
Z & ZW Owner’s Manual

USR23
タイプライタ
ZおよびZWオーナー用説明書



Felt Z & ZW Internal Routing Manual

This manual is not intended as a comprehensive use, 
service, repair or maintenance manual. Please see your 
dealer for all service, repairs or maintenance. Your dealer 
may also be able to refer you to classes, clinics or books 
on bicycle use, service, repair or maintenance. 

Note:

Part II Z & ZW Brake Routing Instruction Pg. 8-11   .  .  .  .  .  .    

Part I Z & ZW Mechanical Cable Instruction Pg. 1-7   .  .  .  .    

Part III Z & ZW Electronic Wiring Instruction Pg. 13-19   .  .  .  .  .    
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USR23
テキスト ボックス
Felt社製 ZおよびZW内部ケーブル取り回し用説明書第1章 ZおよびZW メカニカルケーブルの説明 .... 1ページ-7ページ第2章 ZおよびZW ブレーキケーブルの取り回しの説明.... 8ページ-11ページ第3章 ZおよびZW電子配線の説明.... 13ページ-19ページ注意：この説明書は総合的用途、サービス、修理もしくはメインテナンス説明書として使用される事を意図しておりません。サービスに関してはディーラーにおたずね下さい。



1. Mousetail Ferrule
2. Cable Bottom Bracket Cable Guide 
3. Brake Cable Housing
4. Front Derailleur Grommet

5. Cable Housing Stop (x4)
6. Hydrolic Brake Grommet
7. Shifter Cable (x2)
8. Brake Cable (x2)

Z & ZW Small Parts 
Mechanical Cable & Brake Instruction
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USR23
タイプライタ
ZおよびZW補修部品メカニカルケーブルおよびブレーキの説明1. マウステールアウターエンドキャップ2. ケーブルボトムブラケットケーブルガイド3. ブレーキケーブルハウジング4. フロントディレイラーグロメット5. ケーブルハウジングストップ (x4)6. 油圧ブレーキグロメット7. シフターケーブル (x2)8. ブレーキケーブル (x2)



Rear Brake Cable to Brake Lever

Rear Derailleur Cable to Shifter
Front Derailleur Cable to Shifter

Z & ZW Mechanical Cable Internal Routing Road Map
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USR23
テキスト ボックス
ZおよびZW内蔵メカニカルケーブルの取り回し図解緑:　リアディレイラーケーブルからシフターへ赤:  フロントディレイラーケーブルからシフターへ青: リアブレーキケーブルからブレーキレバーへ



Thread Front Derailleur Shifter Cable through the shifter and 
into cable housing until the head of the shifter cable is seated 
correctly in shifter. (depending on your shifter, may look 
different than the one pictured)

Step 1

b.

a. Feed Front Derailleur Cable into 
Mousetail Ferrule and downtube via 
Cable Stop as pictured. Pull cable
taut as it exits the bottom bracket hole. 

b. The grommet on the end of the 
cable housing should fit snugly 
into the Cable Stop. 

Step 2
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USR23
テキスト ボックス
段階2a. 画像通りにフロントディレイラーケーブルをマウステールとケーブルハウシングストップに通して下さい。ボトムブラケットの穴から出てきたケーブルを引っ張ります。b.　ケーブルハウジングエンドキャップとマウステールエンドキャップをしっかり挿入してください。

USR23
テキスト ボックス
段階1フロントディレイラーケーブルをシフターに正しく通してアウターケーブルに通して下さい。（お使いのシフターによって写真と異なる場合がございます。）



Front Derailleur Cable is shown exiting 
the bottom bracket hole. 

Step 3

Repeat steps 1 and 2, 
routing the Rear Derailleur 
Cable through the right 
shifter, cable housing, 
though the Cable Stop 
and out the bottom 
bracket hole.

Step 4
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USR23
テキスト ボックス
段階3フロントディレイラーケーブルがボトムブラケットの穴から出ています。

USR23
テキスト ボックス
段階4段階1及び段階2を繰り返し、リアディレイラーケーブルを右シフターとマウステール、ケーブルハウシングエンドキャップを通してボトムブラケットの穴から出る様に取り回して下さい。



Slide the mousetail over the Front Derailleur Cable until at least 
2” of cable is exposed. Pull both cables to ensure tautness and 
confirm they cross over each other in the downtube, but do not 
touch each other, or shifting will be compromised. 

b. Route Front Derailleur Cable through small bottom bracket 
hole and out Front Derailleur Grommet Hole as pictured below. 

c. Insert Bottom Bracket Cable Guide as pictured 
below. Align with frame and press until it snaps into 
place. The Front Derailleur Cable should fit easily in the 
channel on the non-drive side of the frame. The Rear 
Derailleur Cable should fit easily into the channel on 
the drive-side of the frame. 

Note: if Front Derailleur 
Grommet is installed, remove it 
before attempting to route 
Front Derailleur Cable. 

Step 5

the drive-side of the frame. 
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USR23
テキスト ボックス
段階5ケーブルが5㎝程出る様にマウステール をフロントディレイラーケーブルへスライドして下さい。2本のケーブルを引っ張って張り具合とダウンチューブ内部で互いに触れずにクロスしていないかを確かめます。触れている場合、シフティングに影響を及ぼすおそれがあります。b. ボトムブラケットの小さな方の穴を通してフロントディレイラーケーブルを取り回し、画像の様にフロントディレイラーグロメットの穴から出して下さい。

USR23
テキスト ボックス
注意: フロントディレイラーグロメットが取り付けられている場合、フロントディレイラーケーブルを取り回す前に外して下さい。

USR23
テキスト ボックス
c. ボトムブラケットケーブルガイドは画像通りに挿入して下さい。フレームと一直線にし、カチッとおさまるまで押します。正しく取り付けられている場合、フロントディレイラーケーブルはFrフレームのノンドライブサイドの溝に合わさり、リアディレイラーケーブルはドライブサイドの溝に合わさります。



a. Take cable housing and apply a ferrule 
to each end. Fit one end into the chainstay 
cable housing mount and route Rear 
Derailleur Cable through as pictured. 

b. Locate the eyelet on the rear 
derailleur and route Rear Derailleur 
Cable though and fit Ferruled cable 
housing into the eyelet as pictured. 

c. Tension and tighten Rear Derailleur 
Cable in the tension bolt assembly as 
shown. 

Step 6
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USR23
テキスト ボックス

USR23
テキスト ボックス
段階6a. ケーブルハウジングの両端にエンドキャップをかぶせて下さい。一端をチェーンステーケーブルハウジングマウントに通しリアディレイラーケーブルを取り回します。

USR23
テキスト ボックス
b. リアディレイラーケーブルをリアディレイラーの穴に通してください。

USR23
テキスト ボックス
c. 画像通りにワイヤーを引っ張った状態で固定してください。



a. If necessary, slide mousetail into place; about 
1” should extend through the Front Derailleur 
Grommet Hole as shown. If Mousetail is too 
long, trim Mousetail.

b. Slide the Front Derailleur Grommet over 
the Front Derailleur Cable and press into Front 
Derailleur Grommet Hole as shown. 

Step 6

c. Mount the Front Derailleur if needed. While 
under tension, reattach the Front Derailleur 
Shifter Cable to the Front Derailleur. 
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USR23
テキスト ボックス
段階6a.マウステールは2.5㎝程フロントディレイラーグロメットの穴から出る長さが適切です。マウステールが長すぎる場合、マウステールを適切な長さに切ります。b. フロントディレイラーグロメットをフロントディレイラーケーブルに通して フロントディレイラーグロメットの穴に圧入して下さい。

USR23
テキスト ボックス
c. フロントディレイラーを取り付けて下さい。フロントディレイラーにフロントディレイラーケーブルを張りを持たせて取り付けてください。



Prior to routing the rear brake, you’ll want to 
remove the Top Tube Cable Stop near the seat 
tube. 

Step 7 Rear Brake Routing

Place the Top Tube Cable Stop and 2mm bolt 
aside to be in stalled after routing the rear brake 
cable. 
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USR23
テキスト ボックス
段階7　リアブレーキワイヤー取り回しリアブレーキワイヤーを取り回す前に、シートチューブの近くにあるトップチューブケーブルストップを取り外して下さい。リアブレーキを取り回し終わった後にトップチューブケーブルストップを元の場所に戻し2mmのボルトで固定して下さい。



a. Route the Rear Brake Cable into the Top Tube 
Cable Stop nearest to the frame’s head tube as 
pictured.

* If using hydraulic brakes, be sure to replace the Cable 
Housing Stop with a press-fit silicone Hydraulic Brake 
Housing Stop before routing Hydraulic Brake Housing.

Step 8 
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USR23
テキスト ボックス

USR23
テキスト ボックス
段階8a. 画像に従ってリアブレーキケーブルをフレームのヘッド部分のもっとも近くにあるトップチューブケーブルストップに取り回して下さい。* ハイドロリックブレーキをお使いの場合、ハイドロリックブレーキハウジングを取り回す前にケーブルハウジングストップを圧入式シリコン製ハイドロリックブレーキハウジングストップにお取替え下さい。



b. Feed cable through the top 
tube until cable exits rear top tube 
grommet nearest to the seat tube. 

c. Replace the top tube grommet 
and tighten the 2mm screw to 
secure in place as shown.  

Step 9 

d. Slide the piece of Rear Brake 
Cable housing (ferrule side) into 
the top tube grommet as shown. 

e. Route the Rear Brake Cable 
into the rear brake tension bolt as 
shown and attach cable to brake.  
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USR23
テキスト ボックス
段階9b.　ケーブルが シートチューブ最寄りのトップチューブグロメットから出る様に通して下さい。 c. トップチューブグロメットを元の位置に戻し2mmのScrewで固定して下さい。

USR23
テキスト ボックス
d.エンドキャップ側の リアブレーキケーブルハウジングをトップチューブグロメットに挿入して下さい。

USR23
テキスト ボックス
e. リアブレーキケーブルをリアブレーキテンションボルトに取り回し、ケーブルをブレーキに取り付けて下さい。



a. Insert brake cable into brake lever and 
route through cable housing. Pull taught 
until cable head is firmly seated in the 
shifter lever. 

Step 10 Front Brake Cable Installation

b. Thread brake cable into Front Brake 
Tension Bolt. Exposed brake cable housing 
should fit into Front Brake Tension Bolt. 

c. Pull cable to tension and attach to front 
brake as shown. 
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USR23
テキスト ボックス
段階10　フロントブレーキケーブルの取り付け方法a. ブレーキケーブルをブレーキレバーに挿入し、ケーブルハウジングに通して下さい。ケーブルの先端（タイコ）がシフトレバーにしっかりとおさまるまでしっかり引っ張ります。

USR23
テキスト ボックス
b. ブレーキケーブルを フロントブレーキケーブルテンションボルトに通して下さい.取付が正しいと出ているブレーキハウジングケーブルがフロントブレーキテンションボルトにぴったりと入ります。c. ケーブルを引っ張ってフロントブレーキに取り付けて下さい。
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5. Brake Cable Housing Stop
6. Brake Cable Housing Stop Screw
7. Small Di2 Grommet
8. *Shimano Di2 Wires

1. Bottom Bracket Grommet
2. *Junction B 
3. Di2 Wire Grommet
4. Frame Grommet Plug
*not included with frame

Z & ZW Small Parts 
Electronic Wiring Instruction
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USR23
タイプライタ
ZおよびZW補修部品電子配線の説明1. ボトムブラケットグロメット2. *ジャンクションＢ3. Di2 ワイヤーグロメット4. フレームグロメットプラグ5. ブレーキケーブルハウジングストップ6. ブレーキケーブルハウジングストップスクリュー7. スモール Di2 グロメット8. *シマノ Di2 ワイヤー*フレームに含まれておりません。



Battery Cable to Junction

External Battery (if applicable) Di2 Junction Box B

Rear Derailleur Cable to Junction
Front Derailleur Cable to Junction Downtube Cable Brain to Junction

Z & ZW Electronic Wire Routing Road Map
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USR23
テキスト ボックス
ZおよびZW電子配線取り回し図解青: バッテリーケーブルからジャンクションへ赤: フロントディレイラーケーブルからジャンクションへ黄: リアディレイラーケーブルからジャンクションへ緑: ダウンチューブケーブル からジャンクションへ外部Battery (適用する場合)*Di2 Junction Box B



a.  Route the wire down thruogh the 
top tube wire-endtry point, through 
the downtube and out the bottom 
bracket as pictured.

Step 1

Shifter Junction Wire

Tip: to make routing easier, tape the 
end of the wire to the end of a piece of 
brake cable (as a steel cable is easier 
to route than a wire or housing). Once 
cable is visible through exit hole, pull 
through and remove tape. 

Brake Cable 
Electronic Wire
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USR23
テキスト ボックス
シフタージャンクションワイヤー段階1a. ワイヤーをトップチューブ側のダウンチューブ穴に入れ、ダウンチューブを通して、ボトムブラケット下側から出る様に通して下さい。

USR23
テキスト ボックス
ブレーキケーブル電子ケーブルコツ：簡単に取り回しをしたい場合、ワイヤーの末端をブレーキケーブルにテープ止めをして下さい。 （スチール製のケーブルは取り回しがしやすくなります。）出口の穴からケーブルが見えたら、引っ張ってテープを外します。



Route the wire, entering the small hole 
located under the front derailleur mount 
and out the hole under the bottom 
bracket as pictured. Press-fit the Front 
Derailleur Grommet (A) into the hole 
to prevent Di2 wire from falling into the 
frame. 

Front Derailleur Wire

Step 2

(A)

b.  If needed, attach front derailleur 
and plug in Rear Derailleur Wire. and plug in Rear Derailleur Wire. 
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USR23
テキスト ボックス
フロントディレイラーワイヤー段階2フロントデシレイラーマウントの下にある小さな穴にワイヤーを通して画像通りにボトムブラケット下側から出る様に取り回して下さい。フロントディレイラーグロメット (A)を穴に圧入して下さい。Di2ワイヤーがフレームに落ちるのを防ぎます。b. フロントディレイラーを取り付けてフロントディレイラーワイヤーを差し込んで下さい。



a.  Route the rear derailleur 
wire through the hole in the 
drive-side dropout, through the 
chainstay and out the wire-exit 
hole under the bottom bracket 
as pictured. 

b.  If needed, attach rear 
derailleur and plug in Rear 
Derailleur Wire. 

Rear Derailleur Wire

Step 3
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USR23
テキスト ボックス
リアディレイラーワイヤー段階3画像に従ってリアディレイラーワイヤーをドライブサイドのエンド側の穴からボトムブラケット下の穴へ通して下さい。b. リアディレイラーを取り付けてリアディレイラーワイヤーを差し込んで下さい。



FrontRear

1
2

3
4

a. Plug front and rear derailleur wires (1&2) into 
junction box (Rear).

Plug battery wire (3) and shifter wire (4) into 
junction box (Front).

b. After, fit the connected Di2 Junction B into 
the hole in the bottom bracket and plug with 
supplied bottom bracket plug as pictured.
Plug Di2 wire into battery mount.

Junction B
Step 5
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USR23
テキスト ボックス
ジャンクションBの接続方法段階5a. フロントディレイラーワイヤーとリアディレイラーワイヤー（1と2）をジャンクションB(Rear）に接続して下さい。バッテリーワイヤー（3）とシフターワイヤー(4)をジャンクションB(Front)に接続します。

USR23
テキスト ボックス
b. 接続が終了したDi2 ジャンクションB をボトムブラケットの穴に差し込み、画像の通りに付属のボトムブラケットプラグでふさいで下さい。Di2バッテリーワイヤーをバッテリーに差します。



A B C

Step 8

Wire Grommets

Rear Derailleur Grommet Front Derailleur Grommet Downtube Grommet

a. Press in any remaining 
grommets. Refer to below 
images for placement.

b. If not already done, 
connect wires to derailleurs 
and Junction B.

A B

CC

A B
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USR23
テキスト ボックス
ワイヤーグロメット段階8a. 残りのワイヤーグロメットを圧入して下さい。グロメットの場所については下記の画像をご参照下さい。b.もしこの工程が終了していない場合、ワイヤーをディレイラーとジャンクションBに差し込んで下さい。

USR23
テキスト ボックス
A. リアディレイラーグロメット

USR23
テキスト ボックス
B. フロントディレイラーグロメット

USR23
テキスト ボックス
C. ダウンチューブグロメット



Felt Racing, LLC
12 Chrysler

Irvine, CA 92618

www.feltbicycles.com

Industriestr. 39 
26188 Edewecht 
Germany 




