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PROMAXディスクブレーキキャリパーとアダプターの構成

フォーク/フレームか
らキャリパーへのマ
ウント構成

取付タイプ
ローターサイズ

140mm 160mm 180mm 203mm

ポストマウントに 
ポストマウント

140ポストマウント なし/直接装着 PM180F - -

160ポストマウント - なし/直接装着 PM180F PM203F

180ポストマウント - - なし/直接装着 -

203ポストマウント - - - なし/直接装着

ポストマウントに 
ISマウント

160 ISマウントフロ
ント用 - IS160F IS160R / IS180F -

140 ISマウントリア用 IS160F IS160R / IS180F IS180R -

フラットマウントに 
フラットマウント

フラットマウントフロ
ント用 FH160F / FH140F FH160F / FH140F / FM160F* - -

フラットマウントリ
ア用 なし/直接装着 FM160R - -

ポストマウントに 
フラットマウント

フラットマウントフロ
ント用 FP140F FP160F - -

フラットマウントリ
ア用 FP140R FP160R - -

*フラットマウントキャリパーにFM160Fを使用すると、ケーブルの配線が良くなります

PANTONE 186 C

BLACKSOLVE / DSK-923 油圧ディスクブレーキ取扱説明書
本Promaxブレーキシステムをお選びいただき、ありがとうございます。
当社のすべての製品は、革新と自転車技術の推進に重点を置き、世界
中のライダーの要求を満たすために妥協することなく設計・製造されて
います。
最高の性能と信頼性を確保するため、本取扱説明書の指示に従ってくだ
さい。ご不明な点は、正規販売店またはPromaxの販売員にお問い合わせ
ください。楽しく安全運転を！

 警告：自転車走行には危険を伴う場合があります。自転車製品の取り
付けおよび手入れはプロの整備工が行ってください。自転車またはアク
セサリーは決して改造しないでください。メーカーのウェブサイトの情報
を含め、製品取扱説明書および警告をすべて読み従ってください。毎回使
用前に自転車を点検し、常にヘルメットをご着用ください。
その他の製品安全および保証に関する情報は、 
promaxcomponents.com/safetyをご覧ください。

付属のハードウエア
数量 説明
1 ブレーキキャリパー 

1 ブレーキレバー
2 ブレーキパッド
2 取り付けボルト
キャリパー取り付けに必要な工具：
• 2mmおよび5mm六角レンチ
• 4mmおよび5mm六角穴付きトルクレンチ
• T25トルクスレンチ（ローター取り付け）

油圧ホースの短縮とブレーキのブリーディングに必要な工具および材
料：
• 8mmスパナ
• ラジオペンチ
• ピストンプレスまたはマイナスド

ライバー
• 50mL鉱物油*
• 2油圧ブリードシリンジ*

• 2ブリード器具*
• ブリードブロック*
• ハウジングカッター*
• キャリパーホース継手
• ホース

*Promaxブリードキットに含まれています

 警告：素手でローター面を触れないでくださ
い。手袋の着用をお勧めします。ローター面に
指から付いたオイルやグリスがブレーキパッド
を汚染し、制動力を著しく低下させる恐れがあ
ります。ブレーキローターは、ラジアルスポーク
またはセンター取り付けリングのみでお取り扱
いください。誤ってローター面に触れてしまった
場合は、布とイソプロピルアルコールで拭き取
ってください。
メーカーの説明書に従って、ホイールを取り
外します。
ローターを6ボルトのハブ上に、矢印の方向がホ
イールの正転に沿うように取り付けます。

油圧ホースをフレームに沿って必要な箇所に通
します。ハウジングがスムーズに曲がるか確認
してください。

ハンドルバーグリップを取り外し、新しいブレー
キレバーをハンドルバーにスライドさせます。ハ
ンドルバーグリップを再び取り付け、ブレーキレ
バーを好みの位置に取り付けます。ブレーキレ
バーを4mmの六角ソケットを使用して3～5Nm
で締め付けます。
レバーのリーチを調整する必要がある場合
は、2mmの六角レンチを使用します。

ブレーキパッドスペーサーを取り外します。ブレ
ーキキャリパーをフレームにボルトで緩く固定し
ます。アダプターが必要な場合は、Promaxアダ
プターの一覧表をご確認ください。 
警告：ブレーキパッドスペーサーを取り外した
ら、キャリパーにローターを取り付けるまで、ブ
レーキレバーを操作しないでください。ブレー
キピストンが外れて液漏れし、ブレーキが効か
なくなります。

ローターを時計回りに回転させながら、T25トル
クスレンチでボルトを取り付け、図に示すパター
ンで1/4回転ずつ締め付けます。ボルトが5Nmで
締め付けられるまで続けます。
メーカーの推奨に従ってホイールを再装着し
てください。

ステップ1： ブレーキローターを取り付けます（任意）

ステップ2： ブレーキレバーを取り付けます ステップ3： ブレーキキャリパーをフレーム/フォークに取り付けます
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ディスクブレーキ
の取り付け
ディスクブレーキの取り付けは、4つのステップ
で行います。
1. ブレーキローターの取り付け（任意）
2. ブレーキレバーの取り付け。
3. ブレーキキャリパーをフレーム/フォークに取

り付け。
4. ブレーキレバーをかけ、キャリパー取り付け

ボルトを締め付ける。

ブレーキレバーを握りながら、ブレーキキャリ
パーのボルトを6Nmで締め付けます。これによ
り、ブレーキキャリパーパッドとローターの位置
が揃います。

ブレーキレバーを離し、ホイールを回転させま
す。ブレーキパッドがローター表面をこする場
合、キャリパーの取り付けボルトを緩めて、キャリ
パー/ローター位置を最終調整します。

ステップ4： ブレーキをかけ、キャリパー取り付けボルトを締め付けます
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ホイールメーカーの説明書に従って、自転車か
らホイールを取り外します。 

鉱物油の付着を防ぐため、ブレーキパッドをラジ
オペンチで取り外します。次に、ピストンプレスま
たはマイナスドライバーを使用して、ピストンを
キャリパーに入るところまで押し戻します。キャリ
パーブロックをパッドのくぼみに挿入し、ゴムバ
ンドで固定します。ブレーキパッドは、清潔で乾燥
した場所に置いてください。

ステップ1： ホースの短縮とブレーキのブリーディングを行う自転車を用意します
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油圧ホースの短
縮とブレーキの
ブリーディング
警告：ホースを短くしたりブレーキをブリーディ
ングしたりする際は、ブレーキパッドとローター
を取り外すか保護してください。ローターやパッ
ドに鉱物油が付着すると、ブレーキの性能を著し
く損なわれます。

警告：油圧ホースを取り外す際にブレーキレバ
ーを握らないでください。 
レバーから鉱物油が失われてしまいます。
レバークランプを4mmの六角レンチで緩め、レ
バーを地面と平行になるように上げます。レバー
クランプを締め付けます。

ハウジングをフレームに沿わせます。ハウジング
がスムーズに曲がり、ハンドルがホースを引っ張
ることなく両方向に完全に回転できることを確
認してください。ホースのカット部分に印をつけ、
希望の長さにカットします。 
警告：必ずホースを真っ直ぐに切断してくださ
い。ホースを斜めに切断してしまうと、ブレーキ
システムが適切に密封されなくなります。

ホースの端から3.5mmのところを測り、印をつけ
ます。ダストカバー、圧縮ナット、オリーブの順で
取り付けます。注意：オリーブは円錐形で、広い
部分をバーブの方に取り付ける必要があります。

ダストカバーを外し、8mmのスパナで圧縮ナット
をレバーから取り外します。ブレーキホースを少
し揺り動かし、鉱物油をこぼさないように慎重に
ブレーキレバーから引き抜きます。Oリングも忘
れずに引き抜いてください。

バーブをホースの先端に押し込みます。バーブが
ホースに完全に挿入され、バーブを押し込んだ
ときにオリーブが3.5mmのマークを覆っている
ことを確認してください。

ブレーキホースをレバーにしっかりと差し込
み、8mmのトルクレンチで圧縮ナットを6Nmまで
締め付けます。ダストカバーを取り付けます。

ステップ2： レバーからブレーキホースを取り外します

ステップ3： ホースの長さを測り、切断します

ステップ4： ブレーキホースをレバーに差し込みます
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キャリパーをフレーム/フォークから取り外し
ます。
プラスチックハウジングとブリードコネクターを
シリンジに取り付けて、キャリパーシリンジを組
み立てます。注意：レバーブリードポートコネクタ
ーボルト（M5）は、キャリパーブリードボルトコネ
クター（M6）より小さいのでご注意ください。

プラスチックハウジングとブリードコネクターを
シリンジに取り付けて、レバーシリンジを組み立
てます。注意：レバーブリードポートコネクターボ
ルト（M5）は、キャリパーブリードボルトコネクタ
ー（M6）より小さいのでご注意ください。 
警告：ブレーキホースを切断することで、ブレー
キシステム内にエアーが入ってしまいます。気泡
を取り除き、ブレーキ性能を回復させるためにブ
レーキのブリーディングは必要です。 
警告：DOT液を使用しないでください。Promax
の油圧ブレーキに適合するのは、Promaxと
Shimanoの鉱物油のみです。

キャリパーシリンジに鉱物油を2/3ほど入れま
す。ペーパータオルまたは布でブリードボルト
を覆い、シリンジを直立させた状態で、シリンジ
のピストンを押してシリンジ内の気泡を取り除
いてください。

レバーシリンジに鉱物油を1/3ほど入れます。
ペーパータオルまたは布でブリードボルトを覆
い、シリンジを直立させた状態で、シリンジの
ピストンを押してシリンジ内の気泡を取り除い
てください。

T10トルクスレンチでキャリパーブリードポートの
ネジを取り外します。レバーブリードシリンジを
8mmのスパナで締め付けます。

T10トルクスレンチでレバーブリードポートの
ネジを取り外します。レバーブリードシリンジを
8mmのスパナで締め付けます。

ステップ6： ブレーキブリード用のキャリパーを準備します

ステップ5： ブレーキブリード用のレバーを準備します
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キャリパーシリンジを垂直に持ち、キャリパーシ
リンジが1/4、レバーシリンジが3/4になるまでピ
ストンをゆっくり下に押します。

8mmスパナでキャリパーシリンジを取り外
し、T10トルクスレンチでブリードポートのネジを
再び取り付けます。ペーパータオルとイソプロピ
ルアルコールで余分なオイルを拭き取ります。 

逆ブリード工程：レバーシリンジを垂直に持ち、
レバーシリンジが1/4、キャリパーシリンジが3/4
になるまでピストンをゆっくり下に押します。
注意：古い油圧ブレーキのブリーディングを行う
場合、汚染を防ぐために古い鉱物油を必ず交換
してください！逆ブリード工程を行う前に、レバー
シリンジを取り外し、古い鉱物油を取り出して新
しいものをレバーシリンジに再注入してくださ
い。次のようにブリード工程を続けます。

レバーシリンジを引いて陰圧にし、残っている
気泡を取り除きます。ブレーキレバーを素早く握
って離し、レバーから気泡が出なくなるまで繰
り返します。

ブレーキシステムから気泡が抜けるまで、このサ
イクルを2回ほど繰り返します。 

8mmスパナでレバーシリンジを取り外し、ティッ
シュペーパーでブリードホールを塞ぎます。キャ
リパーからゴムバンドを取り外し、ブリードブロ
ックを取り外します。その後、マイナスドライバー
でピストンを奥まで押し込んでください。レバー
ブリードポートから鉱物油が出ます。Oリングを
交換し、T10トルクスレンチでレバーブリードポ
ートボルトを締め付けます。レバーの表面をティ
ッシュペーパーとイソプロピルアルコールで拭
いてください。 

ステップ7： ブレーキシステムのブリーディングを行います

3

6

1

4

2

5

新しいブレーキパッドの慣らし手順
静かな運転音、最高の性能、ブレーキパッドの長寿命を実現するために、
ブレーキパッドの慣らし手順は重要です。この手順ではブレーキパッドを
加熱し、ローターの表面に摩擦材の薄膜を「埋め込み」ます。取り付け直後
と、長時間乗る前に慣らし手順を行ってください。 

• 適度な速度まで加速し、歩く速度くらいに減速するまでしっかりとブ
レーキをかけます。この手順の間にホイールをロックしないでくださ
い。20回繰り返します。

• もっと速いスピードまで加速し、歩く速度くらいに減速するまでしっか
りとブレーキをかけてください。この手順の間にホイールをロックしな
いでください。10回繰り返します。

 警告：ディスクブレードは、リムブレーキよりも強くブレーキがかかり
ます。最初の数回の慣らし運転時には、ホイールのロック、衝突、そして大
怪我を防ぐために、通常よりも少ないブレーキ圧で運転してください。操
作に慣れてきたら、連続的なブレーキ操作のたびにブレーキ圧を増やし
てください。

継続的なディスクブレーキのメンテナンス
洗浄
ディスクブレーキは、ローター面に油脂分や泥、雪、氷などが付着すると、
性能が著しく低下します。走行前や走行中に氷や雪を取り除いてください。
ローターに付着した泥をきれいな水で洗い流してください。イソプロピル
アルコールときれいな布で油脂を除去してください。

パッド厚の確認
ブレーキパッドは、パッド材が0.5mm以下（バッキングプレートを除く）まで
摩耗したら交換してください。

交換用パッドの形状

ブレーキパッドを取り付けます。ブレーキキャリ
パーをフレームまたはフォークに緩く再装着し
ます。ホイールメーカーの説明書に従って、ホイ
ールを取り付けます。4mm六角ソケットでレバー
クランプを緩め、ブレーキレバーを任意の位置
に調整します。

ブレーキレバーを握り、ピストンを正しい位置に
戻します。パッドが適切なレバースローにしっか
りと接触するまで、3～4回握る必要がある場合
があります。ブレーキレバーを握りながら、ブレー
キキャリパーのボルトを6Nmで締め付けます。こ
れにより、ブレーキキャリパーパッドとローター
の位置が揃います。
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