
How to install snap ring
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1 Disassemble the derailleur 
parts and dust seal from the 
hub.

Put the sprocket on the hub.

3 Hook the snap ring and take out it. 
Work similarly at some notches to 
remove the snap ring.

2 Inset the tip of the remover 
into the notch for engagement 
of the sprocket and the hub.
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3 Screw the corn with the snap 
ring into the hub axle until the 
bottom face of the corn 
reaches the hub.

Screw the cup over the corn 
into the axle. 
Turn clockwise the cup to 
move the snap ring to the end.
Please go on even if the snap 
ring falls into the gap between 
the hub and the corn on the 
way.

Installation is completed when the snap ring 
fits to the correct groove.
Remove the tools from the axle. If it is hard 
to remove the corn, use a pin spanner.
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How to remove snap ring

Operation
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C-85
SPROCKET SNAP 
RING TOOL KIT

INSTRUCTION MANUAL

This is a tool kit for removing and installing 
snap rings which are securing the sprocket 
of bicycle rear wheel. 

Identification of parts and contents

Cup Corn

SetterRemover

MADE IN JAPAN

製品情報

C-85
Cリングツールキット
本品は自転車の後輪のスプロケット（ギヤ板）
を固定しているＣリングを取り外し、取り付け
を行うための工具キットです。

Cリングの取り外し方法

1 変速のための部品やダストシールをハ
ブから取り外します。

2 スプロケット（ギヤ板）とハブの勘合の
ためにある溝を確認し、リムーバー先端
をその隙間に挿入します。

3 リムーバー先端で
Cリングを引っ掛
け出し、何カ所か
の溝で同様に作業
を行うとCリング
が取り外せます。

各部の名称と入組明細

ご使用方法
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Cリングが外れた
瞬間に飛び出す恐
れがありますので
ご注意ください。

4962772150856

カップ部 コーン部

セッターリムーバー

Caution
Certainly do this work on the work 
bench. Otherwise, the hub or the tool 
could be damaged.

The snap ring could spring out 
suddenly. Pay attention not to 
be injured.
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First, put a snap ring onto 
the Corn. Do on the work 
bench.

Push snap ring to the 
bottom with the cup.

注意

Cリングの取り付け方法

1本器にCリングを取り付け
ます。テーブルなどの上に
コーン部を置き、Cリング
を乗せます。

その上からカップ部をかぶ
せ、カップ部を押しつけな
がら、Cリングをコーン部
のすそ部分へ移動させます。

2スプロケットをハブに装着します。

本器にCリングを取り付ける作業は、
必ずテーブルなどの上で行ってください。
ハブ軸に本器を取り付けながら行うと、
スムーズに作業が行えず、またハブ軸や
本器を破損させる恐れがあります。

3Ｃリングが取り付けられ
た状態のコーン部をハブ
軸のネジに取り付け、
コーン部の端面がハブ本
体に接するまでねじ込み
ます。

4コーン部の上から、カップ
部をハブ軸のネジにねじ
込みます。Ｃリングが設置
されるまでカップ部をね
じ込んでいきます。
途中、ハブとコーン部の
段差に Ｃリングが落ち込
む場合がありますが、そのままカップを
ねじ込んでいってください。

5所定の位置にＣリングが収まれば取り付
け完了です。カップ部とコーン部をハブ
軸から取り外してください。
コーン部が取り外しにくい場合は、ピン
スパナを使用してください。

ご使用方法




