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☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

ブレイズウインカー (4 個 � セット ) 取扱説明書

この度は、弊社製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。

◎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。予めご了承下さい。

◎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、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当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。

◎当製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。

◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

　取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要となる工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備

　が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

製品番号

05-08-0465( クリアレンズ )

05-08-0466( オレンジレンズ )

05-08-0467( スモークレンズ )

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及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。）

■製品及びフレームには、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。）

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、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。

■技術、知識のない方は、作業を行わないで下さい。（技術、知識不足等による作業ミスで、部品破損により、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、整備を行った際、損傷部品が見つかった場合、その部品を再使用せず損傷部品の交換を行って下さい。

　（そのまま使用すると、部品破損により、事故につながる恐れがあります。）

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉したような場所では、エンジンを始動しないで下さい。

　（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みの有無を確認し、緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。

　（部品の脱落等で、事故につながる恐れがあります。）

■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。）

■点検や整備を行う際は、当取扱説明書やサービスマニュアル等に記載されている、要領、手順に従って下さい。

　（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■指定した部品以外の部品使用は、一切行わないで下さい。（部品破損により事故につながる恐れがあります。）

■気化したガソリンの滞留は危険性が有る為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 � 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。

　なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎クリアレンズ、スモークレンズをご使用の際は必ず付属のハイパー LED バルブをご使用下さい。

　クリアバルブをご使用されますと道路運送車両法違反になり、使用者が罰せられます。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

適応車種

モンキー �25 (JB02-�00000� ～ )

(JB03-�00000� ～ )

モンキー �25 タイモデル (MLHJB02)(MLHJB03)

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-�6
TEL:072�-25-�357 FAX:072�-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

～特　徴～

○ノーマルウインカーをブレイズウインカーに変更する事で、無点灯時、及び点灯時共に車両を美しく演出します。

○ウインカーバルブを包み込む様に立体的に構成されたリフレクターを採用する事でノーマルとは異なる反射が可能となり、車両のドレスアップ効果

　を高めます。
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製品内容

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

　品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文

　下さいます様お願い致します。

※必ずハイパー LED バルブをご使用下さい。

※キットに付属する �2V�0W バルブは使用しません。

番号 部　品　名 個数 リペア品番

� レンズ COMP. 4

2 ソケットハーネス (T�0) 4 00-05-0329 (2 ケ入り )

3 ハイパー LED バルブ 4 05-08-0364

4 O リング 40mm 4 00-00-0094 (2 ケ入り )

5 ワイドレンジフラッシャーリレー � 05-08-0083

6 リレーコード � 00-05-0343

7 結束バンド 200mm 2 00-00-0�79 (�0 ケ入り )

① ④③② ⑤

⑦

⑥

○ボルト 3本を取り外しヘッドライトステーを

　取り外します。
※写真は左ウインカーの物です。右側も同様に

　作業して下さい。

○ヘッドライトユニット下部のボルト左右 2本

　を取り外します。

○ヘッドライトユニットの接続を外します。

○ヘッドライトを下部から分離させ上部の爪を

　外します。

○ウインカーの接続を外します。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

●フロントウインカーの取り外し
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○ヘッドライトステー裏のボルトを取り外し、

　ウインカー本体を引き抜きながらヘッド

　ライトステー裏からカラーを引き抜きます

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ウインカーを完全に引き抜きます。

○ウインカー下部のスクリューを取り外します。

○市販の樹脂性の内装はがし等を使用し、

　ウインカーレンズ下部に隙間を作ります。

○写真を参考に隙間に沿い⑦結束バンド 200mm を

　約 �80°移動させます。

●ウインカーレンズの交換

注意：無理に隙間を広げるとウインカー

　　　ボディーが破損します。

○ウインカーレンズ上部とウインカーボディーに

　隙間が出来たのを確認し、再度ウインカー下部の

　隙間に内装はがしを差し込みウインカーレンズを

　取り外します。

○ウインカーレンズが外れない場合は、もう一度

　⑦結束バンド 200mm を初めの位置から移動

　させ、下側の隙間を広げる工程から繰り返し

　ます。

○②ソケットハーネス (T�0) に③ハイパー LED

　バルブを取り付けます。

※この LED バルブは極性がありませんので取り

　付け向きの指定は有りません。

○①レンズ COMP. に差し込み矢印の方向に回転

　させます。

注意：回転させすぎると破損します。

注意：無理に隙間を広げるとウインカーボディー

　　　が破損します。

○①レンズ COMP. に④ Oリング 40mm を取り付け

　ます。

○ウインカーの配線をウインカーボディーに

　通し、取り付けます。

※①レンズ COMP. がボディーに嵌らない場合、

　④ Oリング 40mm にシリコンオイルを薄く塗布

　して下さい。

Oリング

○⑦結束バンド 200mm を隙間に差し込みます。

③ハイパー LED バルブ
②ソケットハーネス (T�0)

①レンズ COMP.
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　 注意：必ず規定トルクを守る事。

純正スクリュー

　トルク：4.2N・m（0.4kgf・m）

※写真は左ウインカーの物です。右側も同様に

　作業して下さい。

○ヘッドライトステーに配線を通しながら裏から

　カラーを取り付けます。

○純正スクリューを規定トルクで締め付けます。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○リアフェンダー内側のスクリュー 2本とトリム

　クリップ 2本を取り外しリアフェンダー Dを

　取り外します。

○左右ウインカーのギボシ 4本と、テールランプ

　のカプラー �個を取り外します。

○フランジナット 3個を外しテールランプ

　ユニットを取り外します。

○純正ボルトを規定トルクで締め付けます。

○ギボシを接続します。純正配線色、形状、本数は

　右ウインカー ： 空色メスギボシ（� 本）

　左ウインカー ： 燈色メスギボシ（� 本）

　アース ： 緑色オスギボシ（2本）

　となります。

　キットの配線色はすべて黒色ですので左右

　片方ずつ作業し、混同しないように注意して

　下さい。

○取り外しの逆手順でヘッドライトステー、

　ヘッドライトを取り付けます。

●フロントウインカーの取り付け

　 注意：必ず規定トルクを守る事。

純正ボルト

　トルク：5.2N・m（0.5kgf・m）

　 注意：必ず規定トルクを守る事。

ソケットボルト

　トルク：�2N・m（�.2kgf・m）
ボルト

　トルク：�0N・m（�.0kgf・m）

●リアウインカーの取り外し

橙色
緑色

緑色
空色

黒色
黒色

黒色
黒色

車体側 キット側

左
ウインカー

右
ウインカー

左
ウインカー

右
ウインカー

○ボルト 3本を外しテールランプを取り外します。

○スクリュー 2本、ボルト 2本を取り外し

　ウインカーを取り外します。

○ [●ウインカーレンズの交換 ]に準拠し

　ウインカーレンズを交換します。

ウインカー

テールランプ

リアフェンダー D

リアフェンダー D
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○ウインカーの配線を切り欠きに通し、テール

　ライトステーにフロントテールライトベース

　とリアテールライトベースを取り付け、

　ボルト 2本を規定トルクで締め付けます。

○テールランプを取り付けボルト 3本、

　スクリュー 2本を規定トルクで締め付けます。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

●リアウインカーの取り付け

　 注意：必ず規定トルクを守る事。

ボルト

　トルク：5.2N・m（0.5kgf・m）

　 注意：必ず規定トルクを守る事。

ボルト

　トルク：2.5N・m（0.25kgf・m）
スクリュー

　トルク：�.5N・m（0.�5kgf・m）

○組み付けの逆手順でテールランプユニットを

　車体に取り付けます。

○ギボシを接続します。純正配線色、形状、本数は

　右ウインカー ： 空色メスギボシ（�本）

　左ウインカー ： 燈色メスギボシ（�本）

　アース ： 緑色オスギボシ（2本）

　となります。

　キットの配線色はすべて黒色ですので左右片方

　ずつ作業し、混同しないように注意して下さい。

○テールランプのカプラを接続し、逆手順で

　インナーカバーを取り付けます。

橙色
緑色

緑色
空色

黒色
黒色

黒色
黒色

車体側 キット側

左
ウインカー

右
ウインカー

左
ウインカー

右
ウインカー

○サービスマニュアルを参考にガソリンタンク、

　シートを取り外します。

○純正のウインカーリレーを取り外します。

○ウインカーリレーのブーツの形状がキット付属

　のハーネスに合わず、雨水等が浸入する恐れが

　あります。

　画像を参考に切除するかビニールテープを巻く

　等の対策をして下さい。

○⑤ワイドレンジフラッシャーリレーを車体に

　固定したらサービスマニュアルを参考に

　ガソリンタンク、シートを取り付けます。

●ウインカーリレーの取り付け

注意：各部を点検しボルト、ナットに緩みが無い

　　　か確認して下さい。

注意：必ず点灯確認を行ってから走行して下さい。

テールライトステー

フロントテールライトベース

リアテールライトベース

スクリューボルト

ボルト

ボルト

スクリュー

○車両ハーネスに⑥リレーコードを接続し、

　⑤ワイドレンジフラッシャーリレーを接続します。

注意：ブーツを切除する際はハーネスを傷つけ

　　　ない様に注意して下さい。

切除

切り欠き

⑤ワイドレンジフラッシャーリレー

⑥リレーコード


