モンキー純正ハンドル用

CO

スーパーマルチＬＣＤメーターキット
取扱説明書
商品番号
適応車種

：０９−０１−０９０６
：ＨＯＮＤＡ
１２Ｖモンキー

フレーム番号 ：Ｚ５０Ｊ−２０００００１〜
：ＡＢ２７−１０００００１〜
◎当社製ノーマルハンドル用フロントフォークキットで８インチの物は、
そのまま使用出来ますが、１０インチフロントフォークキットの場合は、
別途スピードメーターケーブル ０９−０１−００６７が必要になります。

・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。

PY
〜特

徴〜

○モンキー純正ハンドルはそのままで、多機能なスーパーマルチＬＣＤメーター（セパレートタイプ）を装着する事のできるキットです。

☆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、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社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。
◎ボルト、ナット類は一部再使用しますが、磨耗や損傷の激しい物は再使用せず、必ず新品の物をご使用下さい。

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。

・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。）
・ボルト・ナット類で再使用する部品については、よく点検し磨耗や損傷がある場合は必ず新品部品と交換してください。

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。

・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。）
・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
◎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、商品の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、商品お買い上げ後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、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。
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〜商

内

容〜
６

２

１

CO
３

品

５

４

７

１０

８

１３
１４

１１

１５

９

番号
１
２
３
４
５
６
７
８

部 品 名
メーターステー（ステンレス製）
ヘッドライトケース
コンビネーションスイッチカバー
タッピングスクリュー
スーパーマルチＬＣＤメーター本体（セパレートタイプ）
ハンドルクランプステー（Ｈ１）Ｓｅｔ
メーターコード
ピックアップコード

※６は本キットでは使用しません。

〜取
○作業をはじめる前に
１．水平で安全な場所で、メンテナンススタン
ド等を用いて車両を安定させます。
２．必ずバッテリーのマイナス端子の接続を
外してから作業を行って下さい。

○ヘッドライトケースの取り外し
１．ヘッドライトを固定している２本のビスを
取り外し、コネクターを外してヘッドライ
トを取り外します。

１６

１２

個数
１
１
１
２
１
１
１
１

番号
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

部 品 名
温度センサーセット
クッションラバー Ｓ
プレーンワッシャ ４ｍｍ
タッピングスクリュー（黒色）
タイラップ
６角穴つき止めネジ ３ｘ５
Ｌレンチ １.５ｍｍ
収縮チューブ

PY

り

付

け

要

個数
１
３
３
３
２
１
１
１

領〜

５．ライトケース両サイドのセットボルトを外し ○メーターステーの組み立て
て、ライトケースを車両から取り外し、車両側
１．ラバーブッシュ Ｓ（３個）を、本キットの
ワイヤーハーネス全てをライトケースから押
ステンレス製ステーに取り付けます。
し出します。
！ステーのエッジ部で手を切らないように注
セットボルト２本は再使用しますので、紛失
意して作業を行って下さい。
しないようにして下さい。
６．外したヘッドライトケースから、進行方向右側
の内側に付いているナットを外します。
接着剤で固定されている場合は、ケースを割
らないように注意しながら、こじって外しま
す。
このナットも再使用しますので、紛失しない
ようにして下さい。

２．スピードセンサーユニットを、ステー裏側に
写真と同じ向きになるよう取り付けます。
・ センサーに元々付いている４本のスク
リューで固定します。スプリングワッシャ
は使用しません。
・ 指定の向き以外に取り付けると、ケーブル取
り付け部が車両に干渉して付かない為、
ご注意下さい。

２．ニュートラルランプ・スピードメーターラ
ンプのコードの接続を、取り外します。
３．スピードメーターケーブル・スピードメー
ターセットスプリングを外し、スピード
メーターを取り外します。
４．メインスイッチのコネクターを、車両側ハー
ネスより外し、メインスイッチボディーを
支えている爪を、先の細いマイナスドライ
バー等で内側に押し込んで取り外します。
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３．コンビネーションスイッチカバーをタッピ
ングスクリュー（２本）で、ステーに取り付
けます。
４．スーパーマルチＬＣＤメーター本体を、
ステーに取り付け、ワッシャを通したスク
リュー（３本）で固定します。

５．スピードメーターケーブルをスピードセンサー
ユニットに取り付けます。
スピードメーターケーブル部が車両に干渉する
場合は、ステーに対するスピードセンサーの取
り付け向きの間違いが考えられます。
ステー組み立ての項に戻り、確認して下さい。

CO

５．スーパーマルチＬＣＤメーター本体から
出ているコネクターと、スピードセンサー
ユニットから出ているコネクター同士を接
続します。

◎左側のステーは曲げ加工をしてから、ハーネ
スを固定して取り付けます。
（ハーネスの固定を省略する場合は、ステーを

６．スーパーマルチＬＣＤメーター本体のメイ
ンハーネスのコネクターを、向きに注意し
てメーター本体に接続し、ラバーブーツを
はめ込みます。
（詳細は、別紙スーパーマルチＬＣＤメー
ターの配線接続図を参照下さい。）

７．純正ヘッドライトカバーより取り外してお
いた、メインスイッチをコンビネーション
スイッチカバーに通して取り付けます。

○車両への取り付け

１．車両のステアリングを固定しているスク
リューを外します。

２．ナットも外し、スクリューを完全に車両から
取り外します。

本来の角度から９０度回転させて取り付けるこ
とで、曲げ加工を省略できますが、盗難などに
遭遇した場合、メインハーネスを引っぱり出さ
れる恐れ等がありますので、ご注意下さい。）

４．別紙、スーパーマルチＬＣＤメーター本体の
スピードメーターケーブルがスピードセン
取り扱い説明書を参照し、間違いの無い様
サーユニットまで届かない場合は、フロント
確実に配線を接続します。
アクスルシャフトのナットを緩め、スピード
タコメーター用のパルス配線や、オプショ
メーターギヤユニットの取り付け角度を調整
ナルパーツのドレンボルト等を用いて温度
します。
センサーを付けた場合は、先程と同じよう
アクスルシャフトのナットを緩めた場合は、
にコードをヘッドライトカバーに引き込ん
必ず規定トルクで締め付けて下さい。
で配線しておきます。
トルク：３４．３〜４９ Ｎ・ｍ
（３．５〜５．０ ｋｇｆ・ｍ） ５．配線をかみこんだりしないように注意しな
がら、ヘッドライトを元通り組み付けます。
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○ヘッドライトケースの交換

６．バッテリーのマイナス端子を接続します。

１．ケース取り付けの前に、メインハーネスに
タイラップ止めされているステーを取り外し
ます。

３．先程メーターを取り付けたメーターステー
の長穴部に、ハンドルクランプスクリュー
を通し、車両に取り付けます。
４．元通りナットとステアリングハンドルを組
み付けます。
メーター本体がハンドルパイプや車両と干
渉しないよう取り付け位置を確認して、
しっかりと締め付けます

○作動点検

２．本キットに付属のライトケースに交換します。
車両側ハーネスをケース後部の穴から全て通 ・スーパーマルチＬＣＤメーターの取扱説明書
に従い、作動点検を行って下さい。
します。メインスイッチハーネスと、スーパー
・ヘッドライトユニットの脱着に伴い、ライトの
マルチＬＣＤメーターからのハーネスも同様
取り付け角度が変わっている可能性がありま
に通します。
すので、必要に応じてヘッドライトの光軸調
３．純正ヘッドライトケースに付いているナット
整を行って下さい。
とステーを再使用し、純正ヘッドライトケー
スを固定していたセットスクリューを用いて
固定します。
このとき、メインハーネスから取り外した

ステーをそのまま装着するとヘッドライト
ケースに干渉しますので、少しずつ曲げて角
度を調整してからハーネスを元通り固定し、
取り付けます。
（ステーは硬いので、バイス（万
力）等を用いて加工して下さい。）

◎右側にはナットを純正に付いていた向きとは
逆向きに取り付けます。
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