To get the most out of your MRP Micro
guide, 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:
t

t Mineral Spirits
Propane & Butane (sometimes a propellant in canned lubes)
t Acetone
t Ammonia (in some cleaning materials)
t Benzene
t Hexane
t Kerosene
t MEK (Methyl Ethyl Ketone)

LIMITED WARRANTY
MRP warrants this product to be free from defects in material and workmanship for
a period of 1 year (2 years in Europe) after date of original purchase. This limited warranty is
extended only to the original end-use purchaser, or the person receiving the product as a gift, and
shall not be extended to any other person or transferee. Original proof of purchase is required.
Limitations of Warranty
MRP chain guides and guards are designed to take abuse and protect more expensive parts of
your bike. As such, damage may happen to your MRP product that is normal. This warranty does
not cover defects or failures resulting from improper or unreasonable use or maintenance; improper
installation, failure to follow operating instructions; accident; impact; abuse of the product, usage or
any other circumstances in which the product has been subject to forces or loads beyond its design;
alterations or modification of original condition; failure attributable to the use incompatible lubes and
cleaners; normal wear and tear (wear and tear parts are subject to damage as a result of normal use
- wear items including chainrings, pulleys, bashguards, skids, stripped fastener threads and heads
and bearings); and products purchased from unauthorized dealers. This warranty shall not cover
damage resulting from commercial (rental) use.
What we will do:
During the warranty period, we will, at our sole option, repair or replace any defective parts within a
reasonable period of time and free of charge.
What we will not do:
Pay shipping, insurance, or transportation charges from you to us, or any import fees, duties and
taxes.
What you must do to obtain warranty service:
Contact MRP via e-mail at INFO@MRPbike.com. Include pictures of the parts requested to be
warrantied, your original receipt, a detailed description of your bicycle, a detailed description of the
incident (if any) associated with the claim, your name, phone number, and shipping address. We will
handle all claims in a timely manner. If e-mail is not available, give us a call at 970.241.3518.

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

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：

t適切なBBカップ取り外し
ISCG/ISCG-05モデル
工具 (BBマウント用)
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
t適切なクランク取り外し
1mm ISCGスペーサー – 6
工具
M6 X 10mm ISCGスクリュー – 1
t4 mmアーレンキー
BBモデル
tトルクレンチ
1mm BBスペサー – 1

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!

2.5MM
スペーサー

M6 X 14MM
スクリュー

1MM BB
スペーサー
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1MM
スペーサー

M6 X 10MM
スクリュー
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Unthread the upper guide bolt from the
captive slider nut, pull it halfway through the
upper guide, and swing the upper guide
open. Remove the lower guide assembly
(FIG. D).

ガイド裏側から、ロワーガイドの杭の中にね
じ込まれている3mmボルトを取り除いて下さ
い(図A)。

A

B

ISCG/ISCG-05 ガイド取り付け説明
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。

D

Install the crankset and chain (FIG. E).
Close the upper guide and reinstall the
upper guide bolt. Tighten the upper guide
bolt to 1.2-1.3 Nm (FIG. F). The backplate
features laser etching to assist in the
vertical positioning of the guide. There
E should be roughly 3mm of space between
the chain and the ceiling of the upper guide.
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Check that the alignment of the guide is
correct. The chain should be centered in
the upper guide in the middle range of the
(FIG. G). There should be little or
F cassette
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.*

G

�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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*This will require reversal of the installation steps
thus far and restarting at step one.
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Install the lower guide assembly. Tighten
the lower guide bolt to 1.2-1.3 Nm (FIG.
H). Re-install the 3mm bolt into the peg of
the lower guide from the backside of the
guide (FIG. I).

12-12:30
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C)に来るようにガ
イドを調整して下さい。
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。
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Check that all fasteners have been
appropriately tightened and that there is
no unwanted rubbing or contact anywhere
in the assembly. 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
I guide in a safe environment.
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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。またロワーガイドの部品を取

From the backside of the guide, remove
the 3mm bolt threaded into the peg of the
lower guide (FIG. A).
ISCG/ISCG-05 GUIDE
INSTALLATION:
Using a 4mm allen key fasten the guide
A to the frame’s threaded tabs using the
included M6x14mm ISCG screws (FIG.
B). As needed, install the included 1mm
and 2.5mm spacers. Typical ISCG spacing
(assumes tabs are flush with face of BB
shell) is 4.5mm for 68mm, 2.5mm for
73mm, and 2.5mm for 83mm shells.*
These spacers always go between the
backplate and the frame’s threaded tabs.
B 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 inboard. 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 Micro guides are compatible and won’t affect
chain-line. Reinstall the BB cup hand tight for now.

り除きます。
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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G)。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
テップニ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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ロワーガイドを取り付けます。ロワーガイド
ボルトを1.2-1.3Nmのトルクで締め込んでく
ださい(図H)。3mmボルトを裏側からロワー
ガイドのペグに入れ直してください(図I)。

12-12:30
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. C).
Once there, tighten the ISCG screws to 8-9
Nm or BB cup (for BB-mount guides) to its
recommended torque.

クランクセットとチェーンを取り付けます(図
E)。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F)。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。
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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。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。

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、
自転車やドライブトレインへの注油、
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。
t 塗料用シンナー
t プロパン並びにブタン（金属缶の高圧ガスなど）
t アセトン
t アンモニア（洗浄成分）
t ベンゼン
t ヘキサン
t 灯油
t MEK (メチルエチルケトン )

USER MANUAL
IMPORTANT CONSUMER SAFETY INFORMATION
WARNING: RIDING A BIKE IS DANGEROUS. NOT PROPERLY MAINTAINING OR
INSPECTING YOUR BIKE AND ITS COMPONENTS IS EVEN MORE DANGEROUS.
IT IS ALSO DANGEROUS TO NOT READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

制限保証
MRPはこの製品が購入された日から素1年間(ヨーロッパでは2年間)、素材上もしくは製造上
の欠陥がないことを保証します。この制限保証は最初に製品を購入いただいた方、もしくは
製品をギフトとして受け取られた方にのみ適用され、それ以外の方には適用されませんし、
譲渡も対象外となります。また保証には購入を証明するものが必要です。
制限保証
MRPのチェーンガイドとガードは消耗を受けながらお客様のより高価な部品を保護するよう
設計されています。そういったわけで、MRP製品へ起こる損傷は普通のこととなります。
この保証は不正もしくは不合理な使用もしくはお手入れによる不具合や不良、間違った取り
付け、操作説明に従わないこと、事故、衝撃による不良、製品の乱用、設計強度を超える力
や荷重を受ける使用もしくはその他の状況、初期状態からの変更もしくは改造、互換性のな
い潤滑油やクリーナーを使うことにより起因する不良、通常の消耗や傷（通常使用の結果に
よる消耗や傷で、消耗はチェンリング、プーリー、バッシュガード、滑り止め、取り外され
た締め具、ヘッドそしてベアリング）そして正規代理店以外からの購入品に対しては適用さ
れません。またこの保証は商用（レンタル）にも適用されません。
保証内容
保証期間中、当社の裁量による、相当な期間内に起こった欠陥部品の無料修理もしくは交換
保証されないもの
ショップへの送料、保険、直送する際の費用、輸入費用や税金の類い
保証申請に必要なもの
保証申請を行いたい場合、まず製品を購入されたお店にその旨お伝えください。申請は購入
店から日本の輸入代理店であるモトクロスインターナショナルに届けられ、保証の対象とな
るかどうかが判断されます。
その際申請する（不良を起こした）パーツの画像が必要となることが多々あります。また基
本的に購入を証明する日付の入ったレシートの類いが必要となります。本国への問い合わせ
はINFO@MRPbike.comへ問い合わせください。

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 DAMAGE. IF YOU NOTICE
ANYTHING ABNORMAL, DO NOT RIDE IT. RETURN IT TO YOUR DEALER OR CONTACT MRP
FOR A COMPLETE INSPECTION AND NECESSARY REPAIR.
3. MRP RECOMMENDS THAT YOU WEAR PROPER SAFETY EQUIPMENT EVERY TIME YOU
RIDE, INCLUDING APPROVED BICYCLE HELMET. NEVER RIDE AT NIGHT WITHOUT LIGHTS.
4. ALWAYS USE GENUINE MRP PARTS. USE OF AFTERMARKET REPLACEMENT 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.

TOOLS
NEEDED:
t
t
t
t

INCLUDED MOUNTING HARDWARE

Appropriate BB cup
removal tool (for
BB mount models)
Appropriate crank
removal tools
4mm allen key
Torque wrench

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。

ISCG/ISCG-05 MODELS
M6 X 14mm Custom Head ISCG Screw – 3
2.5mm ISCG Spacer – 3
1mm ISCG Spacer – 6
M6 X 10mm ISCG Screw – 1
BB MODELS
1mm BB Spacer – 1
2.5MM
SPACER

M6 X 14MM
SCREW

1MM BB
SPACER

®
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1MM
SPACER
M6 X 10MM
SCREW

