取扱説明書

C-62
小ギア抜
ギア抜き
このたびはホーザン Ｃ-６２ 小ギア抜き
をお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。この取扱説明書をよくお読み
になり、正しくお使いください。また、お読
みになったあとも大切に保管してください。
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ご使用方法
● フリーホイールの取
フリーホイールの取り外し
Ｃ-６２を２丁ご用意くだ
さい。
２丁のＣ-６２を図のよう
にセットします。
※ 裏表の向きが違うこ
とに注意してください。
２丁に同じ力をかけて
矢印方向に回すと小ギ
ヤがゆるみます。
● カセットスプロケットの取
カセットスプロケットの取り外し
Ｃ-６２とモンキーレンチ
(３００mm程度)、フリー
ホイールリムーバーをご
用意ください。
１ カセットロックリングに
フリーホイールリムー
バーを挿入し、クイッ
クレリースなどで固定
します。
２ Ｃ-６２を裏表に注意して大ギヤに、モンキーレンチをフ
リーホイールリムーバーにセットします。
３ ２丁に同じ力をかけて矢印方向に回すと小ギヤがゆる
みます。
● フリーホイールの取
フリーホイールの取り付け
Ｃ-６２を図のようにセッ
トし、矢印方向に回しま
す。

● カセットスプロケットの取
カセットスプロケットの取り付け
（本器は使用しません。）モンキーレンチを使用し、
ロックリングをフリーホイールリムーバーで締め付けます。
■ いずれの場合もＣ-６２を回す方向は、ハンドル
側からチェンの方です。
裏面もご覧ください。
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INSTRUCTION MANUAL

C-62
SPROCKET REMOVER
Thank you for purchasing the HOZAN C-62
SPROCKET REMOVER. With proper care and
handling this fine instrument will provide years of
trouble-free operation. Please read this entire
instruction manual carefully before attempting to
place this instrument in service. Please keep this
instruction manual available for reference.

Warning and caution symbols
These symbols are used throughout the instruction manual
to alert the user to potential safety hazards as follows :
Warning …Notice when incorrect handling could
cause the user's death or serious injury.
Caution …Notice when incorrect handling could
cause injury to the user or material damage.
Even if the instructions do not have Caution mark,
there are some possibilities for a serious situation. Follow
the instructions.

Precautions
This tool is for removing the hub brake of a bicycle.
Do not use for any other purpose.
Caution

Operation

1. Do not modify the C-62.
2. Do not use when cracks, breaks, wear or
deformation is found on this tool.
3. Do not apply excessive force, such as using
tubes as extender handles on this tool.
4. Do not strike with a hammer.

● Removing a free-wheel
Use 2 of the C-62.
Place the C-62s,
ensuring face and
back as shown in the
illustration.
Turn them with equal
force in the direction
of the arrows to loosen the free-wheel.
● Removing a cassette sprocket-wheel
Use the C-62 and an
adjustable
wrench
sized
approximate
300 mm and a freewheel remover.
1 Insert the freewheel remover in
the cassette lock
ring and fix it with a
quick release
skewer or with a washer and axle nut.
2 Place the C-62, ensuring face or back to the low
sprocket, and set the adjustable wrench to the
free-wheel remover as shown in the illustration.
3 Turn them with equal force in the direction of the
arrows to loosen the free-wheel.
● Resetting a free-wheel
Place the C-62 as
shown in the illustration.
Turn the tool in the
direction of the arrow.

注意文の
注意文の警告マークについて
警告マークについて
この取扱説明書ではご使用上の注意事項を次のように区
別しています。
警告
警告 …重傷をともなう重大事故の発生を想定して
のご注意
注意
注意 …傷害や物的損害を想定してのご注意
なお、注意
注意 として記載されていても、あるいは特に記
述がなくても、状況によっては重大な結果をまねく恐れが
あります。正しく安全にご使用ください。

ご使用上の
使用上の注意
本器はフリーホイールを取り付け、取り外しする工具で
す。この目的以外に使用しないでください。

注意
注意

● Resetting a cassette sprocket-wheel
Insert the free-wheel remover in the cassette lock
ring and fix it with a quick release skewer or with a
washer and axle nut.
Tighten the cassette lock ring with the free-wheel
remover using an adjustable wrench.
■ The C-62 always should be turned in the
direction from the handle side to chain side.
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１．本器を改造しないでください。
２．本機に割れ、欠け、摩耗、変形などが認められ場合
は使用しないでください。
３．ハンドルにパイプなどを継ぎ足して過大な力を加え
ないでください。
４．ハンマーでたたかないでください。

