
RS-1800 前フォーク受（切削タイプ）
Stepped Front Fork Support

取扱説明書
instructions

RS-1800 Stepped Fork Mount

(ver.1.0 2019/12)

オーバーロックナット寸法が 100mm の一般的な前フォーク幅で、
スルーアクスル方式のためフォーク先端の形状が通常のものよりも
補強されたり角度を変えたりしていて標準の前フォーク受では一部
が干渉してしまい正しく取り付けられなくなる場合においても装着
できるよう両端に２ミリの段差形状を設けた、前期型 RS-1800 用の
交換用部品です。

Due to the special shaped or angled front fork end for 
reinforcing this area to fit to the Thru Axle more durable, 
some front forks (100mm width) cannot be mounted 
correctly onto the existing front fork mount.
To solve this problem, you can replace the fork mount itself 
which has 2mm step on both sides.

交換のしかた
How To Replace

キャップ／
Cap

スライドアーム／
Slide Arm

1

2

3 溝の中にナットを入れ、本体の孔に通したノブ
ボルトを溝の中のナットにねじ込みます。
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まずキャップを外し、前フォーク受を抜き、ノブボルト
とナットを分解します。
Pull out the fork mount.
Disassemble the knob
bolt and the nut.

裏側のイモネジを外し、クイックレリーズをガイドパイプごと取り外します。中央のガイド
ボルトも一緒に抜きます。
続いて、対策型の前フォーク受にクイックとスリーブを取り付け、イモネジを軽く締めて保
持します。中央のガイドボルトもねじ込んでおきます。

Remove the headless bolts on the backside to pull out the quick release unit 
together with the guide sleeve. Unscrew the center guide bolt.
Next, install the quick release unit and the guide sleeve to the new fork mount. 
Do not overtighten the headless bolts. Screw the center guide bolt too.

ガイドパイプ／
Guide Sleeve

クイックレリーズ／
Quick Release

イモネジ／ Headless Bolt（再利用します）

ガイドボルト／ Guide Bolt（再利用します）

2 ミリの段差／ 2mm Step

100mm

Insert the nut in the top groove, and 
screw the knob bolt to the nut.

ノブボルト／
Knob Bolt
（再利用します）

ナット／ Nut
（再利用します）
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