携帯型折り畳み式軽量スタンド PHS-1 バイクレスト 取扱説明書
Bike Rest Model : PHS-1 ‒ instructions manual
注意していただきたいこと／Important Notes
● シートチューブにあるボトルケージ台座を利用して装着し
ます。台座のないフレームではお使いいただけません。
● 必ず平坦で水平な場所で使用してください。傾斜地での使用
はできません。
● 脚の長さは若干調整できますが、ボトルケージ取付台座の位
置によってはお使いいただけない場合があります。
● PHS-1で立てた自転車には、またがったり荷重をかけないで
ください。耐え切れずに脚が折れたり、転倒します。
● 不意に自転車が動いてしまわないように、ベルクロテープで
後輪とフレームとを結束してお使いください。
● フ レ ー ム に 取 り 付 け て 保 管・持 ち 運 び す る 際 は、ベ ル ク ロ
テープをしっかりと緩まないように縛り付けてください。や
むをえず縦方向のパイプに取り付けなければならない場合
は、ボトルケージよりも上にしてください。
● 取付金具に脚を装着したままで走行しないでください。

● A braze-on is required for the stand to be installed
properly.
● Use on ﬂat and level ﬂoor or ground. Do not use on any
slanted location.
● Leg size is adjustable in 20mm travel. Depends on the
braze-on height, you may not be able to use PHS-1.
● Do not get on the bike or apply any load to the bike
when using the PHS-1. The leg should be broken.
● Wrap the rear wheel and frame with the supplied Velcro
strap for stability.
● When storing PHS-1 on the frame, tighten the Velcro
tape ﬁrmly. If you need to hold on a vertical pipe due to
some reasons, you should put it above the bottle cage
to prevent dropping down.
● Do not ride with the PHS-1 extended.

PHS-1の使い方／How To Use PHS-1

シートチューブ上のボトルケージ台座
に取付金具を装着します。ボトルケージ
との同時装着も可能です。
Install the stainless base plate onto the braze-on
on the seat-tube.
You can install it together with the bottle cage.

PHS-1の脚を伸ばし、赤い樹脂の付いたアームに
いっぱいに差し込んで取り付けます。
Extend the leg and fully insert into the arm with
the red soft plastic bush.

後輪とシートチューブとを一緒
にベルクロテープで巻くことで
不意に自転車が動いてしまわな
いようにします。
Wrap both the rear wheel and
seat-tube with the Velcro strap
so the bike doesn't move when
parked.

脚の折りたたみ方／How To Fold The Leg
脚を折りたたむ際は、まず先に中央部分を外してから、順次折っていく
ようにしないと、中のゴムが異常に引かれて切れる恐れがあります。
When folding the leg, you must pull apart the mid section ﬁrst.
Failure to do so will cause too much tension on the inside shock cord.

サイズ調整のしかた／How To Adjust Size & Angle
スタンドを立てた際の自転車の立ち角度は、PHS-1の
取り付け角度や脚の長さを微調整することで行ない
ます。
取付金具の孔は長孔になっています。
また脚の基部は2mm六角レンチで緩めてスライド
させることでおよそ20mmほどの調節ができます。
このねじは強く締め付け過ぎるとアルミ製の脚が
変形破損してしまいますので注意してください。
You can micro adjust the stand angle and the leg length to expect better stability
of the bike when parked.
To adjust the leg length, loosen the small screw by 2mm hex wrench then slide
the leg. Adjustment travel is approximately 20mm.
After adjusting, tighten the screw again.
Do not overtighten. Leg material is fragile.

問い合わせ先／Contact

もし何かわからないことがあった場合は、まずお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
もしそこで十分な情報やサービスを受けられない場合に限り、下記までお問い合わせください。

store you purchased the product or the distributor
in your country. If your question remains unanswered, then contact us here;
株式会社 箕浦（製造元）
〒 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸 1197-1
Phone: (0584) 27-3131 / Fax: (0584) 27-7505
minoura@minoura,jp
Mail:
Web:
www.minoura.jp

株式会社 深谷産業（販売元）
〒 462-0062 愛知県名古屋市北区新沼町 150
Phone: (052) 909-6201 / Fax: (052) 909-6212
Web:
www.fukaya-sangyo.co.jp

MINOURA JAPAN (for ALL customers)

MINOURA North America (for U.S. residents ONLY)

1197-1 Godo, Anpachi, Gifu 503-2305 Japan
Phone: +81-584-27-3131 / Fax: +81-584-27-7505
Email: minoura@minoura.jp / Web: www.minoura.jp

Phone: 1-510-538-8599 / Fax: 1-510-538-5899
Email: support@minourausa.com

Made in Japan

