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・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆
◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
◎補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
◎取り付けの際には適切な工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。尚、この取扱説明書やホンダ純正サービス
　マニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のあ
　る専門店へご依頼されることをお勧め致します。
◎ボルト、ナット、ノックピン、ガスケットは再使用しますが、摩耗や損傷が激しいものは再使用せず、必ず新品のものをご使用下さい。
◎当製品取り付けの際に、下記の特殊工具が必要になります。
　・クラッチセンタホルダ（Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ）
　・ユニバーサルホルダ（ＺＯＯＭＥＲ／Ｂｉｔｅ／ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ／Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ／ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ）

ハイスピードプーリーＫＩＴ　取扱説明書

商品番号：０２－０１－７００９

適応車種およびフレーム番号

・

・

・

・

・
・

・

・

・

・

・

・

・

販売呼称 機種名 フレーム番号 備考
Ｔｏｄａｙ ＮＶＳ５０１ＳＨ２ ＡＦ６１－１０００００１～
Ｄｉｏ ＮＳＫ５０ＳＨ　４ ＡＦ６２－１０００００１～

ＮＰＳ５０　１ ＡＦ５８－１０００００１～１０９９９９９
ＮＰＳ５０　２ ＡＦ５８－１１００００１～１１９９９９９
ＮＰＳ５０　３ ＡＦ５８－１２００００１～
ＮＰＣ５０　２ ＡＦ５９－１０００００１～１０９９９９９
ＮＰＣ５０　３ ＡＦ５９－１１００００１～

ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ
ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ　ｌ アイドル　ストップシステム

ＡＦ５５－１２００００１～１２９９９９９
ＡＦ５５－１１００００１～１１９９９９９
ＡＦ５５－１２００００１～１２９９９９９
ＡＦ５５－１２００００１～１２９９９９９
ＡＦ５５－１１００００１～１１９９９９９

ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ
ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ　ｌ アイドル　ストップシステム
Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ ＡＦ５６－１０００００１～１０９９９９９ ドラムブレーキ仕様

ディスクブレーキ仕様
アイドルストップ仕様

Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ ＡＦ５６－１１００００１～１１９９９９９ ドラムブレーキ仕様
ディスクブレーキ仕様
アイドルストップ仕様

Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ　Ｚ４ ＳＫＸ５０Ｓ　２ ディスクブレーキ仕様
Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ ＳＫＸ５０　３ ＡＦ５６－１２００００１～ ドラムブレーキ仕様

ディスクブレーキ仕様
アイドルストップ仕様

ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ ＣＨＸ５０　Ｘ
ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ　ＤＸ ＣＨＸ５０　Ｘ－Ⅱ アイドル　ストップシステム

ＣＨＸ５０　Ｘ－Ⅲ
ＣＨＸ５０　Ｘ－Ⅳ

ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ ＣＨＸ５０　Ｙ
ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ　ＤＸ ＣＨＸ５０　Ｙ－Ⅱ アイドル　ストップシステム

ＣＨＸ５０　Ｙ－Ⅲ
ＣＨＸ５０　Ｙ－Ⅳ

ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ　ＤＸ ＣＨＸ５０　Ｙ－Ⅴ アイドル　ストップシステム
ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ ＣＨＸ５０　Ｙ－Ⅵ
ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ ＣＨＸ５０　１ ＡＦ５４－１２００００１～１２９９９９９

アイドル　ストップシステム

Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ　ＤＸ ＳＫＸ５０　２

ＡＦ５５－１０００００１～１０９９９９９

ＡＦ５５－１３００００１～

ＡＦ５７－１０００００１～１０９９９９９

ＡＦ５７－１１００００１～１１９９９９９

ＡＦ５７－１２００００１～

Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ　ＤＸ

Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ　ＤＸ
ＳＫＸ５０　２

ＺＯＯＭＥＲ

Ｂｉｔｅ

ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ

ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ　ｌ

ＣＨＦ５０　１

ＣＨＦ５０　２

ＣＨＦ５０　３

ＳＫＸ５０　１

ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ

ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ

ＡＦ５４－１０００００１～１０９９９９９

ＡＦ５４－１１００００１～１１９９９９９

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。
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～商　品　内　容～

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて
　頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対
　象となりません。
◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

 ・一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
　　（法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。）
 ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行って下さい。

　　（火傷の原因となります。）
 ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
　　（部品の破損、ケガの原因となります。）　
 ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
　　（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
 ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
　　（ケガの原因となります。）
 ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。

　　（部品の脱落の原因となります。）
 ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必
　 ず新品部品と交換して下さい。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

 ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
　　（事故につながる恐れがあります。）
 ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。
　　（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

 ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
　　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
 ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

　警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

番号 部　品　名 個数
１ ムーバブルドライブフェース １
２ ランププレート １
３ スライドピース ３
４ ドライブフェースボス １

※４のドライブフェースボスは、Ｔｏｄａｙ、
　Ｄｉｏ（ＡＦ６２）のみ使用します。

　その他の車種には使用しないで下さい。

部　品　名 リペア品番 入数
Ａ スライドピースセット ０２―０１０―００１７ ３

１

４
３

２

Ａ
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～取　り　付　け　要　領～
・水平な場所でセンタースタンドにて車両を確実に支え、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている状態）に行って下さい。
・ホコリやオイル等の汚れを取り除き、きれいにしながら各パーツを取り外していくようにして下さい。
・取り外したボルト、ナット類は無くさないよう、どの場所に使用するか解かるように保管して下さい。
・ウエイトローラー、ドライブベルト、ムーバブルドライブフェースに油脂等を付着させないで下さい。
・Ｌ．クランクケースカバーを外した状態でセルスターターを回さないで下さい。

○Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ（ＡＦ６２）

１．エアダクトを固定してあるバンドスクリュをゆるめ、Ｌ．クランク　
　　ケースカバーからダクトを取り外して下さい。

２．Ｌ．クランクケースカバーを固定してあるボルト６本を外し、Ｌ．クラ
　　ンクケースカバーを取り外して下さい。

３．クラッチセンタホルダにてドライブプーリフェースを固定し、
　　プーリーフェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレー　
　　ト、ドライブプーリフェースを外して下さい。
　　注意：Ｌ．クランクケースの合わせ面を傷つけないように注意して下

　　さい。

４．ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえウエ
　　イトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェースボス
　　と共に取り外して下さい。

５．別売りウエイトローラーを、①ムーバブルドライブフェースに取り

　　付けて下さい。
　　注意：ウエイトローラー及び①ムーバブルドライブフェースに油脂
　　　　　を付着させないで下さい。

６．②ランププレートに③スライドピースが取り付けてある事を確認し、
　　項目（５）で組み立てた①ムーバブルドライブフェースに取り付けて
　　下さい。

７．①ムーバブルドライブフェースに④ドライブフェースボスを取り
　　付け、②ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付け
　　て下さい。
　　注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。

８．ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

９．ドライブプーリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクラン
　　クシャフトに取り付け、クラッチセンタホルダにてドライブプーリ
　　フェースを固定しながら、プーリーフェースナットを規定トルクにて
　　締め付けて下さい。
　　この時、プーリーフェースナットの座面にエンジンオイルを塗布して
　　下さい。
　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。

　　　　　Ｔ＝５９Ｎ・ｍ（６．０ｋｇｆ・ｍ）

エアダクト

バンドスクリュ

Ｌ．クランクケースカバー

ボルト

クラッチセンタホルダ プーリーフェースナット

ワッシャ

ドライブプーリフェース

ドライブベルト ドライブフェースボス

ムーバブルドライブフェース

クラッチセンタホルダ プーリーフェースナット

ワッシャ

ドライブプーリフェース
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１０．Ｌ．クランクケースカバーにシールラバー及びノックピン２本が付
　　　いてある事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、ボルト
　　　６本を対角に数回に分けて規定トルクにて締め付けて下さい。
　　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

１１．エアダクトをＬ．クランクケースカバーに取り付け、バンドスクリュ
　　　が下になるよう向け、確実に締め付けて下さい。

○ＺＯＯＭＥＲ／Ｂｉｔｅ／ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ／

　Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ／ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ

１．エアクリーナーケースのボルト１本と、ベルトケースカバーを固定
　　してあるボルト７本を外し、ベルトケースカバーを取り外して下さ　
　　い。
　　この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に外れます。

２．ユニバーサルホルダにてドライブプーリフェースを固定し、プーリー
　　フェースナットとワッシャを取り外し、ラチェットプレート、ドライ
　　ブプーリフェースを外して下さい。
　　注意：ベルトケースの合わせ面を傷つけないように注意して下さい。

３．ムーバブルドライブフェースを、裏側のランププレートを押さえ
　　ウエイトローラーが落下しないよう注意しながら、ドライブフェース
　　ボスと共に取り外して下さい。

４．別売りウエイトローラーを、①ムーバブルドライブフェースに取り
　　付けて下さい。
　　注意：ウエイトローラー及び①ムーバブルドライブフェースに油脂
　　　　　を付着させないで下さい。

５．②ランププレートに③スライドピースが取り付けてある事を確認し、
　　項目（４）で組み立てた①ムーバブルドライブフェースに取り付けて
　　下さい。

６．①ムーバブルドライブフェースにドライブフェースボスを取り付け、
　　②ランププレートを押さえながらクランクシャフトに取り付けて下さ
　　い。
　　注意：ドライブベルトに油脂を付着させないで下さい。

　　　　：キット内のドライブフェースボスは使用しないで下さい。

７．ドライブベルトをドライブフェースボスに通して下さい。

８．ドライブプーリーフェース、ラチェットプレート、ワッシャをクラン
　　クシャフトに取り付け、ユニバーサルホルダにてドライブプーリ
　　フェースを固定しながら、プーリーフェースナットを規定トルクにて
　　締め付けて下さい。
　　この時、プーリーフェースナットの座面にエンジンオイルを塗布して
　　下さい。
　　注意：規定トルクを必ず守って下さい。

　　　　　Ｔ＝３２Ｎ・ｍ（３．３ｋｇｆ・ｍ）

ボルト

Ｌ．クランクケースカバー

エアクリーナーケースボルト

ベルトケースカバー クランプ

ベルト

ラチェット
　プレート

ユニバーサルホルダ

ドライブプーリ
　　　フェース

ナット、ワッシャ

ボス

ベルト

ムーバブルドライブ
　　　　　フェース

ベルト

ラチェット
　プレート

ユニバーサルホルダ

ドライブプーリ
　　　フェース

ナット、ワッシャ
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９．ベルトケースカバーにシールラバー及びノックピン２本が付いてある
　　事を確認し、クランクケースカバーを取り付け、エアクリーナー
　　ケースのボルト１本と、ボルト７本を対角に数回に分けて締め付けて
　　下さい。
　　この時、ブレーキケーブルのクランプも同時に取り付けて下さい。

ウエイトローラー対応リスト
取り付け車両、ライダーの体重等でセッティングが異なりますの
で、お客様の好みのセッティングを行なう目安として下さい。

エンジン ウエイトローラー その他装着パーツ
ノーマル ６．５ｇ

●ＺＯＯＭＥＲ／Ｂｉｔｅ／ｃｒｅａ　ＳＣＯＯＰＹ／

　Ｓｍａｒｔ　Ｄｉｏ／ＧＩＯＲＮＯ　Ｃｒｅａ

　テスト車両：ＺＯＯＭＥＲ

エアクリーナーケースボルト

ベルトケースカバー クランプ

シールラバー ノックピン

●Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ（ＡＦ６２）

　テスト車両：Ｔｏｄａｙ

エンジン ウエイトローラー その他装着パーツ
５．０ｇ
５．０ｇ ＴＲマフラー
４．２ｇ ハイギア
４．２ｇ ＴＲマフラー、ハイギア

Ｓ－Ｓｔａｇｅ ６．５ｇ（ＳＴＤ）

ノーマル

別売りセッティングパーツ
●スーパーＸウエイトローラー（ＨＯＮＤＡφ１６×１３，３個ＳＥＴ）
　・４．５ｇ：０２－００－１０４５
　・５．０ｇ：０２－００－１０５０
　・７．５ｇ：０２－００－１０７５
　・８．０ｇ：０２－００－１０８０

　・８．５ｇ：０２－００－１０８５

別売りパーツ

●Ｓ－Ｓｔａｇｅ（８１ｃｃ）
●トラックロードマフラー　

●ハイパーカムシャフト
●ビックボアキャブレター
●ハイギアキット
●Ｈｙｐｅｒ　Ｓ－Ｓｔａｇｅ
　　　　（Ｓ－Ｓｔａｇｅボアアップキット＋ハイギア＋キャブレター）
　　　　　　　　　　　　　　：０１－０５－５１０３

：０１－０５－５１０
：０４－０２－２７２

：０１－０８－０４７
：０３－０５－３３０
：０２－０４－６０１１

Ｔｏｄａｙ／Ｄｉｏ（ＡＦ６２）

〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号

ＴＥＬ　　　　　　　　　　０７２１―２５―１３５７
ＦＡＸ　　　　　　　　　　０７２１－２４－５０５９

お問い合わせ専用ダイヤル　０７２１―２５―８８５７
ＵＲＬ　　　　　　　　　 http://www.takegawa.co.jp


