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☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

ストリームライン LED ウインカーキット　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ので、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。

◎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。　

◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。

◎当製品をご使用になる際には、キット付属のワイドレンジフラッシャーリレーを必ず取り付けて下さい。ワイドレンジフラッシャーリレーを取り付

　けないでご使用になられますと、点滅しない又は、点滅回数が変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。

◎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。

◎当製品は電源極性の指定があります。極性を逆に接続すると発光しません。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め頂いた販売店にお問い合わせ下さい。

適応車種 GROM

フレーム番号

JC61-1000001 ～ 1299999

JC61-1300001 ～

JC75-1000001 ～

製品番号 05-08-0483

■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。）

■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。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■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。）

■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および物的損害が想定される内容を示しています。

■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。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

　（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を

　絶対に置かないで下さい。（火災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。）

■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。（事故につながる恐れがあります。）

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およ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、材料およ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 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。

　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出来ません。予めご了承下さい。

◎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。

～特　徴～

○高品質なアルミボディとラバーマウントにより、耐久性と耐振性の両立を実現しました。

○高輝度 LED を 5 灯内蔵しており、被視認性に優れます。

○消費電力は 1灯あたり約 1W(12.0V 時 ) と、一般的な白熱球ウインカーより大幅に削減する事が出来ます。

○付属の弊社オリジナルの接続ハーネスによりカプラーオンで装着出来、純正同様のポジション灯機能を実現しました。

○ LED ウインカー取り付け時に必要となるワイドレンジフラッシャーリレーも付属しています。

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp
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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。

（注 1）⑪プレーンワッシャ 8mm( 外径 16mm) と⑬ 6角ナット 8mm を含みます。

　　　また、05-08-0407 はリア用として使用する場合、オスギボシ端子のサイズが異なります

　　　ので端子を下に記載しているφ 3.5( ホンダサイズ )のものに打ち替えてご使用下さい。

　　　品番：00-00-0270(ギボシ端子セット φ3.5ホンダサイズ/オスメス/各カバー付/5セット)

（注 2）フレーム番号 [JC61-1000001 ～ 1299999] の車両に取り付ける場合は 2個余ります。

（注 3）商品付属のワッシャよりも、リペア品は外径が１mm 程度大きくなっています。

（注 4）フレーム番号 [JC61-1300001 ～ /JC75-1000001 ～ ] の車両には使用しません。

（注 5）4個のうち、2個は使用しません。

（注 6）商品付属のナットはステンレス製ですが、リペア品はスチール製ユニクロメッキとなって  

　　　います。

番号 部　品　名 個数 リペア品番

1 LED ウインカー COMP.( フロント用 ) 2
05-08-0407 (2 ケ入り )( 注 1）

2 LED ウインカー COMP.( リア用 ) 2

3 フロントウインカーマウント 2 61314-KYZ-T10

4 スペーサー 4 00-05-0131

5 プレーンワッシャ  8mm（外径 22mm）（注 2） 4 00-00-0587 (5 ケ入り )

6 6 角高ナット 8mm 2 90000-08015

7 ウインカーポジションハーネス L( 橙色カプラ ) 1
00-05-0160 (L,R セット )

8 ウインカーポジションハーネス R( 水色カプラ ) 1

9 ワイドレンジフラッシャーリレー 1 05-08-0083

10 リアウインカーマウント 2 61315-KYZ-T001

11 プレーンワッシャ 8mm　（外径 16mm）（注 3） 4
00-00-0459 (8 ケ入り )

12 プレーンワッシャ 8mm　（外径 17mm）（注 4） 2

13 6 角ナット 8mm 4( 注 5) 00-00-0071 (2 ケ入り )( 注 6）

①フロント用 ③②リア用 ⑥

⑫ ⑬

⑦

⑨

⑧

④

⑩

⑤

◎ LED ウインカー COMP. には、前後の指定があり、コードに白テープが付いているものがリア用です。

　前後ウインカーとも左右の指定はありません。

白テープ

⑪

(注 5)
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※作業は水平で安全な場所で、メンテナンス

　スタンドをかけるなどして、車両をしっかり

　と安定させてから開始して下さい。

※ショートの恐れがある為、メインキーが OFF

　であることを確認します。

2. ヘッドライト ASSY. から、左右ウインカーの

　3P カプラ ( 水色と橙色のカプラ ) の接続を外

　します。

　ヘッドライト ASSY. から、底面のクリップと

　ボルト ( 写真○印部分 ) を外し、左右のカウ

　ルを取り外します。

3. 左右のウインカーステー (またはカウル )から

　ウインカー、ウインカーラバーを取り外します。

※写真はフレーム番号 [JC61-1000001 ～ 1299999]

　の車両ですが、ウインカー取り外し手順は同じ

　です。

　下図の矢印部にツメがあります。

　ツメを破損しないように注意して下さい。

　下図の番号通りにツメを外します。

4. ① LED ウインカー COMP.( フロント用 )の

　配線に、⑪プレーンワッシャ 8mm( 外径 16mm)

　と④スペーサー、③フロントウインカーマウ

　ントを通しウインカーステー (又はカウル )

　に形を合わせて取り付け、裏側から⑤プレー

　ンワッシャ 8mm（外径 22mm）、⑥ 6角高ナット

　8mm でウインカーを固定します。

　詳細は下図を参照して下さい。

※⑥ 6角高ナット 8mm にウインカーの配線を通

　す際は、ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。

※ LED ウインカーのコードに白テープが付いて

　いない物がフロント用です。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、　

　しっかり調整します。

※⑥ 6角高ナット 8mm 締め付け時の工具はオフ

　セットレンチを使用して下さい。

5.LED ウインカー COMP.( フロント用 )とウイン

　カーポジションハーネスの配線をそれぞれ下

　図のように接続します。ウインカーポジショ

　ンハーネス 3P カプラは、同色のフロントウイ

　ンカー 3P カプラに接続します。

　右ウインカー：水色カプラ

　左ウインカー：橙色カプラ

6. 純正のウインカーリレーを、キット付属の

　⑨ワイドレンジフラッシャーリレーに差し

　替えます。

1.4 本のボルトとカプラ 2箇所の接続を外し、ヘッ

　ドライト ASSY. を取り外します。

2. ヘッドライト ASSY. から左右ウインカーの 3P

　カプラの接続を外し、左右ウインカーステーを

　取り外します。

フロント

フレーム番号 [JC61-1000001 ～ 1299999] の

車両の場合

1.4本のボルトとカプラ 2箇所 (灰色 8Pカプラ、

　白色 9P カプラ ) の接続を外し、ヘッドライト

　ASSY. を取り外します。

フレーム番号[JC61-1300001～/JC75-1000001～]

の車両の場合

ウインカーステー

ウインカーステー
(またはカウル )

① LED ウインカー COMP.
( フロント用 )

③フロントウインカー
マウント

④スペーサー

⑥ 6角高ナット
 8mm

 ⑦⑧ウインカー
ポジション
ハーネス

ウインカー
ポジション
ハーネス
3P カプラ

フロントウインカー 3P カプラ

赤

赤 黒

黒 /白

スクリューを外す

ウインカーラバー

同色を
接続

1

3

2

◎手順 3に続きます。

■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。

7. 取り外したウインカーステー ( またはカウ　

　ル )、ヘッドライト ASSY. 等を純正サービス

　マニュアルを参照して取り付けます。

ギボシ端子

 ⑤プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 22mm)

 ⑪プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 16mm)
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リア

②LED ウインカー COMP.
( リア用 )

④スペーサー

⑩リアウインカーマウント

赤

黒緑

水色 (右ウインカー )
または
橙色 (左ウインカー )

白テープ

⑬ 6角ナット 8mm

リアフェンダー

1. シートを外して、写真の矢印部のボルト 2 本

　とスクリュー 4 本を外し、ボディカバーを取

　り外します。

2. ライセンスライトワイヤカプラの接続を外　

　し、3箇所のクリップから配線を外します。

3.ボルト4本を外して、車体からリアフェンダー

　ASSY. を後方に引きながら取り外します。

4. インナーフェンダーを固定しているスクリュー

　5 本を外して、インナーフェンダーを取り外し

　ます。

5. リフレクター下部のフランジボルトとワイヤー

　バンドを外し、フェンダーステーを取り外しま

　す。

6. 左右ウインカーの配線の接続を外し、ナット　

　を取り外して左右のウインカーとウインカープ

　レートをリアフェンダーから取り外します。

7. ② LED ウインカー COMP.( リア用 )の配線に、

　⑪プレーンワッシャ 8mm( 外径 16mm) と

　④スペーサー、⑩リアウインカーマウントを

　通しリアフェンダーに形を合わせて取り付け、

　裏側から⑤プレーンワッシャ 8mm（外径 22mm）

　と、⑬ 6角ナット 8mm でウインカーを固定し

　ます。

※⑬ナットにウインカーの配線を通す際は、

　ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、　

　しっかり調整します。

ライセンスライトワイヤカプラ

フランジボルト

ワイヤーバンド

フェンダーステー

インナーフェンダー

ボディカバー

8. ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接

　続します。

　接続配線色

　右ウインカー赤色→水色

　左ウインカー赤色→橙色

　左右ウインカー黒色→緑色

9. 取り外した部品をホンダ純正サービスマニュ

　アルを参照して取り付けます。

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始

動し、ウインカーが正常に作動するか確認しま

す。正常に作動しない場合は配線の接続等に問

題がないか確認して下さい。

特に、LED ウインカー COMP. は、フロント用と

リア用でギボシ端子のサイズが異なるので、間

違えて取り付けると、接触不良になる可能性が

あります。

確認

■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。

ギボシ端子

リアフェンダー ASSY.

フレーム番号[JC61-1300001～/JC75-1000001～]

の車両の場合

 ⑪プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 16mm)

 ⑤プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 22mm)
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2. シートを外し、ボディカバーを取り外します。

3. ライセンスライトワイヤカプラの接続を外　

　し、ワイヤーハーネスのクランプを外します。

　4 本のボルトを外し、ワイヤーハーネスを通

　して、リアフェンダー ASSY. を取り外します。

4. トリムクリップとスクリュー 4 本を取り外し、

　リアフェンダーからインナーフェンダーを取り

　外します。

6. ② LED ウインカー COMP.( リア用 )の配線に、

　⑪プレーンワッシャ 8mm( 外径 16mm) と

　④スペーサー、⑩リアウインカーマウントを

　通しリアフェンダーに形を合わせて取り付け、

　裏側から⑫プレーンワッシャ 8mm( 外径 17mm)

　と、⑬ 6角ナット 8mm でウインカーを固定し

　ます。

※⑬ナットにウインカーの配線を通す際は、

　ギボシ端子を片側ずつ通して下さい。

※ウインカーの角度はこの時点で決まるので、　

　しっかり調整します。

5. 左右ウインカーの配線の接続を外し、ナット　

　を取り外して左右のウインカーとウインカープ

　レートをリアフェンダーから取り外します。
7. ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接

　続します。

　接続配線色

　右ウインカー赤色→水色

　左ウインカー赤色→橙色

　左右ウインカー黒色→緑色

8. 取り外した部品をホンダ純正サービスマニュ

　アルを参照して取り付けます。

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始

動し、ウインカーが正常に作動するか確認しま

す。正常に作動しない場合は配線の接続等に問

題がないか確認して下さい。

特に、LED ウインカー COMP. は、フロント用と

リア用でギボシ端子のサイズが異なるので、間

違えて取り付けると、接触不良になる可能性が

あります。

確認

リアフェンダー

白テープ
赤

黒緑

水色 (右ウインカー )
または
橙色 (左ウインカー )

1. 左右のシュラウドを取り外します。

リアフェンダーステー

インナーフェンダー

フレーム番号 [JC61-1000001 ～ 1299999] の

車両の場合

■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。

ギボシ端子

ボディカバー

シュラウド

リアフェンダー ASSY.

ライセンスライトワイヤカプラ

② LED ウインカー COMP.
( リア用 )

④スペーサー

⑩リアウインカーマウント

⑬ 6角ナット 8mm

 ⑪プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 16mm)

 ⑫プレーン
ワッシャ 8mm
( 外径 17mm)


