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このメンテナンス ガイドでは、洗浄・潤滑・その他のメンテナン
スの方法をご紹介しています。日常的な点検と適切なメンテナン
スをおこない、快適で安全な自転車ライフを楽しみましょう！

なぜメンテナンスが必要？
自転車のメンテナンスをきちんとおこなうことでフレームやパー
ツは長持ちし、性能を十分に発揮できるようになります。また、
メンテナンスをおこなうことでチェーンやギア、ワイヤー、パー
ツなどの消耗 具合／へたりなど、自転車全体の状 態をあわせて

®Sallu

確認することができます。

1

メンテナンスの準備
メンテナンスをおこなう前に、作業に必要なスペースを確保します。
壁面や床面を汚したり傷つけたりしてしまわないようにメンテナン
ス用マットなどで養生しておきましょう。グローブ、エプロンを装
着し、洗浄剤、潤滑剤、ブラシ、バケツ、ウエスなどを準備しましょう。
※
※
※
※
※

洗浄剤は 9 ページをご参照ください。
ブラシは 10 ページをご参照ください。
潤滑剤は 11 〜 13 ページをご参照ください。
バケツは 16 ページをご参照ください。
マット、グローブ、エプロンは 17 ページをご参照ください。
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車体 の洗浄・保護
車体の汚れを落としましょう。「スーパー バイク ウォッシュ」を
汚れに直接吹き付け、しばらく時間をおいてから水洗いするか、
乾いたウエスで拭き取ります。( ※ 念のため、事前に目立たない
箇所でテストしてください。) ブラシを使用する場合は、車体の
表面を傷つけにくい柔らかめのブラシを使用しましょう。

※「スーパー バイク ウォッシュ」は 9 ページをご参照ください。

洗 浄 後は、
「ショールーム ポリッシュ & プロテクタント」で車
体を拭き、艶出しと保護をおこないましょう。

※「ショールーム ポリッシュ & プロテクタント」は 10 ページをご参照ください。

ブレーキの洗浄
安全性に大きく関わるブレーキの汚れを落としましょう。
リムブレーキの場合は、
「スピード バイク ディグリーザー」をウ
エスに含ませて、リムの制動面の汚れを拭き取ります。ブレーキ
シューの汚れは乾いたウエスで拭き取ります。

※「スピード バイク ディグリーザー」は 9 ページをご参照ください。

ディスクブレーキの場合は、「ディスクブレーキ クリーナー」をディ
スクローターやブレーキパッドに直接吹き付けて汚れを落とします。

※「ディスクレーキ クリーナー」は 9 ページをご参照ください。
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チェーン／ギア／ディレイラーの洗浄
走行性能、変速性能に直結するチェーン／ギア／ディレイラーに
付着した油汚れを、
「ディグリーザー」を使用して洗浄しましょう。

※「ディグリーザー」は 9 ページをご参照ください。

こびりついた頑固な汚れには、
「グランジブラッシュ」や「チェーンク
リーナー」、
「ドライブトレイン メンテナンス キット」が効果的です。

※「グランジブラッシュ」は 10 ページをご参照ください。

※「チェーンクリーナー」は 10 ページをご参照ください。

※「イージープロ ブラッシュセット」は 10 ページをご参照ください。

細かい部分の汚れには、放射状の繊維構造を持つ“自転車用 歯間
ブラシ”
「ギアフロス」が便利です。

※「ギアフロス」は 10 ページをご参照ください。
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チェーンの潤滑
適切に洗浄されたチェーンに、潤滑剤を塗布します。チェーンに
一コマずつ塗 布し、余 分は拭き取ります。潤滑 剤はそれぞれの
特徴や、ご自身の走行環境などを考慮して選びましょう。

セラミック ウェット チェーン ルーブ

特 徴：セラミック粒子配合／効果が長期間持続
種 類：ウェット
耐久性：★★★★★
環 境：水分が多い環境に最適／こまめな洗浄と注油を推奨

ウェット バイク ルブリカント

特 徴：高粘度／効果が長期間持続
種 類：ウェット
耐久性：★★★★★
環 境：水分が多い環境に最適／こまめな洗浄と注油を推奨

1- ステップ クリーナー & ルブリカント
特 徴：洗浄と潤滑が同時におこなえる
種 類：ドライ
耐久性：★★★
環 境：日常的な使用に最適

ドライ バイク ルブリカント

特 徴：さらさら潤滑
種 類：ドライ
耐久性：★★★
環 境：乾燥した環境に最適／定期的な洗浄と注油を推奨

ワックス バイク ルブリカント

特 徴：汚れがつきにくい
種 類：ワックス
耐久性：★★★
環 境：乾燥した環境に最適／定期的な注油を推奨

セラミック ワックス チェーン ルーブ

特 徴：汚れがつきにくい／効果が長期間持続
種 類：ワックス
耐久性：★★★★
環 境：乾燥した環境に最適／定期的な注油を推奨

e- バイク チェーン ルーブ

特 徴：高トルクでも油切れしにくい
種 類：ドライ
耐久性：★★★
環 境：日常的な使用／ e バイク、電動アシスト車に最適
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※ チェーン潤滑剤は 11 〜 13 ページをご参照ください。

変速機／可動部 の 潤滑
変速機やレバーのピボット、インナーケーブルなどの摺動部に、
ドライタイプの潤滑剤を注油しましょう。

※ 潤滑剤は 11 〜 13 ページをご参照ください。

ペダル／クリート の 潤滑
ビンディングペダルとクリートに「ペダル & クリート ルーブ」を
注油しましょう。スムーズな着脱を可能にし、不快な音鳴りの防
止と砂塵などの付着による磨耗を軽減します。

※「ペダル & クリート ルーブ」は 13 ページをご参照ください。

ベアリングなどへのグリス塗布
ヘッドセット、ボトムブラケットなどのベアリング、ボルトに付い
ているグリスをディグリーザーで除去し、乾いた布で拭き取って
から新たにグリスを塗布しましょう。

※ グリスは 14 ページをご参照ください。
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タイヤへの空気充填
ポンプを使用してタイヤに空気を充填しましょう。空気圧を適切
に管理することでタイヤ本来の性能を発揮することができるうえ、
パンクのリスクを減らすことができます。空気を充填するときは、
バルブ形状に合った口金を使用し、タイヤの側面に刻印されてい
る空気圧の範囲で充填しましょう。( ※ 仏式バルブは、バルブコ
アを緩めてからポンプヘッドを差し込んで充填します。)

仏式バルブ

米式バルブ

英式バルブ

チューブレス タイヤ シーラント の 注入
ホイールからバルブコアを取り外してから 240㎖ボトル先端部を
バルブに差し込み、ボトルを押して適量のシーラントを注入しま
す。または、タイヤをリムに部分的に装着し、開いている部分か
ら適量のシーラントを注ぎます。タイヤを完全に装着し、全体に
行き渡るよう回転させてください。十分に注入されているかを定
期的に確認し、必要に応じて補給してください。
※ 右記 QR コード／または下記 URL で、
説明動画をご覧いただけます。( 英語のみ )
https://youtu.be/GoTuA0Ynt5U

※「ファイバーリンク チューブレス シーラント」は
15 ページをご参照ください。
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サスペンションのメンテナンス
サスペンション メーカーが推奨するメンテナンス方法に従って、
スタンチオンチューブの 潤 滑 やショックオイル の 交 換などのメ
ンテナンスをおこないましょう。サスペンションのスタンチオン
チューブに専用潤滑 剤を注 油することで、乾 燥などによる摩 擦
や異音を低減し、スムーズな作動感を得ることができます。

※「マックス サスペンション スプレー」、
「スタンチオン ルーブ」は
13ページをご参照ください。

ブレーキフルードの 交換
劣化したブレーキフルードは操作の違 和感
や制動力の 低下を引き起こします。油圧ブ
レーキメーカーが 推 奨するメンテナンス方
法に従って、
「ブレーキフルード」を交 換し
ましょう。
※「ブレーキフルード」は 15 ページをご参照ください。

ヘッドセット、ステム、シートポストの
メンテナンスと調整
ヘッドセットの緩みはスムーズな操作を妨げるほか、破損の原因
となる可能性があります。適正トルクで締め付け、スムーズに動
くことを確認しましょう。年に一度は分解、洗浄、点検をおこな
い、新しいグリスを注入しましょう。フォークのステアリングコラ
ムとステムの間に汚れが入り込んだ場合、きしみが生じることが
あります。ステムの固定ネジを緩めて取り外し、洗浄してから適
正トルクで取り付けます。シートポストのフレーム内に挿入する部
分にグリスを薄く伸ばして塗布することで固着を防ぎ、シートポス
トの抜き差しや、サドル高の調整がおこない易くなります。サド
ル高は使用用途に合わせて適切な高さに調整しましょう。
注意：各部の分解、調整、取り付けには、専用工具が必要な場合
があります。適正トルクは各パーツの取扱説明書をご参照ください。
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フィニッシュライン 製品ラインナップ
洗浄剤 ( ディグリーザー／クリーナー )
SUPER BIKE WASH

スーパー バイク ウォッシュ
自転車に吹き付けて汚れを浮かせ、水で洗い流すかウエスで拭き取るだけ。
素早く簡単に自転車を洗浄できる洗浄剤です。カーボン、アルミ合金素材
の自転車とパーツに対して安全に使用できます。
475㎖ ボトル
( 濃縮タイプ )
1ℓ スプレーボトル
3.77ℓ ボトル

オープン
¥1,958( 税抜 ¥1,780)
オープン

SPEED BIKE DEGREASER
スピード バイク ディグリーザー

“ドライ ディグリージング”技術を持つスピード バイク ディグリー
ザーは、カセットスプロケットなどの金属パーツに付着した頑固な
汚れや油膜、グリスを素早く強力に除去します。使 用後は、急 速
に気化するので水洗いは不要です。
558㎖ エアーゾール

¥2,178( 税抜 ¥1,980)

DISC BRAKE CLEANER
ディスクブレーキ クリーナー

ディスクブレーキのローターとパッド専用クリーナー。
アセトンを使用していないので、樹脂やゴムへの攻撃性が低く、レ
ジンパッド使用のディスクブレーキにも安心して使用出来ます。
295㎖ エアーゾール

¥1,430( 税抜 ¥1,300)

ECOTECH BIKE CHAIN DEGREASER
エコテック バイク チェーン ディグリーザー

強力かつ安全な洗浄力を持つエコテック バイク チェーン ディグリーザー
は、大豆から抽出した溶剤を含む 100% 活性成分で作られた万能ディグ
リーザーです。金属部品の頑固な汚れ除去に十分な洗浄力を持ちながら、
表面素材への安全性も兼ね揃えています。ほとんどのプラスチックやゴム
製品へダメージを与えず、ゴム製 O リングや
シールに対しても安心して使えます。
※ あらかじめ目立たない部分でテストし、色落ちや変色等
の異常がないことを確認してください。

355㎖ エアーゾール

¥1,925( 税抜 ¥1,750)

600㎖ 缶

¥2,970( 税抜 ¥2,700)

3.77ℓ缶

オープン

CITRUS™ BIKE CHAIN DEGREASER
シトラス バイク チェーン ディグリーザー

1988 年以 来、業 界をリードする柑 橘 類 脱 脂剤を 使ったディグリーザー
です。汚れに素早く浸透し、油やグリスを除去します。頑固なグリス汚れ
や炭化した埃もしっかりと洗浄可能。
※ 特定のプラスチックやゴム製品と合わない場合があるので、あらかじめ目立たない部分でテ
ストし、色落ちや変色等の異常がないことを確認してください。
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355㎖ エアーゾール

¥1,925( 税抜 ¥1,750)

600㎖ 缶

¥2,970( 税抜 ¥2,700)

3.77ℓ缶

オープン

保護剤
SHOWROOM™ POLISH & PROTECTANT
ショールーム ポリッシュ & プロテクタント

デュポン社のテフロン ® を配合した独自の表面保護
技術により、車体 表面に光沢を与え、埃や汚れを弾
くコーティングでしっかりと保護します。
354㎖ エアーゾール

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

1ℓ スプレーボトル

¥4,290( 税抜 ¥3,900)

ブラシ／メンテナンス ツール
GRUNGE BRUSH™
グランジ ブラッシュ

剛毛ブラシの便利な洗浄ツール。頑固な泥汚れにはドライな状態で使用し、
細かな砂汚れなどを除去するときにはディグリーザーを含ませて使用しま
す。グランジ ブラッシュ単体とドライブトレイン
メンテナンス キット ( エコテック バイク チェーン
ディグリーザー (120ml)、ドライ バイク ルブリカ
ント (60ml) 付き ) をラインナップ。
グランジ ブラッシュ

¥2,200( 税抜 ¥2,000)

ドライブトレイン
メンテナンス キット

¥3,410( 税抜 ¥3,100)

PRO CHAIN CLEANER
プロ チェーン クリーナー

3 つのブラシを採用したプロ チェーン クリーナーは、3 面スクレーパー パッ
ド、金属摩耗粒子を吸着するマグネット、こぼれや飛沫を抑える 30°の出
口角度が特徴です。プロ チェーン クリーナー単体とプロ チェーン クリー
ナー キット ( エコテック バイク チェーン ディグリーザー (120ml)、ドライ
バイク ルブリカント (60ml) 付き ) をラインナップ。
プロ チェーン クリーナー

¥4,290( 税抜 ¥3,900)

プロ チェーン クリーナー キット

¥5,610( 税抜 ¥5,100)

プロ チェーン クリーナー
リビルドキット

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

EASY-PRO™ BRUSH SET
イージープロ ブラッシュ セット

フィニッシュラインが厳 選した 5 種 類のブラシを
セットにしたイージープロ ブラッシュ セット。
洗浄する箇所に応じて使い分けることができます。
¥3,575( 税抜 ¥3,250)

GEAR FLOSS

®

ギア フロス

ギアや部品の間に通して動かすだけで、汚れを取り
除くマイクロファイバー ロープ。カセットスプロケッ
ト、チェーンリング、プーリー、ボトムブラケット、
クランクなどの洗浄に便利です。
51cm ロープ x 20 本 ¥1,122( 税抜 ¥1,020)
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チェーン用 潤滑剤
CERAMIC WET CHAIN LUBE
セラミック ウェット チェーン ルーブ

セラミック ウェット チェーン ルーブはレースに最適な潤滑剤ですが、チェー
ンをこまめに洗浄することで日常の潤滑剤としても使用することができま
す。セラミック ウェット チェーン ルーブに含まれるフッ素重合体のミクロ
ン粒子と窒化ホウ素のナノプレートレットで、ドライブ トレインの表面にセ
ラミック コーティングを構築し、優れた耐久性と静粛性、驚くほどの潤滑
性を発揮します。
60㎖ ボトル

¥1,078( 税抜 ¥980)

120㎖ ボトル

¥1,705( 税抜 1,550)

WET BIKE LUBRICANT
ウェット バイク ルブリカント

ウェット バイク ルブリカントは、約 160km 以上の走行、泥だらけのオフ
ロード走行、豪雨の中での走行、塩分を含んだ潮風の吹く海岸部での走行
などの過酷な状況での走行に最適な、究極の潤滑性を持つウェットタイプ
潤滑剤です。ウェット バイク ルブリカントに含まれる耐久性に優れた合成
油／特殊ポリマー／耐摩耗添加剤／摩擦調整剤などが、最高の持続性と防
水性を発揮します。
60㎖ ボトル

¥880( 税抜 ¥800)

120㎖ ボトル

¥1,375( 税抜 ¥1,250)

240㎖ ボトル

¥2,200( 税抜 ¥2,000)

246㎖ エアーゾール

¥1,980( 税抜 ¥1,800)

945㎖ ボトル

オープン

1-STEP™ CLEANER & LUBRICANT
1 ステップ クリーナー & ルブリカント

1 ステップ クリーナー & ルブリカントは、チェーンの洗浄と注油が同時に
できるので、メンテナンスを短時間でおこなえます。汚れをしっかりと取り
除きつつ潤滑皮膜を残し、強力な防錆添加剤がドライブ トレインを保護。
通勤・通学などの日常使いから、長期保管前のメンテナンスにも最適です。
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120㎖ ボトル

¥1,430( 税抜 ¥1,300)

236㎖ エアーゾール

¥1,760( 税抜 ¥1,600)

502㎖ エアーゾール

¥2,420( 税抜 ¥2,200)

DRY BIKE LUBRICANT
ドライ バイク ルブリカント

ドライ バイク ルブリカントは使い勝手が良く、オンロード / オフロードど
ちらにも適したドライタイプ潤滑剤です。埃や砂塵などが付着しにくいので、
様々な条件下で優れた潤滑性を発揮します。チェーンだけでなく、変速機
の可動部やインナーケーブル、ブレーキ／シフターの可動部にも使用可能。
60㎖ ボトル

¥880( 税抜 ¥800)

120㎖ ボトル

¥1,375( 税抜 ¥1,250)

240㎖ ボトル

¥2,200( 税抜 ¥2,000)

244㎖ エアーゾール

¥1,980( 税抜 ¥1,800)

500㎖ エアーゾール

¥2,750( 税抜 ¥2,500)

945㎖ ボトル

オープン

WAX BIKE LUBRICANT
ワックス バイク ルブリカント

フィニッシュ ラインとデュポン社が共同設計したワックス バイク ルブリカ
ントは、摩擦を低減するためのデュポン クライトックス ® ポリマーと極限
の圧力耐性を持つ金属接合モリブデンを組み合わせています。オイルフリー
の超クリーンなドライ ワックス膜を形成して埃や砂塵などの付着物を寄せ
付けません。埃や砂塵の多いドライ コンディ
ションに最適な潤滑剤です。
60㎖ ボトル
120㎖ ボトル

¥880( 税抜 ¥800）
¥1,375( 税抜 ¥1,250)

CERAMIC WAX CHAIN LUBE
セラミック ワックス チェーン ルーブ

セラミック ワックス チェーン ルーブは、摩擦表面にセラミック コーティ
ングを構築するフッ素重合体のミクロン粒子とセラミック窒化ホウ素のナ
ノプレートレットで生成される高度なワックス ベースの潤滑剤です。ワッ
クス膜は使用する度にコーティングが強化され、オイル ベースの潤滑剤と
同等の耐久性が得られます。塗布後すぐにドライになり、チェーンやパー
ツにウェット感や 粘りを残さないので、埃や 砂塵 の 多
いドライ コンディションに 最 適 で す。特許技術により
チェーンをさらにスムーズに作動させ、摩耗を軽減するこ
とによって寿命をはるかに延ばしてくれます。
60㎖ ボトル

¥1,078( 税抜 ¥980)

120㎖ ボトル

¥1,705( 税抜 ¥1,550)

945㎖ ボトル

オープン

NO DRIP CHAIN LUBER
ノー ドリップ チェーン ルーバー

潤滑剤を無駄なく塗布できる便利ツール。お好みの
潤 滑 剤をボトルに入れてパッドをチェーンに押し当
てながら、クランクを回せば潤滑完了！ひとコマず
つ塗布する手間が省けるうえ、潤滑剤が垂れ落ちた
り、飛び散ったりする心配がありません。
50㎖ボトル
リプレイス パッド (8 枚入 )

¥1,430( 税抜 ¥1,300)
¥880( 税抜 ¥800)
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e- バイク／電動アシスト車用
潤滑剤／洗浄剤
e-BIKE CHAIN LUBE
e- バイク チェーン ルーブ

モーターによる高トルク／高出力を受ける電 動自転車用
チェーン潤滑剤。高い潤滑効果を長期間保ち、汚れの付
着も抑えるドライタイプの潤滑剤は、錆や腐食などによる
チェーンの摩耗も最小限に抑えます。
120㎖ ボトル

¥1,595( 税抜 ¥1,450)

e-BIKE CLEANER
e- バイク クリーナー

電動自転車用 洗浄剤。フォーミング テクノロジーにより、
バッテリーやモーターの消耗を早めてしまう埃、砂、泥な
どの汚れをしっかりと取り除くことができます。バッテリー
パックの接点やプラグピンをはじめ、自転車全体に至るま
で、これ 1 本でキレイにすることができます。洗浄後は、
水で洗い流す必要はありません。
414㎖ エアーゾール

¥1,595( 税抜 ¥1,450)

ペダル／クリート用 潤滑剤
PEDAL & CLEAT LUBE
ペダル & クリート ルーブ

スピードプレイ社との共同開発により生まれた、ビンディ
ングペダル＆クリート専用潤滑剤。デュポン社のテフロン
フルオロポリマーなどにより塗布面をドライフィルム状に
コーティングし、スムーズな着脱を可能にします。また、
不快な音鳴りを防ぎ、砂塵などの付着によるクリートの摩
耗を軽減します。
150㎖ エアーゾール

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

サスペンション用 潤滑剤
MAX SUSPENSION SPRAY
マックス サスペンション スプレー

サスペンションの性能を回復させる潤滑剤。スタンチオン
チューブ、ラバーシール、O リングをコーティングし、摩
擦を軽減。張り付きや制動時の異音を抑制します。
266㎖ エアーゾール

¥1,595( 税抜 ¥1,450)

STANCHION LUBE
スタンチオン ルーブ

純性フッ素油によりサスペンションの動きを滑らかに保つ
潤滑剤。スタンチオン チューブ、ラバーシール、O リング
をコーティングし、摩擦を軽減。張り付きや制動時の異音
を抑制します。テフロン コーティングされたケーブルに塗
布すれば、ケーブルの動きを滑らかにすることもできます。
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15g ミニボトル

¥1,980( 税抜 ¥1,800)

グリス
PREMIUM TEFLON® GREASE
プレミアム テフロン グリス

デュポン社のテフロン ® を配合したプレミアム テフロン グリス。多くの高
品質自転車メーカーやプロ チームに選ばれ続ける高品質合成グリスです。
ボール ベアリングとボール レースに膜を形成し、摩耗や歪みを防ぎます。
ASTM 塩水噴霧試験にも合格しており、過酷な環境でも長続き。ベアリン
グの潤滑のほか、ステアリングコラム、シートポスト、ネジ山への使用にも
適しています。
100g チューブ

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

457g ボトル

¥4,565( 税抜 ¥4,150)

1.8kg ボトル

オープン

CERAMIC GREASE
セラミック グリス

超微粒子セラミック、高度なフッ素樹脂、プレミアム合成油から成るセラミッ
ク グリスは優れた潤滑性を持ち、ベアリングのパフォーマンスと効率を最
適化します。ベアリングをセラミック粒子でコーティングすることにより摩
擦と熱を消散し、ベアリングをよりスムーズに、より長持ちさせます。ステ
アリングコラム、シートポスト、ネジ山への使用にも適しています。
60g チューブ

¥1,518( 税抜 ¥1,380)

450g ボトル

¥5,280( 税抜 ¥4,800)

EXTREME FLUORO
エクストリーム フルオロ

100％デュポン社のフルオロ成分を配合されたグリ
ス。最高クラスの耐圧性、耐摩耗性、持続性を提供し
ます。セラミック ベアリングをはじめ、軸部、スプリ
ング、ベアリング等の摩擦の低減に最適です。
20g シリンジ

¥2,200( 税抜 ¥2,000)

GREASE GUN
グリス ガン

グリスを的 確にムダ なく注 油することが できるグリ
ス ガン。フィニッシュライン セラミック グリス 60g
チューブ、プレミアム テフロン グリス 100g チュー
ブ、ファイバー グリップ 50g チューブに適合します。
¥3,960( 税抜 ¥3,600)
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チューブレス タイヤ シーラント
FiberLink™ Tubeless Sealant
ファイバーリンク チューブレス シーラント

ケブラー ™ ファイバーを使用した、より速く、より強力なパンクシールを
実現するタイヤシーラント剤。ケブラー ™ ファイバーと流動性のある天然
ラテックスが相乗的に作用するプロラテックスフォーミュラにより、耐久
性のある接着性シールを形成。これにより最大
8mm 程度の刺し傷を塞ぎ、気密性を維持する
ことができます。
240㎖ ボトル

¥2,178( 税抜 ¥1,980)

1ℓ ボトル

¥5,940( 税抜 ¥5,400)

3.77ℓ ボトル

オープン

組み付け補助剤／ショックオイル／
ブレーキ フルード
FIBER GRIP™

ファイバー グリップ
カーボンパーツの 表 面に塗 布 する 組み 付け 補 助 剤。
カーボンパーツ表面の滑りを軽減し、適正トルクでの
固定力が向上します。
50g チューブ

¥1,485( 税抜 ¥1,350)

450g ボトル

¥6,270( 税抜 ¥5,700)

ASSEMBLY LUBE
アッセンブリ ルーブ

金属接触部の冷間圧接、摩耗、焼付きを防止します。
湿りやすく高い圧力がかかるシートポストとボトムブ
ラケット、ペダル、クランク ボルトのネジ部への使用
が効果的です。チタン、アルミ、特殊合金、マグネシ
ウムなどすべての金属製品に使用可能。
6.5cc x 3 チューブ

¥968( 税抜 ¥880)

BRAKE FLUID
ブレーキ フルード

自転車用油圧ディスクブレーキ システムに特化した高性能ブレーキ フルー
ド。DOT フルードは DOT3、4、5.1 と互換性があります。両オイル共に
低粘度オイルに高粘度インデックスを使用しているので、幅広い温度域で
優れた性能を発揮します。
ミネラルオイル
DOT
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120㎖ ボトル

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

475㎖ ボトル

¥3,080( 税抜 ¥2,800)

120㎖ ボトル

¥1,540( 税抜 ¥1,400)

メンテナンス キット
PRO CARE BUCKET
プロ ケア バケット

洗車、汚れ落としから潤滑までの作業に必要なケミカル & ブラシ一式をバ
ケツに収めた、充実のメンテナンス キット。 お手持ちのケミカル & ブラ
シなどを収められるバケツは単体でもご用意しています。
プロ ケア バケット 8.0
●
●
●
●
●
●
●
●

¥12,650( 税抜 ¥11,500)

ドライ バイク ルブリカント (244㎖ )
ウェット バイク ルブリカント (120㎖ )
スピード バイク ディグリーザー (558㎖ )
エコテック バイク チェーン ディグリーザー (600㎖ )
スーパー バイク ウォッシュ (1ℓ )
グランジ ブラッシュ
スクラブ ブラッシュ
バケツ

バイシクル メンテナンス バケット ( 容量 : 5.6ℓ )
¥2,090( 税抜 ¥1,900)

PREMIUM BIKE CARE VALUE PACK
プレミアム バイクケア バリューパック

フィニッシュラインのベストセラー製品である、エコテック バイク チェーン
ディグリーザー、ドライ バイク ルブリカント、スーパー バイク ウォッシュ
濃縮タイプ 各 120ml プラボトルの 3 種類をまとめた、お得なセットです。
※ スーパー バイクウォッシュは濃縮タイプです。水で 8.5 倍に薄めて使用してく
ださい。
¥2,585( 税抜 ¥2,350)
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ABSORB-IT MAT

アブゾーブ イット マット
高い吸収性を持つ素材を採用し、約 1ℓまで吸収可能。巻き上がらない構
造になっているので、フラットに設置できます。裏面にはポリ素材を採用し、
潤滑剤や洗浄剤の染み出しを防いでいます。
※ 使用しないときは、裏面が外側になるように巻き、輪ゴムなどで留めて保管
してください。
※ 本製品を使用するときは、ズレないように両面テープなどでしっかりと固定し
てから使用してください。
S(122 × 46cm)

¥1,980( 税抜 ¥1,800)

MECHANIC GRIP GLOVES
メカニック グリップ グローブ

手のひらから指先までにグリップ力を高めるポ
リウレタン コーティングが施された、
“メカニッ
ク グリップ グローブ”
。軽量かつ通気性の高い
繊維素材を採用しているので、長時間の使用で
もムレにくく快適です。
S/M

¥770( 税抜 ¥700)

L/XL

¥770( 税抜 ¥700)

PROFESSIONAL SHOP APRON
プロフェッショナル ショップ エプロン
メカニックのために
デザインされた作業エプロン。
¥2,750( 税抜 ¥2,500)
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®Chris Auld Photography

点検とメンテナンス
フィニッシュ ラインは 1988 年以来、数多くのプロ サイクリング
チーム、および そのメカニック達と密接に協力し合ってきました。
常にトップ メカニックたちが１００％満足する製品を開発してき
ましたが、これらはプロのみでなく一般のサイクリストも安心して
使用できる、安全で環境に優しい自転車メンテナンス製品です。
自転車の日常的な整備は、それほど難しいものではありません。
日々メンテナンスをおこなうことで操作性や走行性能を維持でき
るだけでなく、自転車の摩耗や損傷、不具合を減少させることが
できます。ご自身による日常的な点検・メンテナンスはもちろん、
一年に一度はお近くのプロショップによる総点検と細部のメンテ
ナンス・整備・調整をおすすめします。プロのメカニックによる適
切なメンテナンスで自転車は長持ちし、快適な走行感と安心感が
得られます！メンテナンスは、自転車に安心して乗車するために
欠かせない要素です。

メンテナンスの目安
〜 160km : チェーンの洗浄と再注油。
〜 800km : バイク 洗 浄。 ディレイラ ーとブレ ー キ の 洗 浄、
再注油、再調整。チェーンの徹底洗浄と再注油。
すべてのパーツと締結部を点検。
〜 1,600km : サスペンション オイルと油圧ブレーキ フルード
の交換。フロントとリア ホイールの振れ取り。ブ
レーキ パッド、サスペンション弾性材、チューブ、
タイヤを点検し、必要に応じて交換。ボトムブラ
ケット、ペダル、クランク ボルトのネジに固着防
止グリスを塗布。シートポストにグリスを塗布。
〜 2,400km : チェーン、ケーブル、ヘッドセット、ボトムブラケッ
トのベアリングとディスク ブレーキ ローターを
点検、洗浄、再注油。状態に応じて交換。
注 意：長 期間メンテナンスされていなかった場
合は、ショップ でのオーバーホール メンテナン
スをお勧めします。
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トッププロチームも愛用するフィニッシュライン
フィニッシュラインは 1988 年以来、数多くのトッププロチーム、および
そのメカニック達と密接に協力し合ってきました。
その中で、彼らから学んだ自転車整備テクニックのいくつかを紹介します。
●
●
●
●
●

●

自転車は、走行後 毎回洗浄する。
車体全体の汚れを取り除き、パーツを洗浄し、点検する。
チェーンは必ず洗浄・脱脂し、点検後 再注油する。
細心の注意を払い、タイヤが適切な空気圧になっているか点検する。
過酷なウェット コンディションでは、チェーンにウェット ルーブを
注油した上に、テフロン グリスでトップ コーティングする場合もある。
ややウェットなコンディションではドライ ルーブをベース コーティング
として使い、ウェット ルーブをトップ コーティングに使用する場合もある。

プロフェッショナル ライダーは、メカニック達による「レースに勝つため」
のバイクセットアップを 100% 信頼し、彼らの仕事を高く評価しています。
その信頼の一部には、フィニッシュラインの製品が活かされています！

トッププロチームの活躍に貢献できることは、フィニッシュラインの
誇りです。トッププロの現場からフィードバックを得られることが、
最高品質の製品作りに繋がっていると確信しています。
フィニッシュラインを使用するトップチーム

https://finishline.jp/
フィニッシュライン 総輸入発売元

〒 658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 27-1
●

Teflon ® (テフロン®)、Krytox ® (クライトックス®)、Kevlar ® (ケブラー ®)は

デュポン(株)社の登録商標です。
● 商品の仕様は改良等のため予告なしに変更する場合があります。
● 印刷のため商品の色が実物と異なる場合があります。
※ヘルメット着用で安全運転
自転車に乗る時は、あなた自身の安全のために
必ずヘルメットを着用してください。
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