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製品の登録：
http://allensportsusa.com/about/product-registration
にてご購入の製品の登録を行ってください
製品ワランティーの資格を得、また重要な製品に関す
る連絡を受け取るために

警告： 自転車やラックを道路上に落とすと、大怪我につながる重大な事故を起こすおそれがあります。この取扱説明
書の記載どおりに正しく取り付けることができない車両では、ラックを使用しないでください。
• ラックは1 1/4または or 2インチのレシーバーヒッチの付いた車両にのみお使い頂けます。
• トレーラーや車両の前部には絶対に使用しないでください。
• 自転車は、タイダウンまたは、必要に応じ追加ストラップを使って載せてください。
• すべてのボルトとピンが締まっており、ラックと自転車が固定されているか時々確認してください。
• バイク3台 (最大積載量 100 ポンド・45㎏) 以上載せないでください。- また、タンデム、モペット、リカンベントを載せないでください。

車両のテールライトが隠れないようにしてください。
• 慎重な運転を心掛けてください (特に凸凹のある道)。未舗装路では使用しないでください。
• ラックのどこかが損傷、摩耗、または欠損している場合は使用しないでください。交換部品については、R. A.Allen Co., Inc. にお問い合

わせください。

注意： Allen 532QRはお客様の地域の車両および交通の法規に従っ
て使用してください。
• ラックの取り付けや自転車の積み込みは、交通量の多い道路から

離れた場所で行ってください。
• ラックと自転車の全体が道路と高温の排気から安全な距離を保つよう

にしてください。
• ラックを垂直に取り付け、ロックした状態でのみ車両を運転してく

ださい。
• 自転車は、車両の幅からはみ出ないようにしてください。
• 使用していない時には、ラックを車から取り外すか、キャリーア

ームをたたんでください。

部品： 532QR BOXには次の部品が含
まれます。

1-フィラープレート付
きヒッチインサート

1-キャリーアーム
アッセンブリー

1-QRポスト

フィラープ
レート

1—ハードウエアキット,
内容品：
2本－3/8 X 2 1/2インチボルト 

1本－3/8 X 3インチボルト 

3本－3/8インチロックナット  

2本ーキー  

1本ーキーチェーン

ラックを組み立てる：
手順1

• 各部品の下部の穴が合うように、QRポストの下部
をヒンチインサートに挿入してください。

• 3/8 X 3インチのボルトを穴に差し込み、3/8インチ
のロックナット1個に締め付けてください。

• 上部の穴が並ぶように、QRポストを垂直位置に回
してください。QRクリップを穴に差し込み、ワイ
ヤーリテーナークリップで固定してください。

• レンチ2本でナットとボルトを締め付けてください。

QRポスト

QRクリップ

3/8 X 3インチボ
ルト

3/8イインチロ
ックナット

ヒッチイン
サート

必要工具： 9/16インチー2本、3/4インチのレンチー2本; ま
たはモンキーレンチー2本

手順2

• キャリーアームアッセンブリーを
RRポストの下部に差し込み、各部
品の穴を合わせます。

• 3/8 X 2 1/2インチのボルトをそれ
ぞれの穴から差し込み、3/8インチ
のロックナット1個に締め付けて
ください。

• レンチ2本でナットとボルトを締め
付けてください。

注： 作業完了後、両方の部品
がしっかり固定されているこ
とを確認してください。

重要：
ラックが垂直の位置にあると
き、QRクリップのワイヤーリ
テーナー、使用中ラックが落
ちないよう閉じた位置にある
ようにしてください。

キャリーアームアッセ
ンブリー

3/8 X 2 1/2イン
チのボルト
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ラックを車両に取り付ける：
このラックは、自動車に純正品として取り付けられたクラス II 1 1/Aインチ、
CLASS IIIまたはIV 2インチのレシーバーヒッチとのみお使いください。この
ラックを種類を問わずトレーラーには絶対に使用しないでください。

ヒッチインサートは、車両に合わせてヒッチサイズを調
節してください。2インチのヒッチの場合、ラックを車
両に取り付ける前に、フィラープレートをフィラープレ
ートスクリューで取り付けてください。1 1/4インチのヒ
ッチの場合、フィラープレートとスクリューを取り外し
てください。スクリュー保管用にフィラープレートに穴
が1つ開いています。これらの部品は必要時に使用でき
るよう保管しておいてください。

スクリュー

フィラープレート

手順1： ロッキングノブでヒッチインサートウエッジを
締め付ける/緩められるよう、キーをロックに差し込み、
反時計回りに回します。

手順2： ロッキングノブを反時計回りに回し、ヒッチイ
ンサートウエッジをゆるめます。

手順3： ヒッチスプリングピンが車両のレシーバーヒッ
チの穴に入るまで、ヒッチスプリングピンを押し下げ、
ラックをレシーバーヒッチに差し込みます。

手順4： ロックノブを時計回りに回し、レシーバーヒッ
チ内側のラックを締め付けます。正しく固定されたラッ
クが、レシーバーヒッチ内側の動きの影響を受けないよ
うに、締めすぎに注意してください。

手順5（オプション）: ロッキングノブが軽く回るように
キーを差し込み、時計回りに回します。これでラックを
車両に固定できます。
ラックを車両から取り外すには、上記の手順1～3を行っ
てください。

キーを回してロック/
ノブをゆるめる

時計回りに回してロ
ック、反時計回りで
ゆるめる

ヒッチインサー
トウエッジ

スプリン
グピン

キャリーアームをたたむD.

1. 取り外し可能な装備品(ポンプ、バッグなど) をすべて自転車から外し、クイックリリース ハブがすべて締まっていることを確
認します。

2. 1台目の自転車をチェーンとギアをラックと反対側に向けて積み込みます。自転車が車両に接触しないようにしてください。
3. 次の自転車を反対向きに積み込みます。最適な重量配分のために、重い自転車を最初に積み込み、軽い自転車を外側に積み込

みます。必要に応じて、自転車の接触点の間に緩衝材を入れます。
4. 自転車を積み込んだら、ラック全体がしっかりと固定されていること、ノーウォブルボルトが締まっており、ラックがきちん

と収まっていることを確認します。リアウィンドウからの視界が限定される場合があります。バックアップとしてサイドミラ
ーを適宜使用してください。

女性用フレームの取り付けに関する特別な注意：
フロントトップチューブの下に一方のキャリー アームを置きます。もう一方のキャリーアームで、タイダウンクレードルを回し、シー
トチューブの後ろ、リアダウンステイの下の積み込み場所に置きます。この方法には ALLEN 900B アダプターバーもお勧めします。

• キャリーアームをたたむには、
キャリーアームアッセンブリー
からQRクリップを取り外し、
キャリーアームを垂直位置に
回してください。

• QRクリップの上でワイヤーリ
テーナーが正しく閉まるよう、
QRクリップを取り付けてくだ
さい。

• 重要： ワイヤーリテーナーは、
使用中キャリーアームを垂直位
置に保つよう十分に閉めてくだ
さい。1ページの手順2の図をご
参照ください。

アームを垂直
位置に回す

QRクリップ

自転車をラックに積み込む：

自転車をラックに固定する： すべての自転車をしっかりとラックに縛り付けてください。個別にタイダウンストラップ
を使用してください。必要に応じて、追加のストラップを使用してください。

1.自転車をクレードルに置きます。 2.ストラップを装着します。 3.ストラップをしっかりと引っ張ります。

4. 70インチ（別売）で、自
転車をボトムブラケット
に引き寄せてください。
ストラップで車輪も固定
してください。

ALLEN の生涯保証：
ALLEN 自転車ラックの仕上げや素材に欠陥が見つかった場合、
ALLEN は最初の購入者の生涯にわたって無料でラックの修理ま
たは交換を行います。この保証は、日常使用による損傷または摩
耗や、一般的な摩耗または損傷には適用されません。

当社のソーシャル メディア サイトで
最新ニュース、情報、無料サンプル
、画像を入手できます。

R. A. ALLEN CO., INC.—ALLEN SPORTS USA

36 MAPLEWOOD AVE

PORTSMOUTH, NH 03801, USA

(800) 722-5536 FAX:(772) 234-5796

CUSTOMERSERVICE@ALLENSPORTSUSA.COM
WWW.ALLENSPORTSUSA.COM

©2018 R. A.ALLEN CO., INC., ALL RIGHTS RESERVED

詳しい製品情報とディー
ラーリストについては、
弊社のQRコードをスキャ

ンしてください


