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User Manual Handlebar / Stem JP

CANYONのハンドルおよびステムならびにハンドルバー/
ステムコンビ

CANYONの製品をお買い上げ頂きましてまことにありがとうございます。

お選びになったCANYONコンポーネントは厳選された製品です。間違い
なくお客様のご期待に添えるものと存じます。CANYONの製品はドイツ国
内で開発・試験・製造を行っており、私どもの細部へのこだわりや情熱が、
皆さまに最高水準の品質と安全性をお届けします。

お買い上げのCANYON製品についてわからないことがあったらいつでも
お問い合わせください。 
CANYON Bicycles GmbH Tel.: 050-3786-8496
Karl-Tesche-Straße 12 info@canyon.com
D-56073 Koblenz www.canyon.com

安全に関する一般的注意事項
高性能のスポーツ用具であるCANYONコンポーネントは、取り付けに細
心の注意が必要です。CANYON Bicycle GmbHに取り付けをご依頼にな
るのが一番安心な方法です。そうすれば最適な機能と耐久性が長期にわ
たり保証されます。 
この説明書だけで、自転車整備士の技能を習得することはできません。さ
まざまな自転車のタイプと各種コンポーネントの無数にある組合せを、
一冊の説明書で網羅することはできません。よって本説明書は、お買い上
げになったコンポーネントの説明のみを目的としており、最も重要性の高
い注意事項や警告事項が掲載されています。
そのためCANYONでは、CANYONの整備士の豊富な経験をご利用いた
だくようにお奨めしております。
CANYON製コンポーネントは、可能な限り他社製のコンポーネントと組み
合わせて使用しないようにしてください。そうしないと最適な機能、耐久
性またその結果としてお買い上げの製品の安全性も確保できません。特
にハンドルやステムに関しては一切の妥協は禁物です。
他社製コンポーネントと組み合わせる場合には、必ずその仕様について
お問合せの上、本説明書に記載の寸法に合っていることと、互換性がある
ことを確認してください。弊社コンポーネント同士の組み合わせについて
は、取り付けが容易かつ適正にできるように、製造および品質検査におい
て製造誤差を厳密に監視しています。
本説明書には使用、手入れ、整備、取り付けに関する重要な事項が記載さ
れています。
まず本説明書の一般的な説明をよく読んでから、お買い上げになった
CANYONのハンドルやステム、CANYONハンドルバー/ステムコンビに関
する項を漏れなくご覧ください。そうすればコンポーネントをスムーズに
取り付けて、不具合の心配なくお使い頂けます。
本説明書は大切に保管しておいてください。CANYONの自転車やコンポ
ーネントを誰かに譲渡したり貸したりする場合には、その人に本説明書も
渡してください。
CANYONのコンポーネントは軽量構造コンポーネントですのでいくつか
注意しなければならない点があります。コンポーネントの取り付けには細
心の注意を払い、意図される使用を遵守してください。
CANYONで使用されている素材、特にカーボン（CFRPとも呼ばれます）は
強度と耐性が極めて高く、コンポーネントは非常に負荷に強いと同時に、
非常に軽量であることが特長となっています。ただしこの素材は比較的脆
い性質がありますので、CANYONのコンポーネントが折れそうになってい
ても、ほとんど変形しないことがあります。
素材に過度の負荷がかかると、見た目ではほとんどわからない損傷が生
じる恐れがあります。アルミなどの他の素材のように、曲がったりして損傷
の兆候が表れることがないからです。
事故などで過度の負荷がかかった後に使用を続けるとCANYONのコンポ
ーネントが破損する恐れがあります。その結果、転倒して深刻な健康の被
害が生じる恐れがあります。そのため、お買い上げになったCANYONコン
ポーネントに関する内容が記載された項にある点検についての注意事項
を守ってください。損傷が生じた可能性のある出来事があった場合に、引
き続き安全な使用ができることを確認するためには、そのコンポーネント
をCANYON Bicycle GmbHで点検してもらってください。そのような場合
には適切な対応について必ずCANYONにご相談ください。
CANYONの自転車とコンポーネントで末永く快適なライドをお楽しみい
ただければ幸いです。

初めて乗車する前に - 意図された用途
CANYONのハンドルおよびステム(1)ならびにハンドルバー/ステムコン
ビ(2)は、ロードバイクやトライアスロンバイク（タイムトライアル）、シクロ
クロスバイク、マウンテンバイクおよびその一般的な用途で使用するため
のものです。各コンポーネントで許されている用途および規定の条件に
おいてのみコンポーネントを使用してください。
ロードバイクおよびトライアスロンバイクないしタイムトライア
ルバイクは、舗装道または十分に地ならしされた道で路面がスムーズ
な所の走行専用に設計されています。
シクロクロスバイクは、未舗装の農道や林道のようなシクロクロス競
技で一般的なオフロードでの使用に適していますが、オールマウンテン
やエンデューロ、ダウンヒル（DH）、フリーライド、デュアルスラローム、ダ
ウンヒル/フリーライドパーク、ジャンプ、ドロップなどでの使用には適して
いません。

条件1
このカテゴリーのCANYONコンポーネントは、舗装された道を走行する
ために設計されており、車輪が常に路面に接している状態にあります。主
にロードバイクで、ドロップハンドルやストレートハンドルを備えたもの
があり、トライアスロンバイクやタイムトライアルバイクなども含まれま
す。ライダーの携行品を含めた最大重量120 kgを超えないようにしてくだ
さい。この許容最大重量は、使用されているコンポーネントのメーカーの
推奨値によって、さらに制限されることがあります。
マウンテンバイクは、MTBマラソンやクロスカントリーレースなどで一般
的なオフロードでの走行用に設計されています。しかし、公道で使用する
ために必要な装備を備えた設計にはなっていません。公道で使用するに
は、法律の規則に従った装備を整える必要があります。

条件2
カテゴリー2のCANYONコンポーネントは、カテゴリー1の自転車と、しっ
かりと地ならしされた砂利道やオフロードコースで軽い傾斜を走る自転
車用のもので、タイヤが低い段差によって一時的に地表から離れることが
あります。このカテゴリーには、アーバンバイクやシティバイクのほか、シ
クロクロスバイクでドロップハンドルとカンチレバーブレーキまたはディ
スクブレーキを備えたものなどが含まれます。

条件3
このカテゴリーのCANYONコンポーネントは、カテゴリー1および2の自
転車と、さらにラフな地ならしされていない路面の走行に適した自転車
で使用するためのものです。散発的なジャンプも、最高60cmまでの高
さについては該当する自転車の使用範囲内です。ただし、この程度の高
さのジャンプであっても、未熟なライダーはスムーズに着地できない可
能性があり、作用する力が増大して、損傷や負傷につながることがありま
す。MTBのハードテイルや、フルサスペンションでもストロークの短いタイ
プのものはこのカテゴリーです。

条件4
このカテゴリーのCANYONコンポーネントは、カテゴリー1～3に記載の
使用に適しています。それに加え、非常にラフで凸凹もある路面で傾斜が
きつく、それに伴う高速走行に適した自転車を含みます。熟練したライダ
ーが頻繁に軽いジャンプをしても該当するタイプの自転車では問題あり
ません。ただし、このカテゴリーの自転車を、頻繁かつ長期的に、ノースシ
ョアコースやバイクパークで使用することは避けてください。このカテゴ
リーの自転車は、負荷が大きいため、使用の度に損傷がないかどうか点
検してください。フルサスペンションのバイクで、ミドルストロークのもの
がこのカテゴリーの代表格です。

条件5
この用途は、非常に難易度が高く、激しい凸凹のある急傾斜の地形で、技
術的に習熟した、トレーニング状態が非常に良好なライダーのみが走りこ
なすことのできるコースを対象としています。高速走行中に高いジャンプ
をしたり、専用のバイクパークやダウンヒルコースを集中的に利用するの
が、このカテゴリーの特徴です。このタイプのCANYONコンポーネントお
よび自転車では、使用後には必ず損傷がないかどうかを徹底的に点検す
る必要があります。 

損傷のある状態で再び使用すると、それほど負荷が大きくなくても部品が
折れたりする可能性があります。また、安全に関わる部品を定期的に交換
することも大切です。特殊なプロテクターを必ず装着することを推奨しま
す。フルサスペンションのバイクでロングストロークのもののほか、ダート
バイクもこのカテゴリーの代表的なものです。

 CANYONのハンドルやステム、ハンドルバー/ステムコンビを絶対
に改造しないでください。CANYONのコンポーネントを切断したり、

やすりをかけたり、穴を開けたりしないでください。コンポーネントの構造
が破損し、保証を受けられなくなります。

i
 これに関しては弊社ウェブサイト www.canyon.com 掲載の規定も
お読みください。
 CANYONのステムおよびハンドルバー/ステムコンビは、スレッドレ
スタイプのAheadset®と呼ばれるステアリングヘッドでのみ使用可

能です。スレッドの切られているステアリングコラムと使用すると、突然破損
することがあり、転倒や不測の事態に至る恐れがあります

 CANYONのコンポーネントや自転車は、ブレーキレバーやブレー
キ ･シフトレ バ ー に い つで も手 が 届くように 調 整してくださ

い。CANYONが認定したバーエンドバーを使っての走行時には、すぐには
ブレーキレバーに手が届きませんので注意が必要です。エアロバーを使っ
ての走行時も同様です。

 バーエンドバーの場合と同様に、エアロバーを取り付ける時には、
その取り付けをCANYONが認定していることを確認する必要があり

ます。CANYONが認定していない部品をハンドルに取り付けないでくださ
い。互換性のない部品をハンドルに取り付けると、ハンドルが破損する恐
れがあります。事故の危険があります。

i
 常に最新情報満載の弊社のウェブサイト www.canyon.com もご
確認ください。ウェブサイトには、モデルごとに用途範囲が図でも分

かりやすく表示されています。
自信がなかったり、疑問がある場合には、CANYONサービスホットライン 
050-3786-8496  までお問い合わせください。
事故や転倒などで衝撃が加わった時には、CANYONのハンドルやス
テム、ハンドルバー/ステムコンビと自転車を、ご自分の安全のために
CANYONサービス部に依頼して点検してもらい、必要に応じて部品の交
換や修理をしてもらいましょう。
以下の場合には自転車の使用をやめて、CANYONサービスホットライン 
050-3786-8496 までご連絡ください。
 CANYONのハンドルやステム、ハンドルバー/ステムコンビから異音

がする
 CANYONの上記コンポーネントに切欠きや亀裂、へこみ、変色などの

外的損傷がある
損傷を綿密に検査してもらい、必要がある場合にはCANYONのコンポー
ネントを交換してもらってください。

 エアロハンドルはCANYONの認定がある場合にのみ使用が許され
ます。エアロハンドル（クリップオン）を取り付けて走りたい方は、事

前にCANYONサービスホットライン 050-3786-8496 までご連絡ください。
 CANYONのコンポーネントは、リュックサックなどの携行品を合わせ
たライダー重量最大110kgまでに設計されています。お使いの自転

車にも重量制限がありますのでそちらにもご注意ください。
 CANYONのコンポーネントおよびCANYONの自転車は、意図され
た用途にのみ使用してください。その範囲外の走行形態や重量オ

ーバーなどがあると、コンポーネントないし自転車がその負荷に耐えられ
ず破損する恐れがあります。転倒の原因となる可能性があります。

乗車前に必ず確認
走り出す前に、お使いのCANYONの自転車およびコンポーネントについ
て以下の点検をおこなってください。
1. ステムがステアリングコラムに、またハンドルがステムにしっかりと固

定されていることを確認します。詳細は「CANYONステムおよび
ハンドルバー/ステムコンビの取り付け」および「CANYON
ハンドルの取り付けと調整」の項をご覧ください。

2. ス テ ア リ ン グ ヘ ッド に 遊 び が な く楽 に 回 る こと を 確 認 し ま す 
(3)。「Aheadset®ステアリングヘッドの調整」の項に記載され
ているように機能の点検をおこないます。

3. ブレーキレバーとシフトレバーがしっかりと固定されているかどうか
確認します。停車したままで、ブレーキの状態を確認するため、ブレー
キレバーをハンドルの方向にしっかりと引きつけます(4)。リムブレー
キでは、ブレーキシューの全面がリムのブレーキ面にあたっている必
要があります。ブレーキシューがタイヤに触れてはいけません。レバー
がハンドルバーにつくまで引けてしまうような状態は許されません。 

 ディスクブレーキは、手に軽く力を入れただけで、レバーがハンドルか
らかなり離れている状態で車輪に完全にブレーキがかかる必要があ
ります。オイルやブレーキフルードが漏れていたり、ブレーキディスク
についたりしてはいけません。制動力が低下し、確実なブレーキ性能
が得られなくなります。 

 詳細はお使いのCANYONバイクの取扱説明書の「ブレーキ」の項ま
たはお持ちの自転車の取扱説明書の該当する項目をご覧ください。

4. この他にも、お使いのCANYONバイクの取扱説明書の「初めて乗車
する前に」および「乗車前に必ず確認」の項またはお持ちの自転
車の取扱説明書の該当する項目の指示に従って各種の点検をおこな
ってください。

 Canyonの自転車かコンポーネントにこの項目のどれかに該当する
不具合がある場合には、自転車には乗らないでください。自転車や

コンポーネントに不具合があると、重大な事故につながる恐れがあります。
自信がなかったり、疑問がある場合には、CANYONサービスホットライン 
050-3786-8496かお買い上げの自転車専門店までお問い合わせくださ
い。

 固定箇所が適正に絞められていないと、CANYONバイクの部品が
外れることがあります。重大な転倒事故につながりかねません。
 CANYONコンポーネントおよびCANYONバイクまたは他社製の自
転車には、路面の影響と、ライダーが自転車に加える力によって、大

きな負荷がかかります。このような動的な負荷を受けた各種コンポーネン
トには、劣化や疲労が生じます。劣化の兆候がないかどうか、自転車をこま
めに点検して、キズや変形、変色などがないか、また小さな亀裂が入ってい
ないかを確認してください。耐久期間を過ぎたコンポーネントは、何の前触
れもなく急に破損することがあります。

 エアロハンドル（ロードバイク/トライアスロンバイク）やバーエンド
バー（MTB）で走行時は、停止するまでの距離が長くなりますのでご

注意ください。ブレーキレバーがすぐ手の届く距離にありません。

i
 CANYONサービス部またはお買い上げになった自転車専門店にお
使いの自転車を一定の期間ごとにお持ちいただいて、該当部品を

点検し、随時交換してもらってください。

i
 CANYONバイク取扱説明書か、お使いの自転車メーカーの取扱説
明書を走り出す前に必ず読みましょう。

カーボン素材の注意事項
炭素繊維強化合成樹脂や炭素繊維強化プラスチック（略称カーボンまた
はCFRP）を使用したCANYONの製品はどれも、いくつか注意しなければ
ならない点があります。
カーボンは極度に硬い素材で、軽量で強度の非常に優れたコンポーネン
トの製造を可能にします。
カーボンは過度の負荷がかかっても（金属のように）変形することはあり
ませんが、内部の繊維構造はすでに損傷している可能性があることにご
注意ください。損傷のあるCANYONカーボン製コンポーネントをそのまま
使用し続けると、突然何の前触れもなく折れることがあり、転倒や不測の
事態に至る恐れがあります。
お使いのCANYONカーボン製コンポーネントに強い負荷がかかったこと
がある場合には、そのコンポーネントをできれば自転車ごとCANYONに
お持ちいただいて、検査してもらうことを強くお奨めします。CANYONでは
損傷を受けた自転車を点検し、必要がある場合には不良コンポーネント
の交換を手配します。お買い上げになった自転車専門店に直接CANYON
サービス部と連絡を取ってもらい、不明な点を確認することもできます。
損傷のあるカーボン製のCANYONコンポーネントを修理することは、安
全上の理由から許されていません。損傷のあるコンポーネントはすぐに
交換し、誰にも使わせないようにしてください。第三者が使用しないよう
にコンポーネントを破壊してください。

 カーボン製コンポーネントは、絶対に高温にさらしてはいけません。
パウダーコーティングや焼付塗装などは禁物です。その際に必要な

高熱によってコンポーネントが破壊される恐れがあります。また、炎天下の
車内に保管したり、熱源の近くに置いておかないでください。

超軽量構造のコンポーネントはすべてそうですが、カーボン製コンポー
ネントも、その耐久期間には限りがあります。そのため、CANYONのハン
ドルやステム、ハンドルバー/ステムコンビは、使用頻度と負荷に応じて定
期的に（最低でも二年に一度）交換してください。無事故の場合でも予防
的な交換が必要です。
締め付け箇所で接触する部品のどちらかがカーボンないし炭素繊維強
化プラスチックの場合には、締め付け面にグリスなどの潤滑油が絶対に
つかないようにご注意ください。グリスがカーボン製コンポーネントの表
面に侵入して蓄積され、摩擦係数が下がることにより、確実に固定するこ
とができなくなります。CANYONカーボン製コンポーネントに一度グリス
がついただけでも、確実な締め付けがまったくできなくなる場合があり
ます。 
CANYONコンポーネントを取り付ける際には、CANYONカーボンアッセン
ブリーペースト(5)を使用して、パーツの連結部に最適な摩擦が得られる
ようにしましょう。そうすることで締め付けトルクを低く抑えることができ、
負担が少なくなります。

 お使いの自転車に取り付けられているカーボン製CANYONコンポ
ーネントから異音がしたり、切欠きや亀裂、へこみ、変色などの外的

損傷がある場合には、お使いのコンポーネントないし自転車の使用を直ち
にやめて、コンポーネントを交換してもらってください。強い負荷や衝撃、事
故などがあった後は、該当するコンポーネントを交換するか、CANYONに
点検してもらう必要があります。

清掃と手入れ
CANYONのハンドルやステム、グリップ、バーテープなどは、定期的に水と
柔らかい布で清掃してください。汚れが落ちにくい場合には、研磨粒子を
含まない石鹸を使ってください。硬い表面にオイルやグリスがこびりつい
ている場合には、お湯に市販の洗剤を少量入れてください。アセトンやト
リクロロエチレン、メチレンのような強い洗浄剤は、塗料や素材を傷める
恐れがありますので使用しないでください。
CANYONのコンポーネントが良く乾いたら表面（ブレーキ面とサドルは
除く）に市販のワックスを塗ることをお奨めします。ワックスが乾いたら
CANYONコンポーネントの艶出しをしましょう。そうすればCANYONのハ
ンドルやステム、ハンドルバー/ステムコンビの美しい外観を何年も保つ
ことができます。

 ワックスやグリス、オイルなどがリムのブレーキ面やディスクブレー
キにつかないようにご注意ください。ブレーキの性能が低下し、最

悪の場合にはまったくブレーキが効かなくなる恐れがあります。

!
 お使いのCANYONバイクや他社製の自転車、またCANYONコンポ
ーネントを清掃する際には、亀裂やひっかき傷、切欠き、素材の変

形や変色などがないかよく見てください。不安がある場合には、CANYON
サービスホットライン 050-3786-8496 に連絡して損傷のあるコンポーネン
トをすぐに交換してもらいましょう。

!
 CANYONのハンドルやステム、ハンドルバー/ステムコンビを直射
日光があたる場所や高温の場所に保管しないでください。

!
 CANYONのコンポーネントの清掃には、ベンジンやシンナーなどの
浸食性の強い液剤を使用しないでください。

整備
すべてのボルトの締め付けトルクを、初めて100～300kmないし10～20
時間走行した時点で再点検してください。必要があれば、CANYON所定の
最大締め付けトルクを超えない範囲で、ボルトを少しずつ締めてゆきま
す。その間こまめにCANYONコンポーネントがしっかりと固定されたかど
うかを確認してください。CANYON指定の最大締め付けトルクを超過しな
いようにしてください。その後も2,000kmないし100時間ごとにボルトの
再点検が必要です。
ハンドルバーやシフトレバー、ブレーキレバーがしっかりと固定されてい
ることも確認してください。

i
 最大締め付けトルクは、各コンポーネントに書いてあります。

 ボルトが緩んだり、締め付けが強すぎたりすると事故の原因となる
可能性があります。

取り付けに関する一般的注意事項と互換性
原則としてステムやハンドル、グリップ、ハンドルバー/ステムコンビなど
の取り付けは、熟練した整備工の仕事です。これらの作業は、ご自分の安
全のため、CANYONまたは経験の豊富な自転車専門店に依頼することを
お奨めします。以下の注意事項は必ず例外なく遵守する必要があります。
この規定を守らないと、自転車や自転車に取り付けられたコンポーネント
が破損することがあり、その結果として重大な転倒事故や負傷につながる
可能性があります。

!
 互換性のないコンポーネントを取り付けることもボルト締め付けの
不具合や重大な転倒事故につながる可能性があります。

推奨事項：ステムとハンドルはCANYON製のものを常に一緒に使ってく
ださい。CANYONのコンポーネントであれば、相互に調整済みで、検査お
よび認定が行われています。
他社製コンポーネントをCANYONのコンポーネントと組み合わせて使い
たいという方は、その取扱説明書を確認してください。CANYONのコンポ
ーネントとうまく形状が合うかどうか、また確実な使用が可能であるかど
うか、正確な寸法を確認してください。
CANYON Bicycle GmbHは、CANYONコンポーネントを他社製コンポー
ネントと組み合わせた場合に生じた問題や損害について一切責任を負
いかねます。
取り付けの前に、フォークやステアリングヘッド、ステム、ハンドル、また認
定されたエアロハンドルやバーエンドバーがある場合にはそれも含め、
締め付け部分をすべてチェックして、鋭い縁やバリがないことを確認して
ください。
バリや鋭い縁があるコンポーネントは使用しないでください。鋭い縁やバ
リがあるコンポーネント（メーカーを問わず）はCANYONに点検を依頼し
ましょう。CANYON Bicycle GmbHでは、それが解消できる問題か、それと
もコンポーネントの交換が必要であるかの判定を行います。

CANYONトルクレンチないし良質のトルクレンチの使用
部品同士を確実に固定するためには、トルクレンチ(6)の使用が不可欠で
あるとCANYONでは考えています。
クランプボルト（ステムなど）の最大締め付けトルクを超えると、締め付け
力が強くなりすぎます。その結果部品が破損する恐れがあり、事故の危険
が大きくなります。さらに、この場合には製品の保証が無効となります。ボ
ルトの締め付けが弱すぎたり、強すぎたりすると、部品が外れたり破損し
たりして事故につながる恐れがあります。CANYONの指定トルクを必ず正
確に守ってください。
 サイズの合う交換用ヘッドをCANYONトルクレンチの受けに差し込み

ます。
 六角棒レンチをボルトの穴にしっかりと差します。
 CANYONトルクレンチの取っ手をゆっくりと廻します。ボルトが締まる

につれて、針が目盛りの上を動いてゆきます。針が所定の締め付けト
ルクを示す数字の位置に達したら廻すのを止めてください。

 組み立てには、BikeGuardに同梱またはwww.canyon.comで購入し
たCANYONトルクレンチを使用してください。良質のトルクレンチが
入手できない場合にはCANYONにご連絡ください。

 互換性に関する疑問があるコンポーネントを使用してはいけませ
ん。確信が持てない場合には、CANYONサービスホットライン  

050-3786-8496 にお問い合わせください。
 CANYONのコンポーネントが損傷した場合には直ちに使用を中止
してください。不安がある場合にはコンポーネントの交換をお奨め

します。交換が済むまでは自転車には乗らないでください。

!
 十分な締め付け力を得るために、CANYONカーボンアッセンブリー
ペーストを連結面に塗って摩擦を高くするようにしましょう。

CANYONアッセンブリーペーストの使用
カーボン製の部品は、締め付け力が強すぎることによる損傷を特に受け
やすい性質があります。CANYONアッセンブリーペーストを使用すると、
表面同士の密着度を高めることにより、締め付けに必要な力を最大30％
低くすることができます。
これは特に、ハンドルとステムやステアリングコラムとステムなどの二箇
所の締め付けに重要で、締め付け力が強すぎるとコンポーネントが破損
する恐れがあり、また保証が受けられなくなります。 
CANYONアッセンブリーペースト(5)を使用することで締め付け力を低下
させ、カーボン構造の破損を予防することができます。また、締め付け部
から異音がすることを防ぐ効果もあります。さらに、防食性も最適で、濡れ
た状態でも腐食を効果的に防止します。 

CANYONアッセンブリーペーストは、カーボン製およびアルミニウム製の
結合部すべてに使用することができます。硬化しないため、この用途に最
適です。
CANYONアッセンブリーペーストを塗る前に、部品の表面の汚れや潤滑
油の残りを取り除いてください。そしてきれいになった表面に、刷毛やセ
ームタオルなどを使ってCANYONアッセンブリーペーストを薄く均一に塗
ります。 
ペーストを塗ったら部品を所定の位置に取り付けます。 
CANYONトルクレンチか良質のトルクレンチを使って、所定の最大締め付
けトルクを絶対に超えないようにしてください。多すぎたCANYONアッセ
ンブリーペーストは拭き取って、ペーストの袋をしっかりと閉じます。

法定瑕疵担保責任
欧州消費者保護法に基づき、お客様には購入者として購入日から二年の
間瑕疵担保責任請求権があります。この法律に従ってCANYON Bicycles 
GmbHは、CANYONコンポーネントにその価値や有用性を損なうような
瑕疵がないことについて責任を負うものです。

i
 欧州売買保証法は、欧州法が適用される国においてのみ有効で
す。お住まいの国の規定についてはCANYON Bicycles GmbHにお

問い合わせください。
法定瑕疵担保責任の請求を行う前提条件となるのは意図された用途で
の使用です（「初めて乗車する前に - 意図された用途」の項参照）。
消耗（バーテープやグリップのすり減り）や怠り（不十分な手入れと整備、
軸受の遊び）や転倒、過載による過負荷、事故、強く締めすぎたことや不適
切な取り付けないし取り扱いならびにCANYONコンポーネントの改造な
どによる過負荷などにより生じる損害は対象外です。 
取り付けに関する指示（特に締め付けトルクに関する項目）および整備に
関する指示、またCANYON製品と共に使用される各種製品のメーカーに
よる指示についても、そのすべてを厳密に守ってください。
記載されている対処方法や点検方法、部品の変色や亀裂がある場合など
の、安全に関わる部品の交換に関する注意事項をすべて守ってください。
安全に関わる部品の取扱説明書は、後から読み返すことができるように、
大切に保管しておいてください。
本説明書記載項目に関するお問合せ窓口はCANYONサービスホットライ
ン 050-3786-8496 ですのでお気軽にお問い合わせください。
瑕疵があった場合や、保証に関するお問合せの窓口はCANYONです。保証
のご請求を処理するためには、ご購入を証明する書類の提示が必要です。

摩耗と劣化について
自転車のコンポーネンにトはその使用に伴って摩耗や劣化が生じます
が、その程度は手入れや整備、自転車の使用量や紫外線、雨、泥、埃、砂な
どの環境によって変わります。
CANYONのコンポーネントには定期的な手入れや整備を必要とするも
のがあります。しかし、最善の整備を行った場合でも、どのコンポーネント
もいずれは（使用頻度と使用条件により時期は異なるものの）寿命を迎
えます。 
以下のCANYONコンポーネントはその機能に起因する摩耗や劣化が生じ
るため、瑕疵担保責任および保証の対象外となります。
圧力や擦れ、汚れなどの影響を受けやずいゴムのグリップおよびバーテ
ープ。

i
 これ以外のコンポーネントについてはCANYONバイク取扱説明書
か、お使いの自転車メーカーの取扱説明書をご覧ください。

保証
弊社では弊社製のハンドルおよびステムについてご購入日から2年間の
保証を行います。さらに弊社ではクラッシュリプレースメントプログラムを
ご用意しております。
弊社の保証は、ご購入日から始まり、そのコンポーネントを最初に購入し
た人についてのみ有効です。塗装の損傷は保証の対象とはなりません。
弊社は、不具合のあるコンポーネントの修理または適切な後続モデルと
の交換のいずれかを行う権利を留保します。これ以外の保証を請求する
ことはできません。組み立てや運送などのこれ以外の費用は、弊社では負
担しかねます。 
怠り（不十分な手入れと整備）や転倒、過負荷など、不適切な使用や意図
されていない使用による損害およびハンドルまたはステムの改造または
追加コンポーネントの取り付けや改造による損害は、保証の対象外となり
ます。ジャンプやその他の過度の負荷がかかった場合も、保証を受けるこ
とはできません。

 CANYONのコンポーネントは、ハイエンドのコンポーネントです。最
高の技術力を駆使した軽量構造が採用されています。あなたも、自

転車の取扱のプロになってください。誤った使用や、不適切な取り付け、不
十分な整備などは、CANYONのコンポーネントの安全性を損なうことがあ
ります。事故の危険があります。

クラッシュリプレースメント
事故に遭ったり激しく転倒してしまったりすると、フレームやハンドル、ス
テム、フォークなどに大きな力がかかって破損し、機能を損なうことがあり
ます。クラッシュリプレースメント（CR）は、破損してしまったCANYONのコ
ンポーネントを優待条件で交換することのできるサービスです。このサー
ビスはご購入日から3年間ご利用いただけます。ハンドル、ステム、フォー
ク、フレームなど、お使いのものと同じまたは同等のコンポーネント（シー
トポストやフロントディレイラー、リアサスペンションなどの取り付けパー
ツは含まれません）をご用意します。
CRサービスは、自転車の最初の所有者のみに限定され、機能を損なう破
損のみを対象としています。弊社は、個別のケースにおいて、破損を故意
に生じさせたことが判明した場合には、本サービスを停止する権利を留
保します。
CRサービスをご希望の方は、弊社サービス部 050-3786-8496 までご連
絡ください。
詳しくは弊社の公式ウェブサイトをご覧ください。 www.canyon.com
CANYON Bicycles GmbH Tel.: 050-3786-8496
Karl-Tesche-Straße 12 info@canyon.com
D-56073 Koblenz www.canyon.com

取り付けと互換性に関する注意事項
原則としてCANYONでは、CANYONのハンドルにCANYON製でないステ
ムを使うことはお奨めしておりません。
しかしそれでもお客様の自己責任において異なる組み合わせをご希望
の方は、CANYONのステムまたはハンドルと組み合わせるコンポーネン
トのクランプ径が合っていることを確認してください。 
CANYONハンドルのクランプ径は31.8 mm(7)です。CANYONのロードバ
イクハンドルおよびマウンテンバイクハンドルには、各種の幅とベンド（
ロードバイクのリーチないしMTBのライズ）のものがあります。CANYON
ハンドルを切断しないでください。
ステアリングコラムの寸法はほとんどが1 1/8“（28,6 mm）または1 1/4“

（31,8 mm）になっています。CANYONステムはそれに合わせた設計にな
っています。

i
 CANYONのハンドルおよびステムの寸法は、弊社ウェブサイト 
www.canyon.com のアクセサリのコーナーに記載されています。

MTBのブレーキレバーおよびシフトレバーはクランプがシンメトリーにな
っているもの(8)だけを使用してください。
バーエンドバーを取り付けることが許されるのは、そのバーがCANYON
の認定を受けている場合に限られます。バーエンドバーもクランプが
シンメトリーになっている必要があります。お使いになりたいタイプ
のものに互換性があるかどうかは、CANYONサービスホットライン  
050-3786-8496 にお問い合わせください。
エアロハンドル（クリップオンとも呼ばれます）を取り付けることが許され
るのは、そのハンドルがCANYONの認定を受けている場合に限られます。
エアロハンドルもクランプがシンメトリーになっている必要があります。
お使いになりたいタイプのものに互換性があるかどうかは、CANYONサ
ービスホットライン 050-3786-8496 にお問い合わせください。

 シンメトリーになっていないクランプや、ボルトで1点を締め付ける
タイプのハンドルグリップなどは、CANYONハンドルを傷つける恐

れがあります。破損の危険があります。
 必ずCANYONアッセンブリーペーストを締め付け部分に塗って、で
きる限り小さな締め付けトルクで最善の締め付けを得るようにして

ください。

 新しいCANYONハンドルを既存のステムに取り付ける際には、これ
まで使用していたハンドルを取り外した後に、キズや摩耗、切欠き

などがないかどうかまず入念に確認してください。締め付け部分に損傷が
ある場合には、ステムの加工が悪かったり、設計に問題がある可能性があ
ります。原則としてCANYONのハンドルはCANYONのステムと共に取り付
けることをお奨めします。

CANYONステムおよびハンドルバー/ステムコンビの取
り付け
CANYONステム(9)は取り付け方向が二種類あります。いわゆるフリップ
フロップタイプのこのモデルでは、ハンドルを取り付ける高さを二通りに
変えることができます。
フォークとお選びになったCANYONステムのクランプ径(10)が確かに一
致していることを確認してください。
CANYONステムをコラムがカーボン製のフォークに取り付ける際には、
フォークの締め付け部分に切欠きや摩耗がないかどうか点検してくださ
い。もし目に見える損傷がある場合には、フォークの交換が必要かどうか
CANYONにお問い合わせください。
締め付け部分のどちらかがカーボンの場合には、締め付け部分に絶対に
グリスがついていないことを確認してください。CANYONアッセンブリー
ペーストの角を開けます。アッセンブリーペーストを少し押し出して、ステ
ムの内側とステアリングコラムの締め付け部分にCANYONアッセンブリ
ーペーストを薄く塗りつけます(11)。
ステアリングコラムクランプのボルトのネジ山と頭部下側に良質なグリ
スを塗ります(12)。締め付け部分の表面にはグリスがつかないようにして
ください。
CANYONステムをフォークに嵌めます(13)。力を入れなくても嵌まるのが
好ましい状態ですが、ステムとフォークの間に遊びがあってもいけません。
ステアリングコラムの長さとご所望のステムの位置によって、ステアリン
グコラムのステアリングヘッドの上および/またはステムの上にスペーサ
ー(14)を挟む必要があります。取り付けることができるスペーサーの高さ
は通常最高30 mmまでです。
スペーサーは各種の高さのものがあります。スペーサーは、ステアリング
コラムがステム上端よりも2～3mm下で終わるような高さになるように重
ねる必要があります(15)。
十分な長さのステアリングコラムがステムの中に入っており、CANYONス
テムの上端とその下にあるコラムの上端との距離が最大でも3mmとなる
ようにしてください。そうすることで、規定の締め付けトルクでコラムクラ
ンプのクランプボルトを締めたときに、しっかりとした締め付けが確実に
なります。
お好みのハンドルの高さではCANYONステムがステアリングコラムのも
っと低い位置に来る場合には、ステアリングコラムがステムより上に突き
出すことになります。ハンドルの位置がそれでよいかどうかを確認するた
め、コラムの上にスペーサーを嵌めて、ステアリングコラムの上端がスペ
ーサーの上端の2 mm下になるようにします。この状態で試乗を行って問
題がなければ、特にカーボン製フォークの場合には必ず熟練した整備工
にコラムを切り落としてもらう必要があります。CANYONにご依頼頂けれ
ば一番安心です。
CANYONステムのボルトは、締め付けを最適化するために、構造上ボルト
の差し込み方向が決まっています(16)。このボルトの差し込み方向を変え
ないでください。
す ぐ ハ ン ド ル を 取 り 付 け る 場 合 に は 、ボ ル ト は 軽 く
締 め る だ け に し て お き ま す ( 1 7 ) 。多 く の 場 合 に は 後
で ス テ ア リ ン グ ヘ ッ ド の 調 整 を 行 う 必 要 が あ り ま す 

（「Aheadset®ステアリングヘッドの調整」の項参照）。
 CANYONステムの上端とステアリングコラムの上端との距離が
3mmを超えないようにしてください。そうしないと確実な締め付け

ができません。
 スペーサーの取り付けが可能な30mmの高さを守り、フォークのコ
ラムがカーボン製の場合には、ステムの上には5mmを超えるスペ

ーサーを常設しないでください。

i
 CANYONステムはフリップフロップタイプですので、上向きおよび
下向きに取り付けることができます。

CANYONハンドルの取り付けと調整
CANYONハンドルバー/ステムコンビでは、ステムに対するハンドルの位
置を変えることはできませんのでご注意ください。もちろん通常のハンド
ルであれば可能です。
サイズの合う交換用ヘッドをCANYONトルクレンチの受けに差し込みま
す。ステムのハンドルクランプのボルトを緩めてハンドルクランプを取り
外します。
CANYONアッセンブリーペーストの角を開けます。アッセンブリーペース
トを少し押し出します。CANYONハンドルの締め付け部分およびハンドル
クランプの内側とステム本体の締め付け部分にCANYONアッセンブリー
ペーストを薄く塗りつけます(18+19)。
CANYONハンドルがハンドル締め付け部分の中央に位置し(20)、ステム
の両側のハンドルが同じ長さになるようにハンドルを取り付けます。中央
の位置はハンドルについているマークを見ればわかります。
力を入れないとハンドルがステムに入らなかったり、両コンポーネントに
遊びがあるような場合には、その二つのコンポーネントに互換性がある
かどうかをCANYONサービスホットライン 050-3786-8496 にお問い合
わせください。

CANYONではCANYONハンドルを取り付けるのはCANYONステ
ムだけを推奨しています。

マウンテンバイクのハンドルは、ハンドルのベンドが自然な人間の手の
位置に合うように、軽く後方にベンドするように取り付けます。手首が楽な
状態で、外側に無理にひねった状態にならないようにします。
ロードバイクのハンドルは、下ハンドルのまっすぐな部分が地面とほぼ平
行になるか、後ろがいくらか下向きになっているのが好ましい状態です。
通常の場合に適切な位置は、CANYONハンドルのマークがCANYONステ
ムのマークと一直線になる状態です(21)。
ステムのフロントキャップを確認してください。ロゴの上下が逆になって
いてはいけません(21)。
ネジ山と頭部にグリスを塗ったハンドルクランプのボルトを指で数回転
ねじ込みます(22)。締め付け部分にグリスがつかないようにしてくださ
い。CANYONステムの場合には、ぴったり合う六角棒レンチでボルトを1
本ずつ数回転ねじ込みます。次に上の2本のボルトだけを上側のクランプ
の隙間が完全に閉じるまで締めます(23)。
手順1：フロントキャップのついたCANYON Aheadset®ステムの締め付け(24)
 上のふたつのボルト（1と2）を軽く（1Nm）締めます。隙間が完全に閉じ

るまで締める必要があります。フロントキャップがぴったりとついた状
態になります。下のふたつのボルト(3と4）を一旦いくらか緩める必要
がある場合もあります。

 そうしたら下のふたつのボルト（3と4）をステムに表示されている値
（5 Nmまたは8 Nm）に従って締め付けます。

 その次に上のふたつのボルト（1と2）をステムに表示されている値に
従ってさらに締め付けます。

手順2：フロントキャップのついた従来のAheadset®ステムの締め付け(25)
 ステムのハンドルクランプの対角位置にあるボルトの順に均一に締

めてゆき、ハンドルが軽く締め付けられる状態にします。
 ハンドルクランプとステム本体の隙間がそれぞれ平行になっており、

上下の隙間の幅が同じになっていることを確認してください。なって
いない場合には、クランプボルトをもう一度緩めて、均一に軽く締め直
します。

シフト・ブレーキレバーやブレーキレバーにバリや鋭い縁がないかどうか
点検してください。バリや鋭い縁のあるシフト・ブレーキレバーやブレー
キレバーは、CANYONハンドルを傷つけたり切欠きの原因となることがあ
るため、使用しないでください。
バリや鋭い縁があるのを見つけたらそのコンポーネントは使用できませ
ん。CANYONがそのコンポーネントを検査して、それが解消できる問題
か、それとも交換が必要であるかを判定することもできます。
シフトレバーおよびブレーキレバーをハンドルにつける前に、クランプボ
ルトを最大限まで緩めておきましょう。MTBブレーキレバーの中には、ク
ランプバンドの一部を開いたり、取り外したりできるものもあります。
ロードバイクのシフト・ブレーキレバー（デュアルコントロール、エルゴパ
ワー、ダブルタップ）の場合には、クランプバンドをレバー本体から完全に
取り外します(26)。
クランプバンドを慎重にハンドルに嵌めてから(27)、レバー本体を再びク
ランプバンドに取り付けます。

最初はボルトを軽く締めてレバーがまだ簡単に動かせるようにしておき
ます。レバーをお好みの位置に合わせます。レバーのボルトを許容最大ト
ルクで締め付けるのは、方向を合わせてからにしてください。

マウンテンバイク - シフトレバーとブレーキレバーの調整
レバーのクランプバンドのボルトをそれぞれ2～3回転だけ緩めます。ボ
ルトが完全に抜けるまで緩める必要はありません。緩めたレバーが軽く
下向きになるようにCANYONハンドル上で回転させます。サドルに座っ
た状態で、指をブレーキレバーにかけてみてください。
腕と手が一直線になっているかどうかチェックしましょう(28)。人差し指と
中指でブレーキレバーをしっかりと握れるかどうかも確かめてください
(29)。ブレーキレバーを引かなくでも、どちらの指も第一関節でレバーを
しっかりと握れる状態が理想的です。ブレーキレバーとシフトレバーをい
くらかハンドルから離す必要がある場合もあります(30)。もしくはメーカ
ーの推奨事項に従って握り幅の調整を行ってください。
シフトレバーを適宜調整したら、ブレーキレバーとシフトレバーのクラン
プボルトを推奨の締め付けトルクで締め付けます。ブレーキレバーメーカ
ー指定の締め付けトルクを絶対に超えないようにしてください。ブレーキ
レバーがCANYONハンドルを傷つけてしまう恐れがあります。

 CANYONマウンテンバイクハンドルを短くするためにハンドルエン
ドを切り落とすことは絶対に避けてください。ハンドルはシフトレバ

ーおよびブレーキレバーの締め付け部分が強化されています。最初からご
自分に合った幅（および高さ）のハンドルを選ぶようにしましょう。

ロードバイク / シクロクロスバイク - ブレーキ･シフトレバーの調整
レバーのクランプバンドのボルトをそれぞれ2～3回転だけ緩めます。ボ
ルトが完全に抜けるまで緩める必要はありません。緩めたブレーキ･シフ
トレバー上部の握り部分が水平になるように、CANYONハンドル上で回
転させたり位置をずらしたりしてください。ブレーキレバーの下端が下ハ
ンドルのまっすぐな部分とほぼ同じ高さになるか、いくらか上になります
(31)。さらに、レバーが進行方向に向かってまっすぐ前に向くように調整し
てください (32)。
人差し指と中指でブレーキレバーをしっかりと握れるかどうかも確かめて
ください。ブレーキレバーを引かなくでも、どちらの指も第一関節でレバ
ーをしっかりと握れる状態が理想的です。ブレーキレバーとシフトレバー
の位置をハンドルの湾曲部上で少しずらす必要がある場合もあります。も
しくはメーカーの推奨事項に従って握り幅の調整を行ってください。
位置が決まったらCANYONアッセンブリーペーストを締め付け部分につ
けます。ブレーキレバーとシフトレバーのクランプボルトを表示されてい
る最大締め付けトルクで締め付けます(33)。
ブレーキレバーメーカー指定の締め付けトルクを絶対に超えないように
してください。ブレーキレバーがCANYONハンドルを傷つけてしまう恐れ
があります。
固定ボルトを締め付けた後は、ハンドルについているレバーを絶対に回
転させようとしないでください。無理に回転させると表面に傷がつき、仕
上げが破壊されて、素材を傷めてしまう恐れがあります。

 コンポーネントに表示されている値を必ず守ってください。異なる複
数の値がある場合には、低い方の値が締め付けトルク上限です。最

後にコンポーネントがしっかりと固定されているかどうか確認してください。
 CANYONのハンドルやステムを改造したり、短く切ったりしないでく
ださい。ハンドルないしステムが破壊されて、走行時に重大な事故

につながる恐れがあります。また、CANYONコンポーネントの改造を行った
場合は、それがどのようなものであっても例外なく保証を受けることができ
なくなります。

i
 指示に従って作業を始める前に、すべてのコンポーネントについて
他のメーカーの取扱説明書もよく読んでください。

AHEADSET®ステアリングヘッドの調整
ステアリングヘッドの調整は熟練した自転車整備工の仕事です。この作
業は自転車メーカーか、経験の豊富な自転車専門店に依頼することをお
奨めします。
それでもご自分で調整を行いたいという方は、まずCANYONバイク取扱
説明書の「ステアリングヘッド」の項またはお持ちの自転車の取扱説
明書の該当する項目およびステアリングヘッドメーカーの取扱説明書を
ご覧ください。この作業にはCANYONトルクレンチか他の良質のトルクレ
ンチなどの特殊な工具が必要となりますのでご注意ください。
 ステアリングヘッドの上わんの周りに指を回して、ステアリングヘッド

に遊びがないかを確認します(3)。
 サドルに上半身で体重をかけながら、もう片方の手で前輪のブレーキ

をかけた状態で、CANYONを前後に強く動かします。
 ステアリングヘッドに遊びがあると、上わんが下わんに対して動くの

が感じられます。
 もうひとつの方法は、前輪を軽く地面から持ち上げて落としてみる方

法です。ステアリングヘッドに遊びがあると、そこからカタカタやトント
ンという音がします。

 ステアリングヘッドが滑らかに回転することを確認するには、片手でフ
レームを持ち上げて、前輪が空中に浮いた状態にします。ハンドルを
左から右まで動かしてみます。前輪が非常に滑らかに、どこかで止まる
ことなく、左右いっぱいまで振れるようになっている必要があります。
中央位置のハンドルを指で軽くたたいただけで自然に前輪が横に回
転するような状態でなくてはなりません(34)。

どこかに異常があったら、調整が必要です。

手順1：I-LOCKヘッドセットシステム
このシステムの特長は、ステムでスレッドレスタイプのステアリングコラ
ムを挟んで固定する方式を採用していることです。ステムがステアリング
ヘッドを構成する重要な要素となっています。ステムのクランプによって
ステアリングヘッドの調整が固定されるようになっています。広く普及し
ているAheadset®システムとは違い、ステムを固定したままでステアリン
グヘッドの調整を行います。
 ステムの後部側面にあるクランプボルトが表示の規定トルクで締めら

れているかCANYONトルクレンチで確認してください(35)。この最大
締め付けトルクを絶対に超えないようにしてください。

 ヘッドキャップの横にあるイモネジを2mm六角棒レンチで慎重に時
計回りに締めてください。最初は90度だけ廻してみましょう。

 上記の解説に従って遊びを確認してください。ステアリングヘッドの
調整がきつすぎないようにしてください。

 まだ緩いようであればもう一度90度廻して、再度遊びを確認します。
 最後の確認に、CANYONの前に立って前輪を膝の間に挟みます。
 ハンドルのブレーキレバーをつかんで、前輪を押さえたままひねって

みます。ハンドルを下にもひねってみてください。
 ハンドルまたはステムが動くようであれば、ボルトを緩めて位置を直

してから、ステムのクランプボルトを推奨締め付けトルクで締めてくだ
さい。

 許される最大の締め付けトルクでもハンドルやステムが回ってしまう
場合には、クランプを取り外して油を除去し、新しいCANYONアッセン
ブリーペーストを塗ってから組み立て直す必要があります。

ステアリングヘッドの調整を行ったらハンドルおよびステムがしっ
かりと固定され回転しないことを確認してください。ハンドルやス

テムが緩んでいると、重大な転倒事故の原因となる可能性があります。

!
この調整ボルトを硬く締めてしまわないでください。これは遊びの
微妙な調整を行うためだけにあるボルトです。

手順2：一般的なAHEADSET®ステアリングヘッド
CANYONステムの横にあるクランプボルトをそれぞれ2～3回転だけ緩め
ます(16)。ボルトが完全に抜けるまで緩める必要はありません。
ヘッドキャップの中にあるボルトを廻すことで(36)ステアリングヘッドの
遊びを再調整できます。時計回りに廻すと、ステムが下に押し下げられて
ステアリングヘッドに押しつけられるので遊びが減ります。反時計回りに
廻せば遊びが大きくなります。
まだステアリングヘッドに遊びがある場合には、調整ボルトをもう一度90
度ないし180度廻してください。ステアリングヘッドをあまりきつく調整し
ないようにご注意ください。ステアリングヘッドを破壊してしまう恐れが
あります。
ボルトを固く締めてしまわないようにしてください。これは調整用です。ボ
ルトは一度に90度だけ廻すようにしてこまめに遊びを確認してください。
遊びの調整が適正に完了したら、CANYONステムを進行方向に真っ直ぐ
向けてください。ステムの方向を合わせるには、トップチューブとステムが
前輪まで一直線になっていることを確認します。そうすればCANYONハン
ドルが進行方向に対して垂直になります。
ステアリングコラムがカーボン製のフォークは、内部にステアリングヘッ
ド調整用のカウンターベアリングとして適切な締め付け機構が組み込ま
れていますのでご注意ください。CANYONでは原則としてフォークメーカ
ーの標準搭載メカニズムを使用することをお奨めします。

ステムのボルトを固く締める前に、CANYONバイク取扱説明書の「ステ
アリングヘッド」の項またはお持ちの自転車の取扱説明書の該当する
項目およびフォークメーカーの取扱説明書をご覧ください。
遊びの調整が適正に完了したら、2本のクランプボルトをまず交互に締め
てゆき、最後にCANYONトルクレンチか良質のトルクレンチでボルトを締
め付けます。最初は最小値の4 Nmから始めましょう。
締め付けたらCANYONステムが確実に固定されているかどうか、前輪を
足ではさんでハンドルをひねってみることで確認してください(37)。
ステムの固定がまだ不十分な場合には、締め付けトルクを表示されてい
る最大締め付けトルクを超えない範囲で上げていってください。
それでもまだCANYONステムが固定されない場合には、ステムを取り外
してステアリングコラムとステムの内側に再度CANYONアッセンブリーペ
ーストを塗ってください。
CANYONアッセンブリーペーストを接触面に塗り、表示されている最大締
め付けトルクで締めてもCANYONステムがフォークに固定できない場合
は、そのステムとフォークには互換性がありません。
CANYONステムを互換性のあるモデルと交換するか、CANYONサービス
ホットライン 050-3786-8496 までお問い合わせください。

i
 CANYONフォークをCANYONステムと使用する場合には、エクスパ
ンダーなしでも走行可能です。この場合には、ステアリングヘッドの

調整が終わったらエクスパンダーを取り外してください。この場合のステム
クランプボルトの最大トルクは4 Nmになります。

 ステアリングヘッドの調整を行った後は、前輪を足ではさんでハン
ドルをひねってみることで、ステムが確実に固定されているかどう

か点検してください(37)。ステムが緩んでいると、事故の原因となる可能性
があります。

MTBハンドルのバーエンドバー取り付け
バーエンドバー(38)をつけると、ハンドルの持ち方のパターンが増えま
す。バーエンドバーは、ライダーがダンシングと呼ばれる立ちこぎをしてい
る時に楽に掴めるような位置に合わせるのが一般的です。
CANYONハンドルにバーエンドバーを使用できるのは例外的なケースに
限られますのでご注意ください。お持ちのバーエンドバーが使用できるか
どうかについて必ずCANYONにお問い合わせください。また、最大締め付
けトルクについてもお問い合わせください。
バーエンドバーの使用が認められていないCANYONハンドルにバーエン
ドバーを取り付けると、ハンドルが折れることがあり、その結果として事故
につながる可能性があります。
バーエンドバーの締め付け部分にバリなどがないことを確認してくださ
い。鋭い縁やバリがあるバーエンドバーは使用しないでください。他のコ
ンポーネントに切欠きが生じたり、損傷を与えたりする恐れがあります。
鋭い縁やバリがあるのを見つけたら、バーエンドバーをバリのないモデ
ルに交換してもらいましょう。
ブレーキレバーとシフトレバーのクランプボルトを緩め、レバーをハンド
ルグリップと一緒に内側にスライドさせて、バーエンドバーを完全にハン
ドルに固定できるようにします。ハンドルグリップを内側に入れることが
できるように、必要に応じてキャップ部分を切り落としてください。
グリップを剥がすために液体やグリスなどは使用しないでください。やむ
を得ない場合には圧縮空気を使ってください。
ボルトを緩めます。ボルトは通常バーエンドバーの下面についていま
す。2～3回転緩めてください。CANYONアッセンブリーペーストをハンド
ルの締め付け部分とバーエンドバーの内側に塗ります。
バ ー エ ン ド バ ー を ハ ン ド ル の 両 端 に つ け て 、使 い や
す い 位 置 に 調 整 し ま す 。左 右 の バ ー が 同 じ 角 度 に な る
よ う に ご 注 意 く だ さ い 。バ ー エ ン ド バ ー に「 右 」ま た は 

「左」の表示があるものもありますのでご確認ください。
CANYONトルクレンチか良質のトルクレンチを使ってボルトを3Nmで
締めます。バーエンドバーがまだ回転してしまう場合には、表示されて
いる最大締め付けトルクを超えない範囲でトルクを上げていってくださ
い。CANYONハンドルに取り付けるバーエンドバーのクランプボルトに適
用される許容最大締め付けトルクを超えないようにしてください。
コンポーネントに表示されている値も必ず守ってください。異なる複数の
値がある場合には、低い方の値が締め付けトルク上限です。
CANYONアッセンブリーペーストを接触面に塗ってもバーエンドバーが
ハンドルに適正に固定できない場合は、そのバーエンドバーとハンドル
には互換性がありません。その場合にはバーエンドバーを互換性のある
モデルと交換してもらいましょう。

 ステムやハンドル、エンドバー、シフトレバー、ブレーキレバーなど
のボルトは、規定のトルクで締め付ける必要がありますのでご注意

ください。
 互換性のないバーエンドバーをCANYONハンドルに取り付けると、
ハンドルが折れて事故につながる可能性があります。バーエンドバ

ーを取り付けることができないCANYONハンドルもあります。CANYONサ
ービスホットライン 050-3786-8496 にご相談ください。

i
 バーエンドバーの取扱説明書もよく読んでその指示に従ってくださ
い。

ドロップハンドルへのエアロバー取り付け
エアロバーはエアロハンドルとも呼ばれ(39)ロードバイクでエアロポジ
ションをとることができるようになります。エアロバーは、ライダーが前腕
をアームレストに載せて走行した時に楽に掴めるような位置に合わせる
のが一般的です。
CANYONハンドルにエアロハンドル（エクステンションとも呼ばれます）
を使用できるのは例外的なケースに限られますのでご注意ください。お
持ちのエアロハンドルが使用できるかどうかについて必ずCANYONサー
ビスホットライン 050-3786-8496 にお問い合わせください。また、最大締
め付けトルクについてもお問い合わせください。
エアロハンドルの使用が認められていないCANYONハンドルにエアロハ
ンドルを取り付けると、ハンドルが折れることがあり、その結果として事故
につながる可能性があります。
エアロハンドルの締め付け部分にバリなどがないことを確認してくださ
い。鋭い縁やバリがあるエアロハンドルは使用しないでください。他のコ
ンポーネントに切欠きが生じたり、損傷を与えたりする恐れがあります。
鋭い縁やバリがあるのを見つけたら、エアロハンドルをバリのないモデ
ルに交換してもらいましょう。
エアロハンドルの位置をステムの左右すぐ近くの、CANYONドロップハン
ドルが完全に円形になっている部分に合わせます。
ボルトを緩めます。ボルトは通常エアロハンドルの下面についていま
す。2～3回転緩めてください。ボルトを完全に抜き取ってクランプを外し
ます。CANYONアッセンブリーペーストをハンドルの締め付け部分と締め
付け部分の内側に塗ります。
エアロハンドルをハンドルの上に載せて下からクランプを取り付け軽く
締めます。エアロハンドルを使いやすい位置に調整します。左右のバーが
同じ角度になるようにご注意ください。エアロハンドルに「右」または「左」
の表示があるものもありますのでご確認ください。
CANYONトルクレンチか良質のトルクレンチを使ってボルトを許容最大ト
ルクで締めます。エアロハンドルがまだ回転してしまう場合には、表示さ
れている最大締め付けトルクまでトルクを上げてください。CANYONハン
ドルへの取り付けが許されているエアロハンドルのクランプボルトに適
用される許容最大締め付けトルクを超えないようにしてください。
コンポーネントに表示されている値も必ず守ってください。異なる複数の
値がある場合には、低い方の値が締め付けトルク上限です。
CANYONアッセンブリーペーストを接触面に塗ってもエアロハンドルが
ハンドルに適正に固定できない場合は、そのエアロハンドルとハンドル
には互換性がありません。その場合にはエアロハンドルを互換性のある
モデルと交換してもらいましょう。

 ステムやハンドル、エアロハンドル、シフトレバー、ブレーキレバー
などのボルトは、規定のトルクで締め付ける必要がありますのでご

注意ください。
 互換性のないエアロハンドルをCANYONハンドルに取り付けると、
ハンドルが折れて事故につながる可能性があります。エアロハンド

ルを取り付けることができないCANYONハンドルもあります。CANYONサ
ービスホットライン 050-3786-8496 にご相談ください。

i
 エアロハンドルの取扱説明書もよく読んでその指示に従ってくださ
い。

適正なハンドルの高さ
ハンドルの高さおよびステムの長さによって上半身の傾斜角度が決まり
ます。ハンドルを低い位置に取り付ければ、空気抵抗の少ない姿勢とな
り、体重の多くが前輪にかかることになります。しかし強い前傾姿勢は手
首や腕、上半身やうなじへの負担が増すため体力を消耗し、乗り心地も悪
くなります。CANYONでは、痛みや乗心地の問題を防ぐためのご相談に
乗ります。
一般にAheadset®システムと呼ばれるスレッドレスタイプのシステムでは
ステムがステアリングヘッドシステムの一部になっています。乗車ポジシ
ョンを変えるためにはステムを一度取り外してつけ直す必要があります。
その後にはステアリングヘッドを再調整する必要があります。これについ
ては「CANYONステムおよびハンドルバー/ステムコンビの取
り付け」および「Aheadset®ステアリングヘッドの調整」の項をご
覧ください。
ハンドルの高さを変える可能性には制約があり、スペーサーの構成を変
更するか(40)、フリップフロップタイプのCANYONステムではステムを裏
返す方法しかありません。
ステアリングコラムの上についているプレシャープラグのボルトを取り外
し（取り外すか）上についているキャップを外します。ステムの横にあるボ
ルトをそれぞれ2～4回転だけ緩めます。ステムをフォークから抜き取りま
す(41)。従来タイプのAheadset®ステアリングヘッドの場合には、この状
態ではフォークが固定されていないため下に抜け落ちてしまうことがあり
ますのでご注意ください。
CANYON Aheadset®ステアリングヘッドではフォークが外れないように
特殊なクランプによって固定されています。
これでスペーサーが外れるようになりました。抜き取ったスペーサーはス
テムの上から再びステアリングコラムに取り付けて、CANYONハンドルま
たはCANYONハンドルバー/ステムコンビをお好みの高さにします。
スペーサーの数を減らしたい場合には、ステアリングコラムを短くする必
要があります。そうすると、もう元に戻すことはできません。スペーサーの
数を減らす場合には、ステアリングコラムも短くする必要があります。この
作業は熟練した整備工やCANYONサービス部の仕事です。この作業を依
頼するのは、その位置で問題がないことに確信がある場合だけにしてく
ださい。
試乗するのが目的の場合はステアリングコラムをカットしなくてもスペー
サーの配置を変えるだけですみます。ハンドルの位置を試してみるとき
は、ステムの下から取り外したのと同じ数のスペーサーをステムの上につ
けるか、その逆にします。
もっと大幅に高さを変更したい場合には、ステムのフロントキャップのボ
ルトを外してハンドルを取り外します。
ステムを裏返しにしてからハンドルを「CANYONハンドルの取り付
けと調整」の項の説明に従ってつけ直します。ステムのフロントキャップ
は上下逆さまに取り付けないようにご注意ください(21)。
CANYONハンドルをステム、フォーク、前輪と一緒に左右最大限まで廻し
ても各種ケーブルに余裕があるかどうか確認してください。その時にケー
ブルやコードが捩れたり、折れ曲がったりせず、均一な曲線を描いて押さ
えやブレーキまで伸びていることを確認してください。
CANYONコンポーネントの取り付けは、「CANYONステムおよびハン
ドルバー/ステムコンビの取り付け」、「CANYONハンドルの取
り付けと調整」、また従来型のAheadset®ステアリングヘッドの場合に
は「Aheadset®ステアリングヘッドの調整」の各項の説明に従って
行ってください。
クランプリングつきのCANYON Aheadset®ステアリングヘッドの場合に
はステアリングヘッドの遊びは変わっていません。
最後に各コンポーネントがしっかりと固定されているかどうか確認してく
ださい。

 CANYONステムの下に取り付けることができるスペーサーは最大
30mmですのでご注意ください。
 ステムの上側のスペーサーが5mmを超えたら直ちにステアリング
コラムのカットをCANYONにご依頼ください。

グリップとバーテープ
グリップとバーテープは快適なライドを可能にするだけでなく、ハンドル
のグリップが良くなることで自転車走行時の安全にも重要な役割を果た
します。
グリップとバーテープがしっかりと固定され、機能的にも良好な状態であ
ることを確認してください。摩耗が進んだり汚れの激しいグリップやバー
テープはすぐに交換しましょう。
少なくとも一年に一度は取り外して点検するか交換をする時期です。

グリップの取り付け
ハンドルグリップがしっかりと固定され回転してしまうことのないように、
取り付けるCANYONハンドルにはグリスやオイルがついていないように
してください。
ロックオングリップ(42)の場合には、ロックリングを使って締め付ける
タイプのものを選び、ボルトの力が直接ハンドルに作用するものでない
ことを確認してください。ロックオンタイプのグリップは簡単にハンドル
に差し込むことができます。ロック機構が一箇所だけの場合には、バーエ
ンド側にありますのでご注意ください。ハンドルの正しい位置にグリップ
をつけたら、ちょうどグリップが確実に固定される強さまでボルトを締め
てください。最大締め付けトルクである3Nmを絶対に超えないようにして
ください。
他のグリップはすべて自力かつグリップとCANYONハンドルの摩擦により
固定されるタイプです。一番簡単な方法は圧縮空気を使ってグリップを取
り付けることです。そうすればグリップがいくらか膨張して差し込みやすく
なります。圧縮空気のコンプレッサーがない場合には、自転車専門店に取
り付けを依頼してください。
ヘアスプレーなどを潤滑剤として使用しないようにCANYONでは強くお
奨めします。後でグリップが回転してしまうことがあるからです。
穴あきタイプのグリップの場合には、同梱のバーエンドキャップ(43)をハ
ンドルのバーエンドにはめておくようにしましょう。事故に遭ったときに
ハンドルの損傷やライダーの負傷を防いだり、その程度を軽減することに
なります。

 取り付けの際にはハンドルグリップに潤滑油等がついていないよう
に注意し、液体や薬剤を使わないでください。
 ハンドルグリップが回ってしまう場合には乗車をやめてください。必
要に応じて使い物になるしっかりと固定できるモデルに交換してく

ださい。

バーテープの巻きつけ
CANYONハンドルにゴミや古い接着剤、グリスなどが付着していたらきれ
いに取り除きます。清掃には強い溶剤などを使用しないでください。
ハンドルの下の内側(44)すなわち下ハンドルの穴のあいたバーエンドか
ら巻始めます。最初の一巻きはテープをバーエンドからかなりはみ出た
状態にします。
そしてテープを斜めに上に向かって巻いてゆき、常にテープ幅の半分程
度が重なるようにします。常にテープをぴんと張った状態に引っ張りなが
ら作業を進め、順次両面テープの紙を剥がしてゆきます。
ブレーキレバーの部分を巻くときには、短く切ったテープをCANYONハン
ドルに貼って、ハンドル側にテープのすき間ができないようにします。パ
イプの径が太くなるハンドルクランプの部分に来るまでテープを均一に
巻き続けます。テープの端を接着テープで固定します。
最初にはみ出させた部分のバーテープをハンドルバーの中に押し込ん
でバーエンドキャップをはめます。反対側も同じ作業をします。

i
 弊社ウェブサイト www.canyon.com のアクセサリのコーナーには
各種のバーテープやグリップが紹介されていますので是非ご覧くだ

さい。 

 

文、コンセプト、写真、制作：
Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de
更新：2014年12月，第1版

© 著者の書面による事前の承認なき転載･複
製、翻訳は、それが一部または電子メディアであっ
ても、その他の形での使用と同様に固くお断り
します。


