D) ボルトスリーブ

F) スライダーナット

E) G-スライドブロック

ユーザーマニュアル

消費者向けの安全に対する大切な情報
A) 4mmロワーガイドボルト

4. Insert the G-slide block with the angled side facing the chainring.
5. Locate the silver sleeve included in your hardware pack and install it on the 4mm
lower guide bolt.
6. Align the G-slide and rear slider nut in the appropriate position based on your
chainring size - use the three dimples molded into the face of the lower guide area as
a reference.
7. With the two silver sleeves on, install the 4mm lower guide bolt.

To get the most out of your MRP G3, and
ensure years of reliable function, it is important
to take care when lubricating and cleaning your
bicycle and drivetrain. There are several solvents,
chemical compounds, and other materials
commonly found in lubricants and cleaners that
can be detrimental to the polycarbonate found on many MRP products.
These include:
• Mineral Spirits
• Propane & Butane (sometimes a propellant in canned lubes)
• Acetone
• Ammonia (in some cleaning materials)
• Benzene
• Hexane
• Kerosene
• MEK (Methyl Ethyl Ketone)
• Turpentine

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ぶひん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使用、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。

付属の取り付け用ハードウェア

必要工具：
•

適切なBBカップ取り外し
工具 (BBマウント用)

•

適切なクランク取り外し
工具

•

4mmアーレンキー

•

トルクレンチ

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT US ON THE WEB AT
MRPBIKE.COM
OR CALL US AT (970)241-3518, WE’LL BE GLAD TO ASSIST YOU!

ISCG/ISCG-05 モデル
M6 X 14mmカスタムヘッド ISCGスクリュー – 3
2.5mm ISCGスペーサー – 3
1mm ISCGスペーサー – 6
M6 X 10mm ISCGスクリュー – 1
BB モデル
1mm BB Spacer – 1
共通品
G-スライドブロック – 1
Gスライド用アロイスリーブ – 1
2.5MM
スペーサー

M6 X 14MM
スクリュー

G-スライド
スリーブ

1MM
スペーサー

®

580 NORTH WESTGATE DR.
GRAND JUNCTION, CO 81505

1MM BB
スペーサー

G-スライド
ブロック

M6 X 10MM
スクリュー
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ISCG/ISCG-05 ガイド取り付け説明

12 - 12:30

4mmアーレンキーでフレームに設けられたISCG用のね
じ切りタブに付属のM6x14mm ISCGスクリューを使っ
てガイドを取り付けて下さい(図A)。その際必要であれ
ば1mm、2.5mmのスペーサーを使って下さい。代表的
なISCGの間隔（タブがBBシェルと同一平面上にあると
仮定）は68mmのBBシェルで3.5mm、73mmと
83mmのBBシェルで1mmです*。スペーサーは常に
バックプレートとフレームタブの間に挟んで下さい。3
箇所のうち上部のタブがM6x14mmネジを収容出来るほ
ど深く削られていない場合はM6x10mmのネジを使って
下さい。この時点でネジは緩めにしておいてください。

BBマウントガイド取り付け説明

ドライブサイドのBBカップを取り外します。BBカップ
とBBシェル（もしくは幾つかの68mmと83mmBBシェ
ルではBBカップと内蔵スペーサー）の間にガイドと
1mmのBBスペーサーを挿入します。1mmのBBスペー
サーは間隔の必要性に応じてガイドの外側もしくは内側
に挟みますが、最初は外側に挟むことをお勧めします。
同時に、バックプレートと1mmのBBスペーサーはBB
アッセンブル上BBスペーサー1枚(2.5mm)に置き換わ
り、BBスペーサーが２枚使われる際は外側に配置され
たスペーサーがバックプレート＋1mmスペーサーに置
き換わります。
スラムのGXPのBBに取り付ける場合、ドライブ側にス
ペーサーと呼ばれるものはなく、BBマウント型のG3ガ
イドは互換性がありチェンラインに影響も与えません。
BBカップは指で締め込める程度にしてください。
�これらは基本的な通常の取り付けに際しての推奨であり、
セットアップはお使いのパーツにより変わってきます。
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5
Check that the alignment of the guide is correct.
The chain should be centered in the upper guide
in the middle range of the cassette (FIG. H). There
should be little or no contact between the chain and
upper guide while in the smallest or largest cogs of
the cassette. Refine this spacing using the included
ISCG spacers or 1mm BB spacer (for BB-mount
guides) if necessary.*
*This will require reversal of the installation steps thus far and
restarting at step one.

I

J

6

Swing the lower portion of the guide closed and
reinstall the rearward skid bolt from the back of the
guide (FIG. I). Tighten to 3.5-4 Nm. If you encounter
trouble with the alignment of the rearward skid bolt,
double check that the pocket of the lower portion
of the guide is free of dirt and debris and that the
backplate is able to fully seat within it. A slight tap
with the palm may be required for the backplate to
fully seat.

7

Check that all fasteners have been appropriately
tightened and that there is no unwanted rubbing
or contact anywhere in the assembly (FIG. J). On
full-suspension installations, remove the air or coil
from the shock and fully cycle the suspension to
be certain. Check the functionality of the of the

guide in a safe environment.

2
アッパーガイドボルトがBBの中心に対して12:00から
12:30の位置(図B)に来るようにガイドを調整して下さ
い(図B)。位置が決まったら、ISCGボルトを8-9Nmの
トルクで、BBマウントガイドはBBカップをメーカーの
推奨トルクで締め込んで下さい。

3

アッパーガイドボルトをはめ込まれたスライダーナッ
トから緩め、ガイド中ほどまで引き抜いてから、アッ
パーガイド自体を回転させ開きます(図C)。次にガイド
裏側から下側後方の滑り止めボルトを取り除きます(図
D)。そしてガイド下側のパーツを開放させます(図E)。

4
クランクセットとチェーンを取り付けます(図F)。アッ
パーガイドを元に戻し、ガイドボルトを入れ直します
(図G)。ガイドボルトは1.2-1.3Nmのトルクで締め込
んで下さい。バックプレートにはガイドの垂直位置を
決める手助けとしてレーザーエッチングが施されてい
ます。チェーンとアッパーガイドの天板の間にはおお
よそ3mmの感覚がなければいけません。

INSTALLATION

The G3 includes a traditional pulley and new G-slide slider block assemblies
for the lower guide. We recommend the pulley for efficiency and quiet operation. The
G-slide is beneficial in extremely muddy conditions that could adversely affect the
performance of the pulley. We encourage all users to try both assemblies and come to
their own conclusion based on preference.
The G3 is delivered with the pulley installed. To install the G-slide, follow these
steps:
1. Remove the rearward
skid bolt from the guide
and swing the lower
portion of the guide down
(see step three on the
facing page for more
F) SLIDER NUT
detail).
2. Remove the 4mm lower
guide bolt (A).
3. Remove the pulley (B)
and two brass washers
(C).

C) BRASS WASHERS

B) PULLEY
A) 4mm LOWER GUIDE BOLT

1
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12 - 12:30

ISCG/ISCG-05 GUIDE INSTALLATION:
Using a 4mm allen key fasten the guide to the
frame’s threaded tabs using the included M6x14mm
ISCG screws (FIG. A). As needed, install the
included 1mm and 2.5mm spacers. Typical ISCG
spacing (assumes tabs are flush with face of BB
shell) is 3.5mm for 68mm, 1mm for 73mm, and 1mm
for 83mm shells.* These spacers always go between
the backplate and the frame’s threaded tabs. Use the
included M6x10mm screw in the upper mount hole
if the threads are not deep enough to accommodate
the M6x14mm screw. Leave the ISCG screws
slightly loose for now.
BB-MOUNT GUIDE INSTALLATION:
Remove the drive-side BB cup. Install the guide
and 1mm BB spacer between the drive-side BB
cup and shell (or BB cup and inboard spacer on
some 68mm and 83mm shell installations). The 1mm
BB spacer can be installed inboard or outboard of
the guide as needed for spacing, we recommend
starting with it outboard. Together, the backplate and
1mm BB spacer are meant to replace the single BB
spacer on BB assemblies where one is called for,
or the outermost BB spacer when two is called for.
On SRAM GXP BB assemblies, even if there is no
spacer called for on the drive-side, the BB-mount
G3 guides are compatible and won’t affect chainline. Reinstall the BB cup hand tight for now.
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ガイドの角度が正しいかを確認して下さい。チェーン
はリアカセットの真ん中に載っている時にアッパーガ
イドの中央になければいけません(図H)。チェーンが最
も大きな、もしくは小さなカセットコグに載っている
時、チェーンとアッパーガイドの間には若干の接触、
もしくは接触がない状態でないといけません。必要が
あれば付属のISCGスペーサーと1mmBBスペーサー
(BBマウントガイド用)を使って微調整してください。*
�調整に際してはここから逆の行程を踏んでいただき、再度ステッ
プ�の最初からの行程を踏んでいただく必要があります。
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*These are recommendations only based on common
installations, your setup may vary.
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ガイドの下パーツをスイングさせて元に戻し、後方の
滑り止めボルトをガイド裏側から付け直します(図I)。
締め付けトルクは3.5-4Nmです。後方の滑り止めボル
トを一列に揃えるのが困難な場合、下パーツの凹みに
泥や破片がないことと、バックプレートがガイド内に
完全に設置されていることを確認して下さい。 バッ
クプレートをしっかりと設置させるには手のひらで軽
く叩いてあげる必要があるかもしれません。

7
全ての締め具が適切に締め込まれているか、そして
取り付け部品のどこにも不必要な摩擦や接触がない
ことを確認して下さい(図J)。フルサスペンションの
自転車に装着する際は、リアショックの空気や金属
バネを取り除き、完全にストロークさせて干渉具合
を確認して下さい。確認が終わったら安全な場所で
機能性の確認を行って下さい。

取り付け説明

2

Adjust the guide so that the upper guide bolt is
located between 12:00 and 12:30 relative to the
center of the BB (FIG. B). Once there, tighten the
ISCG screws to 8-9 Nm or BB cup (for BB-mount
guides) to its recommended torque.

3

Unthread the upper guide bolt from the captive slider
nut, pull it halfway through the upper guide, and
swing the upper guide open (FIG. C). From the back
of the guide, remove the rearward skid bold from the
lower portion (FIG. D). Swing the lower portion of
the guide down (FIG. E).

4

Install the crankset and chain (FIG. F). Close the
upper guide and reinstall the upper guide bolt (FIG.
G). Tighten the upper guide bolt to 1.2-1.3 Nm.
The backplate features laser etching to assist in the
vertical positioning of the guide. There should be
roughly 3mm of space between the chain and the
ceiling of the upper guide.

G3にはロワーガイドとして伝統的なプーリーとGスライドの2種類が用意されてい
ます。効率面と静かな駆動面で基本的にはプーリーをお勧めしますが、プーリーの
性能に悪影響を与えるほどの著しいマディコンディションではGスライドが有益で
す。全てのユーザーにおかれましては両方のアッセンブリを試していただき、選択
に基づいてご自身の結論を導いていただくことを奨励します。
G3はプーリーが付けられた状態で出荷されています。Gスライドを取り付ける場
合、以下の手順に従って下さい：
C) ブラスワッシャー

1. ガイドから後方の滑り止

めボルトを取り外し、下
パーツをスイングさせて
ぶら下げた状態にします
（詳細については1ペー
ジ前のステップ3をご覧
下さい）。
2. 4mmロワーガイドボル
トを取り外します。
3. プーリー(B)と2つのブ
ラスワッシャーを取り除
きます。

F)スライダー
ナット
B) プーリー

A) 4mmロワーガイドボルト

D) ボルトスリーブ

F) スライダーナット

ユーザーマニュアル

E) G-スライドブロック

消費者向けの安全に対する大切な情報
A) 4mmロワーガイドボルト

4. 角度の付いた側がチェンリングに向くようにGスライドブロックを挿入します。
5. ハードウェアパックの中にあるシルバースリーブを取り出し、4mmロワーガイドボル

トにかぶせます。
6. チェーンリングのサイズを基に適切な位置を維持しつつ、Gスライドと後ろ側のスライ
ダーナットが一列になるようしてください。

7. 2つのシルバースリーブを付けたまま、4mmのロワーガイドボルトを締め付けます。
MRPのG3ガイドを最大限活用し、その機能性を年々にも
伸ばすためには、時点さhやドライブとレインへの注油、
清掃に気を配ることが大切です。市場にはMRP製品の多
くに使われるポリカーボネイトに有害となるいくつかの
溶剤や化合物の他、潤滑油やクリーナーで良く使われる
成分にも有害なものがあり、それらは以下の成分を含み
ます。

•

• ࿗મ৷३থॼش
উটঃথధलपঈॱথقসര࿁भৈಓफ़५ऩनك
• ॔७ॺথ
• ॔থঔॽຸཱི॔قਛীك
• ঋথ८থ
• ঊय़१থ
• ྩఅ
• MEK (ওॳঝग़ॳঝॣॺথ)
• ॸঝঌথॳথ

警告：自自転車車車に乗ることには危険がつきまといます。
それが正しくお手手入入れ、点検されていない自自転車車車や部品であればなおさ
らです。この説明書に目目を通さないこともまた危険な行行行為となります。
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使用、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。

付属の取り付け用ハードウェア

必要工具：

ドライ系の潤滑油にも浸透目的で溶剤が含まれており、MRPの寿命を縮める要因となり
ます。ディグリーザーにさらすことも劇的に製品寿命を縮めます。

•

適切なBBカップ取り外し
工具 (BBマウント用)

•

適切なクランク取り外し
工具

•

4mmアーレンキー

•

トルクレンチ

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。

BB モデル
1mm BB Spacer – 1
共通品
G-スライドブロック – 1
Gスライド用アロイスリーブ – 1
2.5MM
スペーサー

M6 X 14MM
スクリュー

G-スライド
スリーブ

1MM BB
スペーサー
1MM
スペーサー

®

580 NORTH WESTGATE DR.
GRAND JUNCTION, CO 81505

ISCG/ISCG-05 モデル
M6 X 14mmカスタムヘッド ISCGスクリュー – 3
2.5mm ISCGスペーサー – 3
1mm ISCGスペーサー – 6
M6 X 10mm ISCGスクリュー – 1

G-スライド
ブロック

M6 X 10MM
スクリュー

