Universal 12mm Thru Axle Adapter (REAR for Trainer)

汎用 12 ミリスルーアクスル用アダプタ（後輪／トレーナー用）
必要な工具：

3 ミリ六角レンチ

1.0mm ピッチ（垂直カット用）

M12x142 や M12x148 などの 12 ミリスルーアクスル式の後輪
を持つ自転車を、弊社トレーナーにマウント可能にするための、
9 ミリクイックレリーズに取り付けるアダプタです。
1.0mm ピッチ（X-12 テーパー用）

エンドの外〜外の寸法で
162 〜 180 ミリのフレー
ムに使えます。

12 ミリスルーアクスルにはネジ
ピッチ（ねじ山の間隔）によって
４種類の、左側端面形状によって
２つの種類が存在します。必ず正
しいサイズ形状を選んでください。
ただし市場にはこの規格ではない
ものも存在します。

[ Required Tool : 3mm Hex Wrench ]

for 1.0mm Pitch (Square Cut)

For mounting a bike with 12mm thru axle type rear wheel
such as M12 x 142mm or M12 x 148mm on Minoura
trainer.
Put the adapters through the standard 9mm quick
release skewer that comes in the trainer kit.

1.0mm ピッチ 2N（2 条ねじ用）

for 1.0mm Pitch 2N (Double Thread)

1.5mm ピッチ（E-Thru 用）

1.75mm ピッチ（Maxle 用）

Fits the frame end width
(out to out) between
162mm and 180mm.

NOTE: There are 4 types of
thread sizes and 2 types of left
side end shape in the 12mm
Thru Axle System available in
the market.
Choose the appropriate shape
and size to your exact bike.

for 1.75mm Pitch (Maxle)

1

オリジナルの 12 ミリクイックを取り
外す。

1

Remove the original 12mm thru axle.
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①右側にボルト側アダプタをねじ込み、
六角レンチで締めて固定する。
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① Screw the thread type adapter onto
the right side thread of the frame,
and tighten.
② Put the sleeve type adapter through
the skewer shaft, then screw to the
threaded adapter.
③ Turn the skewer lever to hold
ˇfirmly.

②クイックにスリーブ側アダプタを通し
ホイールハブを通してボルト側アダプ
タにねじ込む。

①

③クイックのレバーを倒して締め込む。

③ ②

①

クイックレバーの倒し方の加減に
ついては一般的なクイックレリー
ズにならってください。
テーパー型は締め過ぎに注意。
フレームが破損します。
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完成状態。この状態でトレーナーに装着
できます。
（このまま路上走行には使用しないでく
ださい）

《取説＃ 5-50298》
【製造元】 株式会社 箕浦

for 1.5mm Pitch (E-Thru)

How To Use The Adapters

アダプタの使い方

③ ②

for 1.0mm Pitch (Tapered X-12)

岐阜県安八郡神戸町下宮 134-1

(0584)27-3131 infodesk@minoura.jp 日本製

Follow the standard
instructions how to tighten
the quick release skewer
correctly.
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Completed. Now you can mount your
bike on any Minoura trainer.
You should not ride on the actual
road while installing this adapter.
Made in Japan

《取説＃ 5-50298》

MINOURA JAPAN 134-1 Shimomiya, Godo, Anpachi, Gifu, Japan minoura@minoura.jp

