
Step 7

Check the position of the top roller. Only when the bike is com-
pletely bottomed out should the chain be touching the groove in 
the top roller. The top roller is designed to be a guide, not to 
tension the chain at any point in the bike’s travel. Improper top 
roller position may result in broken or lost rollers, bent boo-
merangs and dropped chains. The best method for determining 
the top roller position is to remove the spring or air pressure 
from the rear shock and bottoming the bike out completely. Ro-
tate the boomerang so that the chain just touches the top roll-
er when the bike is completely bottomed out. Mark the position 
of the boomerang. Please note that  MRP chain retention devices 
are designed to ISCG and ISCG-05 standards. Our experience is 
that some frame manufacturers position the tabs not in accor-
GDQFH�WR�WKH�VWDQGDUG��7KHVH�IUDPHV�PD\�UHTXLUH�PRGLÆFDWLRQV�
RU�VSHFLDO�LQVWDOODWLRQ�LQVWUXFWLRQV��,I�\RX�ÆQG�\RX�GR�QRW�KDYH�
enough adjustment, it may be due to the frame manufacturer not 
following the standards. Please contact MRP for further in-
VWUXFWLRQV�IRU�ÆW��

Step 8

Remove the drive side crank arm. Make sure that the boomerang 
is in the position that you determined correct in Step 7 and se-
cure it. If you have ISCG or ISCG-05, tighten the ISCG screws. 
If you are using a bottom bracket mount boomerang, tighten the 
ERWWRP�EUDFNHW�FXS�WR�WKH�PDQXIDFWXUHU½V�VSHFLÆFDWLRQV��7KH�
boomerang may want to rotate as you tighten the cup, so double 
check the position after everything is tight. Reinstall the com-
plete crankset and bottom bracket according to the manufactur-
er’s instructions. 

Step 9
Finishing Touches. Make sure that all bolts and screws are 
tight. Saddle the bike and bounce around, check to make sure 
there is no interference between the guide and the suspension 
action or linkage on full-suspension bikes. Check your chain 
length by shifting through all gears. It should be easy to shift 
through all gears, but not have a lot of extra chain slack. Keep 
in mind that most full suspension frames require additional 
chain length to accommodate for rear travel. Check chain 
length with the chain on the largest rear cog and bottoming out 
the bike.

MRPBIKE.COM

970.241.3518

580 North Westgate Dr.

Grand Junction, CO 81505 

THE MRP DUAL ROLLER SYSTEM IS 
PROTECTED BY U.S. PATENT 5725450

MRPチェーンリテンションシステムを購入いただきありがとうございま
す。MRPは90年代半ばから常に変化し続けるダウンヒルとフリーライ
ドのマウンテンバイク界隈でチェーンリテンションシステムを開発して
きました。S4にも採用されている、特許を持つMRPのデュアルロー
ラーシステムは素晴らしい信頼性を持ち、静かに機能し、万能に近いフ
レーム互換性を誇ります。購入されたチェーンリテンションシステムの
性能を最大限発揮するために、取り付けはお近くの自転車ショップの熟
練のサービス技術者に行ってもらうことをお勧めします。適切に取り付
けられたMRPは常に完璧に機能します！

S4は簡単に取り付けられるよう設計を行いました。
取り付けに際しては、一般的にこれらの工具を必要とします：

4mm、5mm、8mmのアーレンキー、適切なBB工具(BBマウント
用)、ペダルレンチ

取り付け説明

S4ガイドには3種類
の異なるマウント用
モデルが用意されて
います。
ご自身の自転車に見
合った適切なモデル
を確認ください。



use of Loctite, one-step cleaners, or solvent based lubricants 
can cause premature failure of the bash guard.

Step 5

Install the boomerang to the frame. Follow the instructions 
below for the type of mounting system you are using: 

ISCG / ISCG-05
If you have ISCG or 
ISCG-05 tabs on your 
frame, install the boo-
merang with the supplied 
4mm bolts. The boomer-
ang is designed to have 
30 degrees of rotational 
adjustment to allow for 
proper positioning of 
the top roller. Initially 
position the boomerang so that the top roller is at the 11:30 
position if you are looking straight-on at the chainring. Tighten 
the ISCG screws enough to hold the boomerang in position, but 
loose enough that you can rotate it to the proper position in 
the steps below.

BOTTOM BRACKET MOUNT
If your bike does not have ISCG tabs, mount the boomerang 
by removing the drive side bottom bracket cup and inserting it 
through the MRP boomerang. Make sure that there is no grease 
around the outside edge of the bottom bracket shell or the 
part of the bottom bracket cup that engages the boomerang. 
Grease in these areas can allow the boomerang to slip during 
contact. Clean these areas with a degreaser if necessary. In 
normal set-up, the bottom bracket cup should sit into the re-
cess in the MRP boomerang. Initially position the boomerang so 
that the top roller is at the 11:30 position if you are looking 
straight on at the chainring. Tighten the bottom bracket cup 
enough to hold the boomerang in position, but loose enough 
that you can rotate it to the proper position in the steps be-
low.

Step 6

Install the assembled drive side crank arm and bottom bracket 
completely according to the manufacturer’s instructions. Po-
sition the rollers so that they are almost touching the bash 
guard. The rollers do not need to contact the bash guard, but 
they should not be more than a few millimeters away from it. If 
the gap between the rollers and bash guard is too large, the 
chain may get sucked between the roller and bash guard. Check 
to make sure that the groove in the rollers are centered over 
the chain. If they are not, you may need to shim the boomerang 
and ISCG or ISCG-05 tab interface using the included washers.

取り付け説明
ステップ1
(自転車からパーツが外されている場合、ステップ3に進んで下さい)レン
チを使ってペダルを取り外して下さい。

ステップ2
製造メーカーの説明書に従い、左右のクランクアーム、チェーン、チェーンリ
ングそしてドライブサイドのボトムブラケットカップを取り外して下さい。こ
れは全てのドライブトレイン部品がしっかりと機能しているかを点検する絶好
の機会です。ドライブトレインの部品が損傷、すり減っている場合、S4のパ
フォーマンスを最高のものにするため交換してください。

ステップ3
4mmアーレンキーを使い、上下のロー
ラーがプラスチック製のウェアプレートと
共に、アジャストメントトラック内をBBか
ら一番遠い位置まで滑らせることが出来る
ようボルトを緩めて下さい。移動をさせた
らその場所に留まるよう少し締め込んで下
さい。

��ダイレクトボトムブラケットマウントのブーメランはボトムブラケットカップ
の締め込みによって取り付けられます。
������と�������マウントのブーメランはボトムブラケットシェル周囲に設
けられた�箇所のタブに取り付けられます。

お乗りの自転車に付いているのがISCGかISCG-05のタブか解らない場合、フ
レーム製造メーカーに問い合わせください。最適なフィット性と機能性を実現
するために、お乗りのフレームに見合ったMRPを購入ください。またMRPは
ISCGマウントキットをボトムブラケットマウントに変更出来るアダプターを
作っています。このアダプターは大半の状況で機能しますが、2-3の反例として
アダプターがチェンラインを外側に押し出しパフォーマンスが低下、より長い
ボトムブラケットスピンドルを必要とする、クランクを変更するといった状況
になる恐れがあります。

ステップ4
バッシュガードとチェーンリングをクランクスパイダーに組み付けて下さい。
バッシュガードはラージチェーンリングの位置(取り付けタブの外側)に、凹んだ
部分がクランクの下に来るよう配置してください。チェーンリングはミドルリン
グの位置、取り付けタブの内側に配置して下さい。チェーンリングボルトのナッ
トは裏側からリング、スパイダー、付属の薄いシルバーワッシャー(シマノセイ
ントM810とSLXM660を除く)、バッシュガードの順に通します。付属の厚いブ
ラックワッシャーはチェンリングボルトの直下（根元）に挿入します。4.8Nm
のトルクでチェーンリングボルトを締め込みます。ボルトを締め込みすぎるとポ
リカーボネイトパーツにクラックが入る恐れがあります。ロックタイトやワンス
テップクリーナー、溶液型の潤滑油はバッシュガードに早期不良を引き起こす恐
れがあります。



ステップ5
以下の列記したお使いの取り付け形式に従い、フレームにブーメランパーツ
を取り付けて下さい：

ISCG/ISCG-05
フレームにISCG、ISCG-05の取り付け
タブが付いている場合、付属の4mmボ
ルトでブーメランを取り付けて下さい。
ブーメランはトップローラーの適切な
位置だしを行えるよう30°回転させる
ことが出来ます。まずチェーンリング
を真っ直ぐ見ていただいた状態で、
トップローラーが11:30の位置に来る
ようブーメランを設置して下さい。
ISCGのネジを以下の行程で回転させる
ことが出来る程度に締め込んで下さい。

ボトムブラケットマウント
フレームにISCGタブが付いていない場合、ドライブサイドのボトムブラケッ
トカップを取り外し、MRPのブーメランを通して下さい。ボトムブラケット
シェルの外端、ボトムブラケットカップがブーメランに接する部分にグリース
を貼付する必要はありません。これらの箇所にグリースを塗るとブーメランの
スリップを引き起こします。必要であればこれらの箇所にディグリーザーを
使って下さい。一般的なセットアップにおいてボトムブラケットカップはMRP
ブーメランの段差がついた部分に設置され、初期位置は真正面から見た際
11:30の位置にトップローラーが来るよう設置して下さい。ボトムブラケット
カップはブーメランを保持しつつ、以下の行程で回転させることが出来る程度 
に締め込んで下さい。

ステップ6
ドライブサイドのクランクアームとボトムブラケットを製造メーカーの取り付
け説明に従いしっかりと取り付けて下さい。両ローラーをバッシュガードにさ
わる程度の位置に設置して下さい。ローラーはどちらもバッシュガードに接す
る必要はありませんが、2-3mm以上離れてはいけません。ローラーとバッ
シュガードの間隔が開きすぎると、ローラーとバッシュガードの間でチェーン
が巻き込まれる恐れがあります。ローラーの溝はチェーンの真上に来ているか
を確認して下さい。そうでない場合、ブーメランやISCG、ISCG-05タブの間
に付属のワッシャーを入れる必要があります。

INSTALLATION

Step 1 

(if your bike is not already assembled, go to Step 3) Using a 
pedal wrench remove your pedals.

Step 2

Remove both crank arms, chain, chainrings and drive side bottom 
bracket cup according to the manufacturer’s instructions. This 
is the perfect time to carefully inspect all of your drivetrain 
components to ensure that they are in good working condition. 
If any drivetrain components are damaged or worn out, replace 
them to ensure the best performance from the S4.

Step 3

Using a 4mm Allen key, loosen the 
upper and lower rollers until you 
can slide them, in conjunction with  
the plastic wear plates, up to the 
furthest position outward from 
the BB in the adjustment tracks. 
Slightly snug them to keep them in 
that position.

�� The direct bottom bracket mount boomerang attaches to the 
bottom bracket with pressure from the bottom bracket cup.

�� Both the ISCG and ISCG-05 boomerangs attach to three tabs 
around the bottom bracket shell.

If you are unsure if you have ISCG or ISCG-05 tabs, contact 
the frame manufacturer. We recommend that you purchase the 
SURSHU�053�V\VWHP�IRU�\RXU�IUDPH�WR�HQVXUH�WKH�EHVW�ÆW�DQG�
performance possible. MRP does make an adapter that converts 
an ISCG MRP kit to bottom bracket mount. This adapter works 
in most situations. In a few situations, the adapter may push the 
chain line out and reduce performance, require a longer bottom 
EUDFNHW�VSLQGOH��RU�FUDQN�PRGLÆFDWLRQ�

Step 4

Install the bash guard and chainring to the crank spider. 
The bash guard should be mounted to the spider in the large 
chainring position, outside of the tabs, with the recessed 
outer portion underneath the crank arm. The chainring should 
be positioned in the middle chainring position, inside of the 
tabs. The nut of the chainring bolts should pass through the 
chainring from the backside, through the spider, through the 
included thin, silver washers (unless using Shimano Saint M810 
or SLXM660 cranks), and into the bash guard. You must use the 
included thick, black washers under the head of the chainring 
bolt. Torque the chainring bolts to 43 in-lbs. If you over tighten 
the chainring bolts the polycarbonate material may crack. The 



ステップ7
トップローラーの位置を確認してください。自転車が完全に底付きした時にの
みローラーの溝にチェーンが付くようにしてください。トップローラーはガイ
ドとして設計されており、自転車のトラベル位置がどこであってもチェーンを
張る役目は担いません。トップローラーの位置を決めるための一番良い方法は
リアショックからエアや金属バネを取り除き、自転車を完全に底付きさせるこ
とです。自転車が完全に底付きした時にチェーンがトップローラーの溝に当た
るようブーメランを回転させて下さい。ブーメランの位置をマークして下さ
い。MRPのチェーンリテンション装置はISCGとISCG-05を標準に設計されてい
る点に留意いただきたく思います。経験則として一部のフレーム製造メーカー
はタブの位置が標準に従っていない箇所に付いています。これらのフレームは
修正もしくは特別な取り付け要項が必要となります。十分な調整幅が得られな
い場合、それはフレーム製造メーカーが標準規格に従っていない恐れがありま
す。適合するための更なる取り付け方法をMRPに問い合わせください。 

ステップ8
ドライブサイドのクランクアームを取り外します。ブーメランがステップ7で設
定した正しい位置にあることを確認し、修正を行って下さい。ISCG、ISCG-05
モデルはISCGスクリューを締め込んで下さい。ボトムブラケットマウントの
ブーメランをお使いの場合、製造メーカーの取り付け説明に従いボトムブラケッ
トカップを締め込んで下さい。カップを締め込む際、ブーメランが一緒に回 ろう
とするかもしれませんので、締め込んだ後は再確認してください。製造メーカー
の取り付け説明に従い、クランクセットとボトムブラケットを全て付け直して下
さい。

ステップ9
最後の仕上げです。全てのボルトと締め具がしっかり締め込まれていることを
確認してください。自転車に乗りストロークさせて、ガイドとフルサスペン
ションバイクのサスペンション機構もしくはリンケージの間に干渉がないこと
を確認してください。全てのギアをシフトさせてチェーンの長さを確認しま
す。全てのギアで滑らかにシフトする必要がありますが、チェーンが余分に緩
くある必要はありません。大半のフルサスペンションフレームはリアトラベル
に対応するため追加のチェーン長を要することをとどめておいて下さい。
チェーン長はリアコグの一番大きな歯にチェーンを載せた状態で自転車を底付
きさせて、確認してください。
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THE MRP DUAL ROLLER SYSTEM IS 
PROTECTED BY U.S. PATENT 5725450

Thank you for purchasing an MRP chain retention system. 
MRP invented the bicycle chain retention system in the mid 
90’s and forever changed downhill and freeride mountain 
biking. MRP’s patented dual roller system found on the 
S4 combines ultra-reliable performance, quiet operation, 

and near universal frame compatibility. To ensure the 
best out of your MRP chain retention system, we strongly 

recommend that you have a trained service technician 
at your local bike shop install your MRP. A properly 
LQVWDOOHG�053�ZLOO�IXQFWLRQ�ÇDZOHVVO\�HYHU\�WLPH�
We’ve designed the S4 to be simple to install.

Before beginning your installation, you’ll typically 

need these tools:

4mm, 5mm, and 8mm Allen keys, an appropriate BB tool 
(for BB mount applications) and a pedal wrench

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The S4 is 

available in 

three different 

mounts, make 
sure that you 
have the right 

MRP kit for your 
bike.




