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取扱説明書
bicycle-mss2008 20インチ折り畳み自転車

https://santasan.net
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■「改正道路交通法」の施行（平成27年6月1日）により、自転車の運転に関して、信号無視などの
危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。

一定の危険な違反行為をして検挙され、または事故を起こした。
《3年以内に2回以上》

《公安委員会が命じる》

●講習時間：3時間
●手 数 料 ：5,700円 ●5万円以下の罰金

自転車運転者講習を受講 受講に従わない場合

「自転車運転者講習制度」とは

通行区分違反
【法第17条第1項、第4項又は第6項違反】【法第9条違反】

歩行者用道路での
徐行違反【法第8条第1項違反】

通行禁止違反信号無視
【法第7条違反】

交差点優先車妨害等
【法第37条違反】

交差点安全進行義
務違反等【法第36条違反】

遮断踏切への立ち入り
【法第33条第2項違反】

路側帯での歩行者の通行妨害
【法第17条の2第2項違反】

制動装置不良自転車の
運転【法第63条の9第1項違反】

歩道での歩行者妨害等
【法第63条の4第2項違反】【法第43条違反】

指定場所一時不停止等環状交差点安全進行義
務違反等【法第37条の2違反】

安全運転義務違反
【法第70条違反】

酒酔い運転
【法第65条第1項違反】

■自転車運転者講習の対象となる「危険行為」とは

https://santasan.net



4 https://santasan.net

はじめに ※必ずお読みください

本製品は組み立てが必要です。
組み立てが完了し、自転車のご乗車前には必ず説明書の記載事項をご確認いただき
まして、自転車の点検・調整を行なった上でご乗車ください。

ご使用の前に
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■前輪ロックに注意してください。

■道路標識を守りましょう。

■交通ルールを守りましょう。

前輪ロックの注意／交通ルール



禁 止 事 項

※必ずお読みください禁止事項

自転車に異常を感じたら、ただちに使用を中止し、点検・整備を行ってください。
修理が必要な場合は、お早めに販売店にご相談ください。

6 https://santasan.net
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消耗品と修理について

■お取替えの目安

お手入れ／消耗品について

FAX : 072- 672-7674050-2018-2475TE L :

santasan教えて 検 索
http: //help.santasan.ne t /

■ご購入後のサポートはこちらへ

〈電話10:15~15:00〉
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各部名称と自転車について

■主な各部の名称

■車体の固定／折りたたみ方

❶ ❷ ❸
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フロントフォークの取り付けについて

■〈前輪付き〉フロントフォークの取り付け

この面が上
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組み立てについて

■ハンドルの取り付け／調整

6~7mm

■後輪泥除け取り付け

結束バンドを切ってください。
プラスドライバーでまずネジを外して、
泥除け両側ステーを車体側穴に合わせて、
またネジをしっかりと固定してください。

箱開封する際、後輪泥除けステーは固定していない状態で取付が必要ですので、予め
ご了承くださいませ。前後車輪軸両端にはハブキャップを取り付けてください。
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組み立てについて

■ペダルの取り付け

　　　　　　ペダルが入りにくいときは無理をせずに、再度左右を確認してください。
無理矢理ペダルをねじ込んで装着しますと、大変不安定になるだけではなく、クランクのネジ山
が削れてペダルが脱落し、大変危険です。また、クランクの修理も不可能になりますので、十分
にご注意ください。※ペダルの取り付け不良による故障は、初期不良期間中（お届け日から8日間）
でも有償での修理となります。

注 意

取り付ける際は、下記の説明を確認しながら正確に取り付けて
ください。
また、ペダルは車体に向かってまっすぐに取り付けてください。

ペダルには左右の区別があります。ペダルを取り付ける際には、
まずペダルの左右を確認してください。

RL

※右ペダルは、時計回
　りに回して取り付け
　てください。

マークのある
ペダル
R

※左ペダルは、時計と
　逆回りに回して取り
　付けてください。

マークのある
ペダル

L

■ペダルの畳み方／広げ方

■サドルの取り付け方

ペダルには左右区別する為、LとR
シールを貼り付けてあります。
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管理／各部の点検について

各部の点検について
安全にお使いいただくために、乗車前には下記の点検を行ってください。
点検・調整後には試乗して、調整が正しく適切に行われているかどうか再点検を行ってください。

※各部に緩みやがたつき、異音がなければ付属品の取り付けへ（P15へ）

○変形、破損、ヒビ割れがないか。

○歪みやがたつきはないか。
○長期間使用していると、側面（リムサイド）がブレーキにより減っている場
　合があります。突然破損する恐れがありますので、ご注意ください。
○折れや歪みはないか。
○細いスポークは駆動力・制動力・路面からのショック等、あらゆる力を伝
　達しています。張り（テンション）、曲がり等をチェックしましょう。
　車輪に振れが出た場合の多くは、スポークが原因です。販売店での調整を
　受けてください。
○ゆるみや損傷がないか。
○がたつき、ゆるみはないか。
○軸の回転は正常か。変形、がたつきはないか。

○正しく音が鳴るか。
（モデルによってはベルが標準装着されていないものがあります。それらの
場合は、適切なベルをご用意いただき、必ず装着してから走行してください。）

しっかり固定されているか。不安定感やがたつきはないか。

○汚れや損傷はないか。○取付け角度は適正か。
（反射面の向きは進行方向垂直に対して上下左右5度未満が適正です。）

○効き具合は適正か。　○ブレーキレバーの引き代に余裕はあるか。

○リムに沿っているか。○ズレはないか。

○磨耗はないか。空気圧が適正か。　○ホイールがしっかりと固定されてい
　るか。（ゆるんでいる場合は、再度固定してください。）
○接地面（トレッド）の減り具合やキズ、側面（サイド）の劣化等が有る場合
は、販売店にご相談ください。　○ブレーキシューの位置によっては、タ
イヤサイドをこすっている場合があります。破裂（バースト）の原因になり

　危険です。

○固定は確実か。ハンドルステムの挿入量は適正か。　○ぐらつきや不安定
　感はないか。　○進行方向に対してまっすぐ前に向いているか。

○空気圧が高すぎると、タイヤ・チューブの破裂（バースト）、タイヤ外れの原因になり非常に危険で
　す。また、グリップ性能やブレーキ性能の低下を起こします。
○空気圧が低すぎると、タイヤを傷め、パンクしやすくなったり、ハンドリング性能が低下します。
○悪路や雨天走行時には、空気圧を10％程下げてください。接地面が増え、駆動力・ブレーキ性能が
　上がります。
○体重のある方は空気圧を上げ、軽量な方は下げ気味に調整してください。
○空気圧は数日で減少します。この症状はパンクではありません。軽量なチューブほど減少が早いので、
　3～4日で空気圧調整が必要な場合もあります。

強 制【指定範囲内で管理しましょう。】
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前後ブレーキの調整について

（タイヤが擦れる、レバーを握っても緩いなどの場合のみ）

（タイヤが擦れる、レバーを握っても緩いなどの場合のみ）

■前ブレーキの調整

■後ブレーキの調整
※乗る前に必ずブレーキが効いているか、ブレーキレバーをにぎって確認してください。

ロックナット

ワイヤ
固定ナット
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シフト変速機／空気圧について

■シフト変速機の使い方

ご注意：海外輸送中コンテナ内高温によりタイヤがパンクしないように、出荷する際、タイヤに空気
を半分しか入れません。お手元に届いた時点で空気が抜いてしまう恐れがあります。これは初期不良
でなく、予めご了承くださいませ。



付属品の取り付けについて

■付属ライト／取り付け方

15https://santasan.net
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付属品の取り付けについて

■付属ワイヤー ／取り付け・外し方

■付属布前カゴ／取り付け・外し方
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下記の注意事項を必ずご一読ください

商品がお手元に届きましたら
まずは商品の状態を確認してください。お届けには万全を期しておりますが、商品の不具合や欠損がな
いか、必ずご確認ください。
（お客様のご都合により、開封が遅れた商品へのご対応は致しまねますので、予めご了承ください。）

初 期 不 良 に つ い て

保 証 の 適 用 除 外

「自転車防犯登録」について

車体番号
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修理サービスのご案内

●安心修理サービスの流れ

◎最大の修理料金が設定されているので、安心して修理にお出しください。お見積り後の修理も
　可能です。※消耗品は別途料金となります。消耗品に関しては7ページをご確認ください。
・修理の自転車を弊社指定場所へお送りいただきます。
・弊社へお送りいただく送料及び弊社よりご返却の際の送料は、お客様のご負担となります。
・お送りいただく際の商品の梱包は、お客様の梱包材による梱包となります。
※商品をお届けした際の外箱は保管していただきますと、安心修理サービスご利用の際にもお使
　いいただけ便利です。（下記をご参照ください。）

安心の特別価格でご修理いたします！

https://santasan.net



19

安心修理サービス保証書／商品仕様

bic yc le -ms s 2008

※保証をご希望される場合、     （メーカー）にて直接ご購入いただいたお客様は、本保証書と自転車購入の際の納
 品書で対応が可能です。     （メーカー）以外の正規販売店でご購入いただいたお客様は、正規販売店欄に必ず店
 印が必要になります。 尚、正規販売店の店印がない場合や正規販売店以外でご購入いただいたお客様は保証対象外と
 なります。 この保証書と納品書は、大切に保管してください。

この保証書は、本書の示した期間、条件のもとにおいて修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な点がありましたら販売店までご連絡ください。

https://santasan.net
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