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TECH TALK

MT DISC BRAKE

1. ディスクローターの取り付け

2. マスターの取り付け

ローターの取付（回転）方向を確認し、ローターを
時計方向に押し付けながら、取り付けネジを規定ト
ルクで締結します。

取付ネジの規定トルクは 4Nm です。

センターロックタイプ（CL）ローターのクイックリ
リースアクスル用ロックリング（内側スプラインの
タイプ）を締結する場合

ローターの取付（回転）方向を確認し、専用工具を
使いロックリングを規定トルクで締結します。

ロックリングの規定トルクは 40Nm です。

センターロックタイプ（CL）ローターのスルーアク
スル用ロックリング（外側スプラインのタイプ）を
締結する場合

ローターの取付（回転）方向を確認し、専用工具を
使いロックリングを規定トルクで締結します。

ロックリングの規定トルクは 40Nm です。

マスター本体は左右共通でどちら側にも取付可能
なので、クランプの上下が正しく取り付けられてい
るか確認して下さい。

カーボンクランプは厚い方が上側です。

アルミクランプとカーボテクチャ製クランプは、刻
印の矢印（↑）が上を指す様に取り付けてください。
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3. インターナショナルスタンダード台座へのキャリパーの取り付け

4. ポストマウント台座へのキャリパーの取り付け

5. フラットマウント台座へのキャリパーの取り付け

シフトミックス（SRAM用・シマノi-SPEC用）を取り
付けることも可能です。

クランプの取り付けネジを規定トルクで締結します
→先に上側のネジを４Nmで締結します。
→その後、下側のネジを４Nmで締結します。

インターナショナルスタンダード台座用アダプタを
先ず台座に取り付けます。
取付ネジの規定トルクは６Nmです。

その後、ローターが引き摺りなく自由に回転するよ
うに位置を決めてから、アダプタにキャリパーを取
り付けます。
取付ネジの規定トルクは６Nmです。

先ず上側のネジを台座に軽く締めこみます。

その後、ローターが引き摺りなく自由に回転するよ
うにキャリパーの位置を決めてから、下側のネジを
締め、最後に規定トルクで締結します。
取付ネジの規定トルクは６Nmです。

ローターが引き摺りなく自由に回転するようにキャ
リパーの位置を決めてから、取り付けネジを締め、
最後に規定トルクで締結します。
取付ネジの規定トルクは６Nmです。

2



バンジョーの角度を変更し、オイルラインをカットし
た後には、必ずブレーキのタッチとオイル漏れをチ
ェックして下さい。レバーブレードを引いたまま保持
し、圧力をかけ続けて確認して下さい。親指のみで
レバーを引き、レバーブレードのまっすぐな部分が
ハンドルバーと並行にならない事を確認してくださ
い。
もしブレーキのタッチに問題がある場合は、エア抜
きの作業を行ってください。

6. MTオイルラインのキャリパー取り出し角度の変更
→MT用バンジョー付オイルラインは、ホースの取り出し方向を簡単に変更する事が可能です。

7. MTオイルラインの取り回しとカット（エア抜き不要）

T25レンチを使用しバンジョーボルトを反時計方向
に30度以内で回します。

30度以上回すとオイル漏れが発生します。

T25レンチでバンジョーボルトを保持しながら、慎
重にバンジョーの方向を変更します。方向が変わっ
たら3Nmでボルトを再締結します。

注意：
バンジョーを回転させている間は、バンジョーボルトが一緒に回転しない様に、レンチでボルトを
同じ位置（角度）に保持し続けてください。バンジョーボルトが３０度以上回りエアが噛むと、後ほ
どエア抜きの作業が必要になってしまいます。

オイルラインのカット作業を始める前に、トランスポ
ートデバイスやマイナスドライバーを使用して、ブレ
ーキパッドを慎重に押し戻してください。

まず、最初に、マスターの向きを垂直に上向きにし
ます。

次に、マスターから15㎝の位置でオイルラインを
カットします。

8㎜スパナを使用し慎重にコンプレッションナットを
取り外します。

この時、先端からオイルが漏れるのを防ぐため、カッ
トしたオイルラインはしっかりと保持して下さい！

オイルラインを内装する場合は、このタイミングで
フレームの中に通します。
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注意：
もしフレーム内にオイルラインを内装する場合は、オイルラインを希望する長さにカットする前
にフレーム内に通しておいてください。
フレームにオイルラインを通す時には、オイル漏れを防ぐためにオイルラインの切り口にシーリ
ングプラグを取り付けてください。

オイルラインをフレーム内に通した後に、希望する
長さにカットします。

新しいトップピース（インサート）をオイルライン先
端に圧入します。コンプレッションリング（オリーブ）
も新しいものを使用します。

左 ： トップピース（インサート）

右 ： コンプレッションリング（オリーブ）

まずは手で、慎重にコンプレッションナットを締め込
みます。
オイルラインをマスター側に押し付けたまま保持し
ます。
そのまま、コンプレッションナットを規定トルク 
4Nmで締結します。

→作業後、必ずブレーキのタッチとオイル漏れをチ
ェックして下さい。レバーブレードを引いたまま保持
し、圧力をかけ続けて確認して下さい。
親指のみでレバーを引き、レバーブレードのまっす
ぐな部分がハンドルバーと並行にならない事を確認
してください。 もしブレーキのタッチに問題がある
場合は、エア抜きの作業を行ってください。

MT2についての注意:
MT2はMAGURAチューブを使用しており、接続にはトップピース（インサート）を使用しません！
オイルライン表面に印刷されたマークを確認してください。

・アフターマーケット用の全てのディスクブレーキ→”disk-tube 2.2”のマーク→インサートが
必要
・MT2（と油圧リムブレーキ）→”MAGURA”のマーク→インサートは不要
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エア抜きの方法
注意：必ず専用のエア抜きアダプタを使用してくだ
さい。

キャリパーを取り外し、トランスポートデバイスやマ
イナスドライバーを使用して、ブレーキパッドを慎重
に押し戻してください。

ブレーキバッド固定ボルトをT25 レンチで取り外し、
ブレーキパッドを取り外します。

→シングルブレーキパッド（Type7・Type8）はキャリ
パー背中側から
→ダブルブレーキパッド（Type9）はキャリパーのお
腹側から

ブレーキパッド固定ボルトを手で再度取り付け、トラ
ンスポートデバイスを固定ボルトへ挿入します。

デバイスの厚い部分がピストンにはさまれている事
を確認します。

8.

キャリパーのブリード穴のプラグボルトを外し、
ホースを付けたエア抜きアダプタと、オイルを満
たした注射器を取り付けます。

マスターを回して向きを水平にします。
EBT穴が最も高い位置にあることを確認します。

EBTスクリューをT25レンチで取り外します。
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穴付きの空の注射器をEBT穴へ取り付けます。(もし
くは注射器のピストンを取り外して取り付けます)
プロブリードキットを使用することも可能です。

エア抜き中、キャリパーは垂直に保持して下さい。
キャリパー側の注射器を押してオイルを全て注入し
てから、また引いて吸い戻します。これをエアが出
てこなくなるまで、3・4回ずつ繰り返します。
作業途中に3～4回ほど、レバーブレードを引いて
からぱっと放す動作を行います。

マスター側の注射器/プロブリードキットを慎重に取り
外します。
EBT穴が上までオイルで満たされている事を確認し
てください。必要ならば、キャリパー側の注射器を押す
と、わずかにオイルがマスター側のEBT穴へ上がって
きます。
EBTスクリューを慎重に締め込みます。
締付トルク : 0.5Nm.(最大)

キャリパー側の注射器を取り外します。
この時、キャリパーの高さをマスターと同じに保つと、
オイルはエア抜き穴のふちまで保たれた状態になりま
す。
プラグボルトを締め付けてシステムを閉じます。
規定トルク 4Nm.

ブレーキを脱脂清掃し、ブレーキパッドを取り付けます。

→シングルブレーキパッド（Type7・Type8）はキャリパ
ー背中側から
→ダブルブレーキパッド（Type9）はキャリパーのお腹
側から

パッドの間にトランスポートデバイスを取り付けるか、キ
ャリパーをローターに取り付けた後に、ブレーキのタッ
チとオイル漏れをチェックして下さい。
レバーブレードを引いたまま保持し、圧力をかけ続けて
確認して下さい。親指のみでレバーを引き、レバーブレ
ードのまっすぐな部分がハンドルバーと並行にならない
事を確認してください。
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9. 簡易エア抜き方法

注意：
簡易エア抜き方法は、以下の場合のみ作業可能です。
・ 新品のブレーキを取り付けた後
・ ブレーキパッドとローターを両方新品に交換した後（ただし、エアがマスター部分のみに有るこ
とが明確な場合のみ）

穴付きの注射器の「20」の目盛りまでMAGURAロ
イヤルブラッドを吸い上げて満たします。 
その後、注射器を上下ひっくり返して「25」の目盛り
まで空気を吸い入れ、作業に必要な5mlの空気を追
加します。

注射器の先端をEBT穴へ挿入します。

マスターを回して向きを水平にします。
EBT穴が最も高い位置にあることを確認します。

EBTスクリューをT25レンチで取り外します。

注射器のピストンを30の目盛りへ、注射器の穴の直
下まで引き上げた後、再度マスター方向へ押し下げま
す。

途中1・2回レバーブレードを軽くはじきながら、エアが
出てこなくなるまでこの作業を3・4回繰り返します。

最後に、注射器のピストンを30の穴の上まで引き上
げます。その後、一度だけピストンを穴の下へ押し下
げ、再度上まで引いて下さい。圧力が開放されシステ
ムが通常の状態に戻ります。
オイルが漏れないよう、指でドリル穴を塞ぎながら、注
射器を取り外します。取り外した後すぐに上下をひっく
り返してピストンを穴の上まで上げれば、注射器から
オイルを漏らさずに閉じる事が出来ます。
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10. トランスポートデバイスの活用法
"The yellow wonder weapon"

EBT穴がオイルで満たされている事を確認した後、慎
重にEBTスクリューでふたをしてシステムを閉じます。
締付トルク : 0.5Nm.(最大)

ブレーキのタッチを確認して下さい。親指のみでレバ
ーを引き、レバーブレードのまっすぐな部分がハンドル
バーと並行にならない事を確認して下さい。もし問題
がある場合は、エア抜きの作業を行ってください。

ブレーキパッドを押し戻す時に
ブレーキパッドを簡単に基準の位置まで押し戻す事が
できます。

ブレーキパッドの摩耗をチェックできます
ブレーキパッドが使用限度に達していないか簡単にチ
ェックできます。

装着状態のままブレーキパッドの摩耗をチェックできま
す。（レバーを引いたときに）
左 ： もしトランスポートデバイスの突起部分がブレーキ
パッドのバックプレートの間に収まるなら、パッドの厚み
はまだ足りています。
右 ： もしトランスポートデバイスがのバックプレートの
間に収まらないなら、パッドを交換する必要があります。

キャリパーカバーを交換する時に
カバーを取り外すときに突起を使用します

自転車の運搬時に（トランスポートデバイスとして）
ホイールを取り外して自転車を運搬する時、パッドの間
に挟んで取り付け、パッドがくっつくのを防ぎます。

エア抜き作業時に
パッド固定ネジに中心のクリップ部分で取り付ける事で
ピストンを基準の位置に保ちブレーキ内のオイルを標
準の量にすることができます。

トップピース（インサート）の圧入時に
オイルラインをカットした後、トップピース（インサート）
を圧入する時に、治具として使用できます。
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11. レバーブレードの交換
カーボテクチャSL製マスターの場合

まずBATアジャスタを取り外します。裏側のクリップ
を押し込みながら90度回転させます。

慎重にクリップとその下のスプリングを取り外します。

レバーブレードを軽く引いた状態で、BATアジャスタ
のダイヤルを引っ張って取り外します。

マスターのカバーを表裏ともに剥がし、マスター本体
を何か穴の開いたもの（例えばビニールテープのロ
ールなど）の上に置きます。

重要：マスターの向きが画像のように左手側用になっ
ている事を確認してください。

3.5㎜径までのピンポンチを使用して、慎重にレバー
ブレードのピボットピンをマスターから叩き出します。
（完全に抜き去る必要は無く、最後の約2㎜は残した
状態でOKです。）
ピンが外れたら、レバーブレードを取り外します。

マスター本体に新しいレバーブレードを挿入し、それ
ぞれのピンの穴が揃う様に位置を調整します。

マスターをひっくり返して右手側用の向きになるよう
に置き、慎重にピボットピンを反対側から叩いて入れ
ます。最後はピンポンチを使用して、ピンの頭が出っ
張らずツライチになるまで叩き入れます。

→最後にマスターカバーとBATアジャスタを元通り
に取り付けて、レバーが正常に作動するかどうかを確
認して下さい。
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カーボテクチャ製マスターの場合

まず、コンプレッションナットのプロテクターを取り外
します。

マスター本体を何か穴の開いたもの（例えばビニー
ルテープのロールなど）の上に置きます。

重要：マスターの向きが画像のように左手側用になっ
ている事を確認してください。

3.5㎜径までのピンポンチを使用して、慎重にレバー
ブレードのピボットピンをマスターから叩き出します。
（完全に抜き去る必要は無く、最後の約2㎜は残した
状態でOKです。）
ピンが外れたら、レバーブレードを取り外します。

リターンスプリングの先端をマスターのハウジングに
引っ掛けながら、新しいレバーブレードを取り付けま
す。
→リターンスプリングが正しい位置に装着されている
ことを確認してください（画像矢印部分）

それぞれのピンの穴が揃う様にレバーブレードの位
置を調整します。

マスターをひっくり返して右手側用の向きになるよう
に置き、慎重にピボットピンを叩いて入れます。最後は
ピンポンチを使用して、ピンの頭が出っ張らずツライ
チになるまで叩き入れます。

→作業後、レバーが正常に作動するかどうかを確認し
て下さい。
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