MRP recommends using single-ring 
specific chainrings - like our Podium rings - with the 1X guide.

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT US ON THE 
WEB AT MRPBIKE.COM

OR CALL US AT (970)241-3518 AND WE’LL BE GLAD TO 
ASSIST YOU

580 NORTH WESTGATE DR.
GRAND JUNCTION, CO 81505 

The Shimano 
FD-Mount 1X will 
accommodate 
chainrings from 
32-40T. As 
with any MRP 
chainguide, the 
chainring should 

be mounted in the 
middle position 
on the crank 

spider (usually on 
the inside of the 
mounting tabs). 



消費者向けの安全に対する大切な情報
警告：自転車に乗ることには危険がつきまといます。

それが正しくお手入れ、点検されていない自転車や部品であれば
なおさらです。

この説明書に目を通されないこともまた危険な行為となります。

1. この説明書で表記されていない改造や調整は行わないで下さい。

2. 自転車に乗る前には毎回チェンガイドの点検を行って下さい。その
際過度なすり減りや変形、ヒビなどの兆候がないか見て下さい。何
かしら異常を見つけた際は乗車を止め、完璧な点検と修理の必要性
を確認するため購入店へ持ち込むかMRPに問い合わせて下さい。

3. 乗車時は常に頭にあったヘルメットなどの適切な安全用装備を着用
されることを推奨しま
す。無灯火での夜間走行は決して行わないで下さい。

4. 必ずMRPの純正部品をお使いください。2次市場の交換部品の用、
アップグレードは保証が無効になり、構造上の破損を招く恐れがあ
ります。

���の取り付けは最寄りのショップの熟練したメカニックにお願いし
て下さい。
自分で取り付ける場合も、装着後ショップにて見てもらうことをお勧め
します。

作業に取りかかる前に、この説明書に一通り
目を通して下さい。
注意して下さい：

フロントに多段ギアが装着されている自転車に1xを新規装
着する場合、以下の説明はフロントディレーラーやシフ

ター、追加のリングなどを取り除いていることを想定した
ものになっています。またチェーン以外のドライブトレイ
ンのコンポーネントは1xガイドを取り付ける前に全て装着

されていなければいけません。

1xガイドはバッシュガードの取り付けられ
たクランクとは互換性がありません。

Use spacers here 
if needed.

Center on
 chainring

3-4mm
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MTB SEAT TUBE MOUNT

The MTB Seat Tube Mount 1X will accommodate chainrings from 
32-40T. As with any MRP chainguide, the chainring should be 
mounted in the middle position on the crank spider (usually on the 
inside of the mounting tabs). The chainring should be aligned with 
the seam in the upper guide. There are two 1mm nylon spacers 
installed on the upper guide bolt between the guide and the 
bracket, you may remove one or both of the spacers as needed to 
achieve this alignment.

Adjust the 1X vertically by moving the clamp (A) up and down the 
seat tube, or by moving the guide up and down on the guide track 
(B).  You will want to leave approximately 3-4mm of clearance 
between the chainring teeth and the ceiling of the 1X. Install the 
chain and check for rubbing on the ceiling and tail of the guide, 
adjusting accordingly.

For optimal performance MRP recommends using single-ring 
specific chainrings - like our Podium rings - with the 1X guide.

The MTB Seat Tube 
1X is designed for 
72-74 degree seat 
tube angles and will 
accommodate the 
following seat tube 
diameters: 

34.9MM
USE NO RUBBER 
SHIM

31.8MM
USE THIN RUBBER 
SHIM

28.6MM
USE THICK RUBBER 
SHIM



IMPORTANT CONSUMER SAFETY INFORMATION

WARNING: RIDING A BIKE IS DANGEROUS. NOT 
PROPERLY MAINTAINING OR INSPECTING YOUR BIKE 

AND IT’S COMPONENTS IS EVEN MORE DANGER-
OUS. IT IS ALSO DANGEROUS TO NOT READ AND 

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1.  Do not perform any modifications or adjustments that are not 
outlined in this manual.

2.  Inspect your chain guide before every ride. Inspect areas for 
any signs of excessive rubbing, bending, cracking or other dam-
age.  If you notice anything abnormal, do not ride it. Return it to 
your dealer or contact MRP for a complete inspection and nec-
essary repair.

3. MRP recommends that you wear proper safety equipment ev-
ery time you ride, including approved bicycle helmet. Never ride 
at night without lights.

4. Always use genuine MRP parts. Use of aftermarket replace-
ment parts and upgrades voids the warranty and could cause 
structural failure.

MRP highly recommends that you have your new guide installed 
by a professional mechanic at your favorite local bike shop. If you 
have ANY doubts about how to install your guide, take it to a 
bike shop. You’ll be glad you did. 

READ THE INSTRUCTIONS COMPLETELY 
BEFORE YOU BEGIN

PLEASE NOTE:
THE FOLLOWING DIRECTIONS ASSUME THAT THE 

FRONT DERAILLEUR, SHIFTER, AND ANY ADDITIONAL 
CHAINRINGS HAVE BEEN REMOVED FROM THE BIKE 

IF RETROFITTING THE 1X TO A BIKE PREVIOUSLY 
FITTED WITH MULTIPLE FRONT GEARS. ALL 

DRIVETRAIN COMPONENTS BUT THE CHAIN SHOULD 
BE INSTALLED BEFORE INSTALLING THE 1X GUIDE.

THE 1X GUIDE IS NOT COMPATIBLE WITH 
CRANK-MOUNTED BASH GUARDS.

必要であればこの間
にスペーサーを

分割線の延長に
 チェンリングが来るように

プレート上
部との間隔
3-4mm
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MTBシートチューブマウント説明

MTBシートチューブマウント用1xは32-40Tのチェーンリングに対応し
ます。他のMRPチェーンガイドと同様に、チェーンリングはクランクス
パイダーのミドルリングの位置(通常取り付けタブの内側)に取り付けな
ければいけません。チェーンリングはアッパーガイド接合部と一列に並
ばなければいけません。アッパーガイドボルトにはガイドとブラケット
の間に1mmのナイロンスペーサーが2枚挿入されており、一列に並べる
際このスペーサーを1枚もしくは両方取り除くことが出来ます。

1xの垂直方向の調整はクランプ(A)をシートチューブ上で上下に動かす
か、ガイドトラック(B)を上下に動かすことで行えます。チェーンリン
グの歯と1x天井部にはおおよそ3-4mmの間隔が空いている必要があり
ます。チェーンを装着し、調整に応じてガイドの天井部や後部との擦れ
具合を確認してください。

1xガイドの最適なパフォーマンスのために、MRPは弊社のポディウ
ムリングのようなシングル用のチェーンリングを使うことを推奨し
ます。

MTBシートチューブ
マウント用1xは
72-72°のシート
チューブアングルを
持ち、以下のシート
チューブ径を持つフ
レーム用に設計され
ています：

34.9MM径
ラバーシムは必要
ありません

31.8MM径
薄い方のラバーシム
を使って下さい

28.6MM径
厚い方のラバーシム
を使って下さい



INSTRUCTIONS FOR
MTB SEAT TUBE &

SHIMANO FD-MOUNT 
MODELS
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シマノFDマウント説明

1xガイドはマウンティングボルトとアッパーガイドボルトの2箇所の調整
が行えます。1xの垂直方向の調整はガイドトラック上でアッパーガイド
ボルト(A)を上下に動かすことで調整出来ます。マウンティングボルト
(B)はガイドの傾き具合を調整出来ます。チェーンリングの歯と1x天井部
にはおおよそ3-4mmの間隔が空いている必要があります(C)。チェーン
リングはアッパーガイド接合部と一列に並ばなければいけません。アッ
パーガイドボルトにはガイドとブラケットの間に1mmのナイロンスペー
サーが2枚挿入されており、一列に並べる際このスペーサーを1枚もしく
は両方取り除くことが出来ます(D)。

1xガイドの最適なパフォーマンスのために、MRPは弊社のポディウムリ
ングのようなシングル用のチェーンリングを使うことを推奨します。

より詳しい情報に関しては本国サイト(MRPBIKE.COM)をご覧下
さい。
また不明な点がありましたら、本国サイトもしくはモトクロスイ
ンターナショナルまで問い合わせください。

580 NORTH WESTGATE DR.
GRAND JUNCTION, CO 81505 

シマノFDマウント
1xガイドは
32-40Tのチェーン
リングに対応しま
す。他のMRP
チェーンガイドと
同様に、チェーン
リングはクランク
スパイダーのミド
ルリングの位置(通
常取り付けタブの
内側)に取り付けな
ければいけませ
ん。 




