
DOPPELGANGER Parceiro 260-GR 改造まとめ

No. パーツ名 メーカー 名称・サイズ 型番 色 重量 購入価格 購入元 重要度 主な目的 乗車姿勢 快走化 利便性 軽量化 価格 見た目 取り外しに必要な工具換装などに必要な工具 備考

0 自転車本体 DOPPELGANGER
[バックフリッパー・シリーズ]
Parceiro（パルセイロ）

260-GR

British
Green（ブリ
ティッシュグ
リーン）
/Alpen
White（アル
ペンホワイ

27500 近所の自転車屋

旅先のチョイ専用。最大1日
30km。
輪行し易いように折りたたみ
は必須。飛行機輪行でぶん投
げられてもいいように、また使
用頻度も低いので価格の安い
モデルにしました。

○ ○
アーレンキー（6mm）
（折りたたみに使用）

0
ハブ玉押し調整
（パーツではありませんがと
ても重要です）

AAA

★★★パーツを換える前にま
ずはこの作業をすることをオ
ススメします。
購入時はタイヤの回転が非常
に悪かったのですが調整後は
本当に良くクルクル回ります。

◎
不器用な私が初めてチャレンジしました
が、何度かやり直しましたが比較的簡単
にできました。

1 クランクセット RONGDEXIN
シングルクランクセットCNC
52T 130mmBCD
クランク長170mm

（不明） シルバー 4000 ヤフオク C
ちょい乗り用なのでチェーンリ
ングガードが必須です。

○ ○
ボックスレンチ
（14mm）
コッタレス抜き

アーレンキー（8mm）
・AL 7075-T6
・恐らく平行輸入品
・固定ボルト2個も併せて購入しました。

2 チェーン KMC 7&8スピード用チェーン Z7 シルバー 1836 Amazon D ○ チェーンカッター チェーンカッター

3 ボスフリー DNP   
ボスフリー
7段ギア 11T-28T

LY-1107KFN シルバー 4453 Amazon A トップスピードの高速化 ○ ×
ボスフリー抜き
モンキーレンチ

ボスフリー抜き
モンキーレンチ

4 SHIMANO 両面SPDペダル PD-M520 シルバー 1980 サイクリー（中古） B ○ × ペダルレンチ（15mm） ペダルレンチ（15mm）
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

5 SHIMANO リフレクターユニット SM-PD22 ブラック 200 サイクリー（中古） B ○ × アーレンキー（3mm）
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

6 タイヤ Panaracer
パセラ コンパクト
[H/E 20x1.50]

8H205-PA-A
ブラック
（アメサイド）

2260 ビックカメラ A

旅先での利便性を考え高圧よ
りも耐パンク性を重視。
空気が多少抜けても安心。
黒のアメサイドでタイヤを薄く
大きく見せようとこのカラーに
しました。

○ ○ × ○
タイヤレバー
ボックスレンチ
（15mm）

タイヤレバー
ボックスレンチ（15mm）

7 リムテープ Panaracer
Poly-Lite [H/E 20inch
18mm]

PL2018HE 679 Amazon A 耐パンク性の向上 ○ ○ ×
タイヤレバー
ボックスレンチ

タイヤレバー
ボックスレンチ（15mm）

8 バルブ変換アダプター Panaracer エアチェックアダプター ACA-2 シルバー 650 ビックカメラ A

チューブは旅先での入手性を
優先してウッズバルブのまま
にして、空気圧の管理ができ
るようにエアチェックアダプ
ターを採用しました。シュレー
ダーバルブなので携帯ポンプ
との相性も良いです。ガソリン
スタンドでも空気が入れられる

○ ○ ×
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

9 シートポスト サイクルベースあさひ
アルミシートポスト
長さ：300mm 25.4mm

25042000 シルバー 292g （実測） 1880 サイクルベースあさひ AA
乗車ポジションの変更（サドル
位置を後ろにずらす）用です。

○ ○ ○ ○ ドライバー アーレンキー（6mm）

10 サドル Selle San Marco （不明） （不明） ブラック 0 物置在庫 C
固めのサドルにしました。
チョイ乗り用途なので元のサド
ルでも良いかもしれません。

○ ○ ○ ドライバー アーレンキー（6mm）

11 ステム KALLOY
UNO アヘッド可変ステム
25.4mm径 110mm

AS-820 シルバー 2267 ビックカメラ AA

乗車ポジションの変更（ハンド
ル位置を上げる）用です。
可変ステムに意味はありませ
ん。シルバー色で角度が付け
られるステムはコレしかなかっ
たので。

○ ○ × ○ アーレンキー（5mm）
アーレンキー
（4mm & 5mm）

12 コラムスペーサー 不明 （不明） （不明） シルバー 200 サイクリー（中古） D ○ アーレンキー（5mm） アーレンキー（5mm）
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

13 ヘッドキャップ LOUIS GARNEAU （不明） （不明） シルバー 100 サイクリー（中古） D ○ アーレンキー（5mm） アーレンキー（5mm）
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

14 バーテープ VELO MICROFIVER BAR TAPE BT-VL-051 ホワイト 1673 Amazon D ○ ハンマー

15 DIA-COMPE
ギドネットレバー
φ22.2mmハンドル対応

DC139 シルバー C
ブレーキをかけられるハンド
ルポジションを増やします。

△ △ ○ アーレンキー（4mm） ドライバー

・標準はφ23.8mm用なので260-GRのハ
ンドルに直接取り付け可能です。
（φ22.2mm用のクランプはシルベストサ
イクルのセット販売のみに付属していま
す。）

16 DIA-COMPE
GC202、204QC用アジャス
ターボルト

シルバー C
ブレーキワイヤーの調整をし
易すくします。

△
GC202、204QC用とありますがDC139にも
使えます。

17 ブレーキ（フロント） TEKTRO ミニVブレーキ 926AL BR-TK-221 シルバー 1296 Amazon A

効きがよくなります。
（元々換える気はなかったの
ですが、結果として効果的でし
た。）

○ ○ アーレンキー（5mm）
アーレンキー（5mm）
ドライバー（調整用）

カンチブレーキと同じ引き量なのでギド
ネットレバーで使えます。

18 ブレーキ（リア） TEKTRO ミニVブレーキ RX3 BR-TK-182 シルバー 1836 Amazon A

効きがよくなります。
（元々換える気はなかったの
ですが、結果として効果的でし
た。）

○ ○ アーレンキー（5mm）
アーレンキー（5mm）
ドライバー（調整用）

カンチブレーキと同じ引き量なのでギド
ネットレバーで使えます。

19 ブレーキワイヤー（フロント） ALLIGATOR
ブレーキ用インナーケーブ
ル

LY-BSTSK10UB 255 Amazon D ○ ワイヤーカッター ワイヤーカッター

20 ブレーキワイヤー（リア） ALLIGATOR
ブレーキ用インナーケーブ
ル

LY-BSTSK20UB 230 Amazon D ○ ワイヤーカッター ワイヤーカッター

21 泥除け DOPPELGANGER
イージーマッドガードセット
簡易マッドガード
フロント用/リア用セット

DMS147-BK ブラック 1155 Amazon C
簡易ながら背中にドロがつか
ないように。軽量で普段はサ
ドルに収納できるのが魅力で

○

22 リング錠 J&C ALリング錠 JC-015CLBAL シルバー 2000 サイクルベースあさひ C

コンビニに寄ったときなどにす
ぐに鍵をかけられるように購
入しました。軽量なのが魅力
です。
19mm用取り付けバンドで無理

○ ドライバー
価格はだいたいの値です（正確な価格は
忘れてしまいました。）

23 ワイヤー（駐輪用） SAGISAKA フリ-ワイヤ- コイル 120cm 43993 シルバー 512 Amazon C
長時間の駐輪時にワイヤーで
電柱などへの固定に使用しま

○

24 フロントライト SANDEN 3連LEDライト LD-606 シルバー 0 物置在庫 C
25 テールフラッシャー CAT EYE テールライト TL-LD250ｰR ブラック 0 物置在庫 C ドライバー

26 スピードメーター CAT EYE
CATEYE CORDLESS 2
サイクロコンピュータ

CC-CL200 ブラック 600 サイクリー（中古） C ドライバー
購入したのは本体飲み。センサー部は物
置在庫

27 アクセサリーマウント MINOURA スペースグリップ （不明） シルバー 0 物置在庫 C

CC-CL200は電波の到達距離
が短いのでメーター本体位置
を下げる（センサーに近くす
る）ために使用します。

ドライバー
アーレンキー

3370 シルベストサイクルブレーキレバー

ペダル
SPDとフラット面と両方が使え
るようにこの組み合わせにし
ました。


