アドレスＶ１２５用

ＬＥＤテールランプキット

CO

商品番号

取扱説明書

：０９−０３−１９４７（レッドＬＥＤ）
：０９−０３−１９４８（クリアＬＥＤ）

：ＳＵＺＵＫＩ アドレスＶ１２５
適応車種
フレーム番号：ＣＦ４６Ａ−１０００００〜
：ＣＦ４ＥＡ−１０００００〜

・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。
◎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。

〜特

長〜

○アドレスＶ１２５のテールランプを、ＬＥＤ化するキットです。
○純正のテールランプハウジングをそのまま利用する為、テールランプユニット全てを外すといった大掛かりな作業は不要です。
○ＬＥＤ化するだけでなく、テールランプとウインカーランプのクリアレンズも付属している為、テールランプ周りの雰囲気を一新する事が出来ま

PY

す。
○ＬＥＤテールランプには、当社製スリムＬＥＤテールランプを採用している為、ナンバー照明も白色で、クリアテールレンズにはリフレクターも
備えていますので、問題なく公道でご使用頂けます。

☆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や取り付けされた場合は、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リペア品番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。

注意

この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。

・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。）

警告

この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、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致しません。あらかじめご了承下さい。
◎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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１１
１０

３

１２

入数
部 品 名
数量
リペア品番
ＬＥＤテールランプ レッド（配線加工済み） ２ ３３７０１−３３Ｇ−Ｔ００ １
１
ＬＥＤテールランプ クリア（配線加工済み） ２ ３３７０１―３３Ｇ―Ｔ１０ １
２ ＬＥＤテールランプステー
１ ３３７０３−３３Ｇ−Ｔ００ １
３ ランプステーカラー
２ ３３７０４−３３Ｇ−Ｔ００ １
４ クッションラバー
２ ００―００―００９９
４
５ テールレンズ（クリア）
１ ００―００―０２８９
１
６ Ｌ.ウインカーレンズ（クリア）
１
００―００―０２９０
１
７ Ｒ.ウインカーレンズ（クリア）
１
８ ウエッジベースバルブ（アンバー）
２ ００―００―０２９１
２
９ テールバルブソケット
１ ３３７２０−３３Ｇ−Ｔ００ １
１０ エレクトロタップ
１ ００―０５―００１５
５
１１ カッティングシート
１ ３３７１０−３３Ｇ−Ｔ００ １
１２ パンスクリュー ３Ｘ２５
４ ００―００―０１１２
４

番号

PY

※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。
あらかじめご了承下さい。
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。

〜取
●ＬＥＤテールランプの組立て

り

付

け

１．②ＬＥＤテールランプステーの両サイドの穴に、④クッションラバー
を取り付けます。
２．ＬＥＤテールランプに付いているスクリューを全て外し、ワッシャと
スプリングワッシャ及びナットを保管しておきます。
ここで取り外したスクリュー（Ｍ３Ｘ３０）は、本キットの取り付け
には使用しません。
３．ＬＥＤテールランプ１個のナンバー照明部分に、⑪カッティングシー
トを貼り付けます。

要

領〜

４．②ＬＥＤテールランプステーのレーザーマーキングがある面に、ＬＥ
Ｄテールランプを取り付けます。
先程カッティングシートを貼り付けたランプが上側になるようにし、
⑫パンスクリュー３Ｘ２５と、最初に取り外したワッシャ・スプリン
グワッシャとナットで取り付けます。
注意：ナンバー照明部に、カッティングシートを貼ったＬＥＤテール
ランプが、必ず上側になるように取り付けて下さい。
ナンバープレートを正しく照明で照らしていなければ整備不良
となり、運転者が罰せられます。

カッティングシートを貼った
ＬＥＤテールランプ
（カッティングシート部を下向きで）
カッティングシートを貼らない
ＬＥＤテールランプ
（ナンバー照明を下向きで）
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５．ＬＥＤテールランプステーの配線を、⑨テールバルブソケットに接続
します。
配線色が同じ色同士のテールバルブソケットのギボシ端子と、ＬＥＤ
テールランプのギボシ端子を接続して下さい。
また、ギボシ端子の金属部分が露出しないように、テールバルブソ
ケットのスリーブでしっかりと覆う様にして下さい。

CO

２．トランクボックス下メインハーネスの矢印部分（シリンダー上あたり
で２つに分かれる前の太い部分）のテープをほどき、カバーをめくっ
て配線を露出させます。

●純正レンズ・バルブの取り外し

１．水平で安全な場所で、車両のセンタースタンドを用いてしっかりと車
両を安定させます。
２．バッテリーのマイナス端子を外しておきます。
３．純正テールレンズを固定しているスクリューを取り外し、テールレン
ズとウインカーレンズを取り外します。
純正テールレンズを固定しているスクリューは再使用しますので、紛
失しない用に保管しておいて下さい。
注意：テールレンズを外すと、同時にウインカーレンズも外れますの
で、不用意に脱落しない様にテープで仮固定するなどする事を
お奨めします。
４．テールバルブとウインカーバルブを取り外します。

■重要■

３．サービスマニュアルの配線図を確認し、テールランプのスモールラン
プの＋配線（黄色に白色ラインが入っているコード）を切断します。
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ご使用になる車両のフレーム番号が、ＣＦ４６Ａ−で始まる車両の
場合は、次の「●配線の加工」に進んで下さい。
フレーム番号が、ＣＦ４ＥＡ−で始まる車両の場合は、次の配線の
加工は行わずに、
「●ＬＥＤテールランプ・ウインカーバルブの取付 ４．サービスマニュアルの配線図を確認し、キーＯＮで１２Ｖ電源が入る
＋配線（オレンジ色に黒色ラインが入っているコード）に、切断した
け」に進んで下さい。

●配線の加工

ハーネスの車両後側の切断部（テールランプに繋がっている側）の線
をエレクトロタップで接続します。
また、車両前側の切断部がショートしないようにビニールテープ等を

注意：配線の加工は、フレーム番号が、ＣＦ４６Ａ−で始まる車両のみ
行って下さい。

巻くなどして、絶縁しておきます。

１．純正サービスマニュアルを参照し、フィラーキャップとトランクボッ
クス前方のスクリュー２本・ボックス前方底部のスクリュー２本・
ボックス後方のスクリュー３本を取り外し、トランクボックス（メッ
トインスペース）を全て取り外します。

エレクトロタップの取り付け方法について
接続しようとするコードをそれぞれ
エレクトロタップの溝に合わせ、位置
決めをし（テールランプ側の配線を
しっかりストッパーに当てて下さい）
⇒部分から折り返して下さい。これで
コードが仮止めされます。
ストッパー

次に接続端子がついている方を
折り返して下さい。プライヤー
などで完全にロックするまで
しっかりと押さえて下さい。

接続端子

１２Ｖ電源ハーネス

テールランプのコード
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５．ハーネスのカバーを再度巻き付け、配線接続部に水が掛かったり、走
行の振動でエレクトロタップ接続部の配線が断線しないように、しっ
かりとハーネスをビニールテープ等で巻き、固定しておきます。

CO

４．ランプステーカラーを取り付けます。

●テールレンズの取付け
１．⑥Ｌ．ウインカーレンズ・⑦Ｒ．ウインカーレンズを取り付け、ウイン
カーレンズが脱落しないように注意しながら、⑤テールレンズを取り
付けます。
２．純正テールレンズを固定していたスクリューを用いて、テールレンズ
を固定します。

●ＬＥＤテールランプ・ウインカーバルブの取付け
１．⑧ウエッジベースバルブ（アンバー）を、ウインカーバルブソケット
に取り付けます。
注意：バルブは必ず付属の⑧ウエッジベースバルブ（アンバー）を使
用し、クリアバルブは使用しない事。
クリアバルブを使用すると整備不良となり、運転者が罰せられ

注意：レンズ割れの原因となりますので、スクリューを締め付ける際
には、レンズ類がしっかりとはまり込んでいる事を必ず確認し、
左右均等にスクリューを少しずつ締め込み、必要以上にスク
リューを締め付けないようにして下さい。
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ます。
２．組み立てておいたＬＥＤテールランプのテールバルブソケットを、車
両のテールバルブソケット部に差し込み回して取り付けます。
ソケットには上下がありますので、押し込んでもソケットが全く回転
しない場合は、１８０°回転させて取り付けて下さい。

●最終確認

１．配線に間違い等がないか確認し、バッテリーのマイナス端子を接続し
ます。
２．キーをＯＮにし、テールランプが点灯し、ナンバープレートを正しく
照射しているか確認します。
３．ＬＥＤテールランプステーのクッションラバーを、純正テールライト
３．ブレーキレバーを握り、ブレーキランプが点灯するか確認します。
ハウジングのポスト部分に通します。
この時、テールバルブソケットからＬＥＤテールランプまでの配線が、 ４．次にウインカーを左右点灯させ、問題が無いか確認します。
５．必ず換気の良い場所でエンジンを始動し、灯火類全ての点灯に問題が
無理なく収まる様に確認しながら取り付けして下さい。
ないか確認します。
警告：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。
６．灯火類に問題が無いことが確認出来れば、純正サービスマニュアルを
参照し、トランクボックスを元通り取り付けします。

〒５８４−００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ
ＦＡＸ

０７２１―２５―１３５７
０７２１−２４−５０５９

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