
保 証
クランクブラザーズジョプリン シートポストはご購入から１年間、製造上の欠陥に関して保証がされています。

この保証はシートポストの修理、交換に限定されています。クランクブラザーズではあらゆる欠陥部品の修理、交換を行っ

ています。保証はユーザー起因のダメージには対象外になります。ご不明な点はお買い上げの販売店へお問合せ下さい。

クランクブラザーズ ジョプリン シートポストは無段階に７６．２ｍｍの範囲＊joplin4は102mm

でサドル高を素早く簡単に調整することが可能です。

ジョプリン シートポストにはサスペンション機能はありません。

レバー仕様の取付け方法：
１． ５ｍｍ６角レンチを使用してサドルをシートポストのクランプヘッド

に取り付けして下さい。

２． フレームのシートチューブ内に軽くグリスを塗布してシートポストを

挿入して下さい。

３． 高さ調整レバーを操作した時にサドルに干渉しないように必要であれば

アジャスタースクリュー(オレンジ色のノブ)で調整して下さい。

シートポストの高さを上下に動かして機能することを確認しながら

アジャスタースクリューを少しずつ調整して下さい。

４． レバーを持ち上げて保持して下さい。

５． ５、６回程シートポストを上下に作動させてレバーを放した時に

シートポストが止まることを確認して下さい。シートポストが緩く

感じるときはこの確認動詐は重要です。稀にこの確認動詐を繰り返し

行う必要がある場合があります。

リモート仕様の取付け方法：
１．２．５ｍｍ６角レンチを使用してリリーストリガーがシートポストと並行になるようにアジャスタースクリューを

調整して下さい。

２．５ｍｍ６角レンチを使用してサドルを取付けして下さい。

３．フレームのシートチューブ内に軽くグリスを塗布してシートポストを挿入して下さい。

４．リモートレバーアセンブリーを操作がしやすくその他の操作の邪魔にならないハンドルバーの位置に取り付けして下さ

い。クランプをリモートレバーアセンブリーにスライドさせてマウントの取付け穴に合わせて４ｍｍクランプボルトを

  締め込んで固定して下さい。
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５．ケーブルをリモートレバーアセンブリーとケーブルハウジングに通して下さい。ケーブルハウジングをシートチューブ

の後方に位置させて下さい。シートポストケーブルハウジングがホイール、ブレーキ、サスペンションなどに干渉して

いないかハンドルバーを両方向いっぱいに旋回させて確認して下さい。必要があればタイラップでシートポストケーブ

ルハウジングをその他のケーブル類、またはフレームと一緒に固定して下さい。

６． シートポストを最も長く伸びた状態で乗車時の最高サドル高に位置調整してケーブルハウジングを終端位置に合わせ

てケーブルハウジングに切断位置の目印を付けて下さい。

７． ケーブルをケーブルハウジングから抜いてからケーブルカッターでケーブルハウジングの目印を付けた長さの位置で

切断して下さい。切断後にケーブルをケーブルハウジングに戻して下さい。

８． ケーブルをケーブルハウジング終端とライナーチューブに通してから固定して下さい。

９． ケーブルをリリーストリガー上部の溝に取付けして下さい。ケーブルを引っ張って３ｍｍボルトとワッシャーで固定

して下さい。アルコール等の脱脂剤でケーブルをきれいに拭いてから固定するとより強く固定することが出来ます。

１０．ケーブルはリリーストリガーから１．５ｃｍ程の長さを残して切断して下さい。ケーブルの終端にはインナーキャッ

プを付けて下さい。

１１．ジョイスティックをお好みの方向に倒して保持して下さい。

１２．５、６回程シートポストを上下に作動させてレバーを放した時にシートポストが止まることを確認して下さい。シー

トポストが緩く感じるときはこの確認動詐は重要です。稀にこの確認動詐繰り返し行う必要がある場合があります。

１３．リモート仕様のセットアップをテストするには、ジョイスティックをお好みの方向に倒した状態でシートポストの上

部を押して下さい。ジョイスティックの動きでシートポストは操作できます。リリーストリガーのアジャスタースク

リューは締め込むことによってケーブル長の微調整をしてシートポストの動きを調整することが出来ます。もしアジ

ャスタースクリューを締め込むことが出来ない状態でシートポストが正しく動詐しない場合はアジャストスクリュー

   を最も緩めた状態まで回してステップ１０の手順でケーブルを再度引っ張ってリリーストリガーに固定して下さい。

操作方法：

シートポストの高さ調整方法

１． 高さを低くする：レバー（またはジョイスティック）を操作してサドルを手、もしくは乗車することによってお好み

の高さに調整してからレバーを離して下さい。

２． 高さを高くする:：サドルから体重を抜いてからレバー（またはジョイスティック）を操作してお好みの高さに調整し

てレバーを離して下さい。

３． シートポストが再び緩く感じる場合はステップ４、５(レバー仕様)、ステップ１１、１２(リモート仕様)の手順を再度

繰り返して調整して下さい。下記の注釈３も参照して下さい。

注 釈：

１． シートポストを最も縮んだ状態で上に引っ張られるとシートポストのインナーチューブがアウターチューブから出て

きます。これは正常な状態でサドルに体重を掛けると元の位置に戻ります。サドルを持って自転車を持ち上げるとシ

ートポストが一時的に緩く感じる原因になりますのでご注意下さい。

２． このシートポストが緩く感じることを防ぐにはシートポストが逆さま、水平の状態で操作をしないことです。

３． 状況によりシートポストが最も縮んだ状態で体重を抜くとシートポストが上に動くことがあります。これは正常で

シートポスト内の空気ポケットによって発生してます。これを修正するにはスレッドリングを緩めてシートポストを

   下げて下さいシートポストが最も縮んだ状態で再度スレッドリングを手で締めて下さい。
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メンテナンス：最高の性能とブッシング寿命を維持するには乗車時のコンディションによって普段からのメンテナンスが

必要です。シートポストのメンテナンスは自転車からシートポストを取り外して行います。サドルはシートポストから

取り外す必要はありません。

注 意：メンテナンス作業中は防塵メガネ等の目を保護するものを着用して下さい。

１． スレッドリングとアウターチューブ内部の１０ｍｍナットを外して下さい。

１０ｍｍソケットレンチが必要です。

２． アウターチューブからインナーチューブを抜いて下さい。

注 意：コンプレッションシャフトを自分自身や他の人に向けない

ようにご注意下さい。また内部の圧縮空気を抜く前にガイドブロック内の

Ｔ２０トルクスボルトは外さないようにして下さい。

３． 脱脂剤を使用して各部品を軽くきれいにして下さい。

４． 下記の図の矢印が示す部分に軽くグリスを部品の全周 360 度に塗布して下さい。

５． グリスを塗布した後にインナーとアウターチューブを再組立して下さい。

６． 軽くグリスを１０ｍｍナットに塗布して締め付けトルク値、

４Ｎｍ(３５インチ/ポンド)で固定して下さい。

注 意：ナットが正しくネジ山に挿入されるように固定して下さい。

７． シートポストを最も縮んだ状態でスレッドリングを手で締め込んで

固定して下さい

コンバージョンキット
レバー仕様をリモート仕様に変換するキットもラインアップされています。お買い上げいただいた販売店へご相談、

お問合せ下さい。

注 意：ジョプリン シートポストの取付け、使用する前にお読み下さい。
・ ジョプリン シートポストを取付ける前に必ずこの取り扱い説明書をお読み下さい。

この取り扱い説明や注意事項を読まないでシートポストを使用すると思わぬ怪我をすることがあります。

間違った固定方法や使い方は怪我をする原因になります。

・ シートポストが正しく自転車に固定されていない状態や改造された状態、著しく消耗した状態での走行は決してし

ないで下さい。見た目の状態でダメージ、消耗がある場合はすぐに修理または交換して下さい。シートポストが緩

んだ状態や閉め過ぎの状態、ダメージがある状態や消耗した状態で使用すると思わぬ機能不良を起こして怪我をす

る可能性があります。

・ シートポストを正しく自転車に装着することが難しい、疑問がある時や消耗度合いの判断ができない時はシートポス

トをお買い上げいただいた販売店へご相談、お問合せ下さい。使い方やメンテナンスに関してご質問がある時もお買

い上げいただいた販売店へご相談下さい。

・  ジョプリン シートポストは汚れが付いていない状態に保って下さい。走行中の怪我を防ぐために自転車全体が充分

にメンテンスされていること、各部品が正しく装着されていることを確認してから走行して下さい。

・ 走行中にシートポストの高さ調整すると危険ですので一旦停車してから操作して下さい。

・ シートポストは１００ｍｍ以上フレームに挿入されている必要があります。これよりも少ない挿入ではジョプリン

シートポストまたはフレームに負担が掛かり破損する可能性があり思わぬ怪我をすることがあります。フレームに

よってはシートチューブがトップチューブよりもかなり長くデザインされているものがあります。フレームの破損

を防ぐにはジョプリン シートポストをトップチューブよりも低い位置まで挿入することをお勧めします。

・  ジョプリン シートポストを正しく機能させるにはシートポストクランプを必要以上にきつく締め込まないようにし

て下さい。
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注 意（つづき）

・ シートポストは１００ｍｍ以上挿入可能であっても印よりも長く切断することはしないで下さい。

joplin4はシートポストの切断はできません。

・ シートポスト内には圧縮された空気が入っています。注意してメンテナンス手順に沿って作業して下さい。

メンテナンス作業中は常に防塵メガネ等を着用して目を保護しながら作業をして下さい。

・ 怪我防止の為にリモートケーブルの先端にはインナーキャップを付けて下さい。

・ ジョプリン シートポストの取付け、調整、メンテナンスなどについてさらに情報が必要なときはお買い上げ

いただいた販売店までお問合せ下さい。常に自転車用のヘルメットを着用して自転車に乗車して下さい。

常に何時も視界の悪い状況ではヘッドライトやテールライトを使用して走行して下さい。

トラブル シューティング：

症 状 原 因 解決方法 修 理 工 具 部 品

オイルがスレ

ッドリング上

部、下部のエ

アバルブから

漏れている

エアバルブ破損 破損エアバルブの交換。 可 １０ｍｍ

ソケット

レンチと

エアバル

ブ工具。

オイルがスレ

ッドリング上

部、下部のエ

アバルブから

漏れている

ガイドブロック

ボルトの破損

お買い上げの販売店までご相談下さ

い。サービスセンターでの修理が必

要です。

不可

トラベル後半

が緩い感じ

アウターチュー

ブ内にエアポケ

ットがある

スレッドリングを外して最も縮んだ

状態に再セットして下さい。

可 なし

トラベル後半

が緩い感じ

オイル中に空気

が混入

シートポストを上下に数回作動させ

て下さい。

可 なし

シートポスト

の動きが渋い

ブッシングとガ

イドブロックが

汚れている

メンテナンス手順に沿ってアウター

チューブからインナーチューブを抜

いて脱脂剤等で汚れを拭き取ってグ

リスを塗布して再組立て下さい

可 １０ｍｍ

ソケット

レンチ

低粘性

グリス

シートポスト

の動きが渋い

シートポストク

ランプの締め付

けがきつい

シートポストクランプの締め付けを

再確認して下さい

不可

乗車後シート

ポストが設定

した位置に保

持されない

メインインター

ナルバルブ破損

調整レバーを

要確認

アジャスタースクリューが締め過ぎ

ていないか確認して下さい。

お買い上げの販売店までご相談下さ

い。サービスセンターでの修理が必

要です。

不可

シートのクラ

ンプヘッドが

正しく固定で

きない

ボルトにグリス

を塗布しない

クランプアセンブリー部品すべてを

外してきれいにして下さい。ボルト

にグリスを塗布して下さい。インナ

ーレールクランプ内部にはグリスは

付けないで下さい。サドルを固定す

る各プレートは正しい方向、位置に

固定して下さい。

可 ５ｍｍ 6
角レンチ

とグリス

低粘性

グリス

サドル先端が

１０～１２

ｍｍ以上の左

右に遊びがあ

る

メンテナンス不

足、ガイドブロ

ックの磨耗

サドル先端は１０～１２ｍｍ程度左

右に遊びがあるのが正常です。

ガイドブロックとブッシングにグリ

スを塗布して下さい。ガイドブロッ

クは消耗部品です。交換して下さ

い。

可 Ｔ２０

トルクス

レンチ

#90449 
ガイド

ブロック
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Joplin オイル交換方法

＊空気圧の調整のみ場合、　③を参照。

①オイルの排出
Joplinシートポストを逆さまの状態でシートポスト可動レバーを操作し
て数回上下に作動させて
下さい。数回作動させたらリモートレバーから手を放して下さい。

Joplinシートポストのアウターチューブ下部よりソケットレンチを使用
して１０ｍｍナットを
外して下さい。またアウターチューブ上部のスレッドリングも外して下
さい。
次にアウターチューブからインナーチューブを引き抜いて下さい。

コンプレッションシャフトの先にある米式バルブからマイナスドライバ
ーを使用して
マイクロキャップをバルブから外して下さい。

米式バルブ部分をウェス等で覆ってシートポスト内に残っている圧縮空
気を抜いて下さい。
次に米式バルブ内のコアを外して下さい。

廃棄オイルを入れる容器を準備してコンプレッションシャフト内からオ
イルを出して下さい。
シートポスト可動レバーを作動させてシャフト内の圧縮空気とオイルを
容器に向けて出して下さい。

シートポスト可動レバーを作動させた状態でインナーチューブ上下に動
かすとオイルが出てきます。
オイルが出なくなるまで続けて下さい。

コンプレッションシャフト内に圧縮された空気及びオイルが入っていな
い状態にして下さい。

②オイルの再充填

Joplinシートポストヘッドからサドルレールを固定する各種クランプ類
を外して下さい。
次にシートポストヘッドに傷が付かないように保護をして万力などのバ
イスにオイルの再充填が
しやすいコンプレッションシャフトが上を向いた状態でシートポストを
固定して下さい。

サスペンション用の粘度５番または１０番のオイルを５５ｃｃほどオイ
ル充填用注射器を使用して再充填して下さい。joplin4は68ccです。
＊オイル量に注意して作業をして下さい。

オイルの入った充填用注射器の先端をコアを外した状態の米式バルブに
挿入して下さい。
シートポスト可動レバーを作動させたと同時に注射器を押してオイルを
再充填して下さい。
同時にコンプレッションシャフトを上下に作動させて下さい。
＊ 複数の作業を同時に行う必要があります。
コンプレッションシャフトを上下に続けて作動させるためには可動レバ
ーを作動させた状態に
する必要があります。シャフトを上下に作動させないと５５ｃｃのオイ
ルすべてをバルブ口からシャフト内に再充填することができません。
ウェスなどを注射器の先端に当ててオイルが先端から吹きこぼれるのを
防いで下さい。
＊ 注射器からオイルを再充填する時に多少加圧して作業をしま
す。
オイルが再充填された後は米式バルブにコアを取り付けて下さい。(締

め込み過ぎに注意）

一般的なサスペンション用空気ポンプを使用して空気圧７０ｐｓｉ(４
．９気圧)に調整して下さい。joplin4は50psi。
次にシートポスト可動レバーを作動させて下さい。空気圧が下がる時は
再度ポンプで４．９気圧に
空気圧を調整して下さい。シートポスト可動レバーを作動させても空気
圧が変化しなくなるまで
繰り返し空気圧の調整をして下さい。

米式バルブのマイクロキャップを元に戻してアウターチューブを挿入し
て下さい。
＊ 上記の取外し手順の逆の順番で作業して下さい。

すべての部品を取り付け、再固定した後にシートポスト可動レバーを作
動させて上下に動かして
下さい。動きに渋い部分やガタが出ていないかを確認して下さい。

シートポストを上下に作動させたときに空気を噛んでいる様な感覚があ
る場合はもう少しオイルの
充填が必要です。オイルを２～３ｃｃ程度再充填して下さい。

シートポストを再度万力などのバイスに固定して下さい。

シートポスト可動レバーを作動させてシャフトを上下に5回以上動かし
て下さい。このとき
シートポストのシャフト内には高い空気圧で空気が入っていますので強
い力で押す必要があります。

注意：必ず防護メガネを装着して作業して下さい。

米式バルブのマイクロキャップを外して下さい。バルブコアを押してコ
ンプレッションシャフト内
の圧縮空気を抜いて下さい。このときにオイルも飛びますのでウェスな
どでバルブを覆って
作業して下さい。

この時点からシートポスト可動レバーには触らないで下さい。

注意：シートポストを可動させるとバルブからオイルが噴出します。

コアを外してバルブ口からサスペンション用オイルを２～３ｃｃほど再
充填して下さい。
再度、上記の取外し手順の逆の順番ですべての部品を取り付け、再固定
して下さい。

これでオイル再充填作業は終わりです。

③空気圧調整

Joplinシートポストを逆さまの状態でシートポスト可動レバーを操作し
て５～６回上下に作動
させて下さい。作動させたらリモートレバーから手を放して下さい。

Joplinシートポストのアウターチューブ下部よりソケットレンチを使用
して１０ｍｍナットを
外して下さい。またアウターチューブ上部のスレッドリングも外して下
さい。
次にアウターチューブからインナーチューブを引き抜いて下さい。

コンプレッションシャフトの先にある米式バルブからマイナスドライバ
ーを使用して
マイクロキャップをバルブから外して下さい。

米式バルブ部分をウェス等で覆って上に向けてバルブコアを押してシー
トポスト内に残っている
すべての圧縮空気を抜いて下さい。

Joplinシートポストヘッドからサドルレールを固定する各種クランプ類
を外して下さい。
次にシートポストヘッドに傷が付かないように保護をして万力などのバ
イスに空気の再充填が
しやすいコンプレッションシャフトが上を向いた状態でシートポストを
固定して下さい。

一般的なサスペンション用空気ポンプを使用して空気圧７０ｐｓｉ(４
．９気圧)に調整して下さい。joplin4は50psi。

サスペンション用空気ポンプをシートポストのバルブに取付けた状態の
ままでシートポスト可動
レバーを作動させて下さい。空気圧が下がる時は再度ポンプで空気圧を
調整して
下さい。シートポスト可動レバーを作動させても空気圧が変化しなくな
るまで繰り返し空気圧の
調整をしてポンプを取り外して下さい。

米式バルブのマイクロキャップを元に戻してアウターチューブを挿入し
て下さい。

グライドリングやガイドブロックにグリスを塗布してからアウターチュ
ーブを挿入して下さい。
１０ｍｍナットを締め込みトルク値４．５２Ｎｍ（４０ｉｎ/ポンド）
で再固定して下さい。
次にスレッドリングを手で締め込んで固定して下さい。（締め込み過ぎ
に注意）

最後にシートポスト可動レバーを作動させて数回シートポストを上下に
動かして下さい。
動きに渋い部分やガタが出ていないかを確認して下さい。
これで空気圧調整作業は終わりです。



joplin3と4の違い

joplin3

joplin3

joplin3

joplin4

joplin4

joplin4

新型クランプ

スタンダードクランプ

Oリング

U型シール

シングルガイド
ブロック

ダブルガイド
ブロック


