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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できませんので御注意下さい。
◎当製品の取り付けには、ブレーキ脱着等の作業が必要になります。それらの作業を行う事が可能な環境の上で、上記適応車種にあったホンダ純正
　サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
◎当社製ＴＲマフラー（０４－０２－２５３）（０４－０２－２５４）はトルクロッドとサイレンサーボディーが干渉する為、同時装着は出来ません。
◎当社製ＴＲマフラー・アップタイプ（０４－０２－２５９）はリザーバータンクのオイルホースとエキゾーストパイプが干渉する恐れが有る為、
　同時装着は出来ません。
◎当製品をＡｐｅ１００に使用する場合、ＳＴＤのＲ．ピリオンステップの取り付けは出来なくなります。ご了承下さい。
◎当製品を使用してリヤをディスクブレーキに変更するには、下記の当社製品、ホンダ純正部品が必要になります。

ＡｐｅリヤディスクブレーキステップＫＩＴ　取扱説明書

部品番号を列挙しない純正部品について
　ホイール、キャリパー等は、年式及びタイプによって部品番号、形状が異なる場合が有ります。これらの部品を揃える際は、ホンダ純正パーツ
　リストを参照し、全て同一の年式及びタイプになるようにして下さい。
　※１．ドリブンスプロケットの歯数によっては、チェーンの交換が必要な場合が有ります。
　※２．３本スポークホイール仕様のみ必要

　●ＳＴＤホイールを使用する場合
　・当社製リヤディスクブレーキサブＡＳＳＹ．（５０用０６－０８－０１８４、１００用０６－０８－０１８５）　ｘ１
　・当社製リヤマスターシリンダーＡＳＳＹ．（０６－０８－１７３１）　ｘ１
　・当社製ブレーキキャリパーＡＳＳＹ．（０６－０８－１７３２）　ｘ１
　・当社製リヤブレーキホースキット（ＳＴＤホイール用０６－０８－０１８６）　ｘ１
　・当社製ドリブンスプロケット（１２Ｖモンキー・ゴリラ用０２－０７－１２２５～０２－０７－１２４１または０２－０７－１４～０２－０７
　　－０３０）　ｘ１（※１）
　・当社製サイドスタンドブラケット（０６－０８－０１８３）　ｘ１（※２）
　※１．ドリブンスプロケットの歯数によっては、チェーンの交換が必要な場合が有ります。
　※２．Ａｐｅ１００の場合、下記のＡｐｅ５０用ホンダ純正部品が別途必要となります。
　・サイドスタンドバーＣＯＭＰ．（５０５３０－ＧＥＹ－０００ＺＡ）　×１
　・サイドスタンドスプリング（５０５３５－ＫＷ７－９００）　×１

～特　長～
このキットは、Ａｐｅのリヤブレーキを油圧ディスク化するためのステップのキットです。
別売のリヤブレーキサブＡＳＳＹ．でＳＴＤホイール仕様と、ＮＳＲホイール仕様を選択する事が可能です。

　その他
　・タイヤＡＳＳＹ．

　●ＮＳＲ５０/ ８０用ホイールを流用する場合
　当社製品
　・リヤディスクブレーキサブＡＳＳＹ．（０６－０８－０１８２）　ｘ１
　・リヤマスターシリンダーＡＳＳＹ．（０６－０８－１７３１）　ｘ１
　・リヤブレーキホースキット（ＮＳＲホイール用０６－０８－０１８７）　ｘ１
　・サイドスタンドブラケット（０６－０８－０１８３）　ｘ１　
　・ドリブンスプロケット（ＮＳＲ５０／８０用０２－０７－３３～０２－０７－４０）　ｘ１（※１）
　ホンダＮＳＲ５０/ ８０純正部品
　・リヤホイールサブＡＳＳＹ．　ｘ１
　・リヤキャリパーＡＳＳＹ．　ｘ１
　・リヤブレーキディスク　ｘ１
　・ディスクボルト　ｘ３
　・リヤアクスルカラー（４２３１１－ＧＴ４－０００）　ｘ１
　・フランジナット１０ｍｍ（９０３０４－ＧＥ８－００３）　ｘ３（※２）

商品番号：０６－０８－０１８８
適応車種およびフレーム番号

　Ａｐｅ５０　：AC16-1000001～

　Ａｐｅ１００：HC07-1000001～
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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。あらかじめ御了承下さい。
◎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
　交換させて戴きます。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。

 ・一般公道では、法的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 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。

 ・技術・知識等が無い方は､作業を行わないで下さい。
　　（部品破損等の原因により､転倒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。）
 ・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 商品内容 数量
１ Ｌ．ステップブラケットＣＯＭＰ． １
２ Ｌ．ステップブラケットマウントカラー １

３ Ｒ．ステップブラケットＣＯＭＰ． １
４ フットレスト ２
５ フットレストマウントカラーＣＯＭＰ． ２
６ ブレーキペダルアームＣＯＭＰ． １
７ マスターシリンダーブラケット １
８ キックアームストッパー １
９ ストップスイッチブラケット １

１０ ストップスイッチスプリング １
１１ プッシュロッド １
１２ ロッドエンド　６ｍｍ １
１３ リザーバータンクＣＯＭＰ． １
１４ リザーバータンクステーＣＯＭＰ． 1
１５ ボタンヘッドソケットキャップスクリュー　６×１５ ２

１６ ボタンヘッドソケットキャップスクリュー　６×２０ １
１７ ボタンヘッドソケットキャップスクリュー　６×３０ １
１８ ソケットキャップスクリュー　６×２５ １
１９ フラットヘッドソケットキャップスクリュー　６×１５ ２
２０ ボタンヘッドソケットキャップスクリュー　８×３０ １
２１ ソケットキャップスクリュー　８×５０ ２

２２ フランジボルト　１０×４０ １
２３ ６角ナット　６ｍｍ １
２４ フランジＵナット　６ｍｍ １
２５ フランジＵナット　８ｍｍ ２
２６ オイルホース １
２７ ホースクランプ ２

２８ プレーンワッシャ　６ｍｍ １
２９ ワッシャ　１０ｍｍ ２
３０ フットレストエンド ２

Ｌレンチ　４ｍｍ １
Ｌレンチ　５ｍｍ １
Ｌレンチ　６ｍｍ １

TOOL
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２ ３

４ ５

６ ７ ８

９
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１１
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１３
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～取　り　付　け　要　領～

５．Ｌ. ステップの交換

・　ボルト２本を外してＬ. ステップブラケットを取り外し、ＫＩＴ内
　　のＬ. ステップブラケットＣＯＭＰ. を取り付けます。
　※下側の取り付け穴にはＳＴＤのボルトを使用して取り付けて下さい。
　　上側の取り付け穴にはブラケットとフレームの間にＫＩＴ内の
　　Ｌ．ステップブラケットマウントカラーを入れて、ＫＩＴ内のフラ
　　ンジボルト１０×４０を使用して取り付けて下さい。
　　取り付け後、指定トルクで締め付けます。
　　トルク：３９Ｎ・・ｍ（４．０ｋｇｆ・ｍ）

１．キット内容を確認します。

２．作業に適した工具を用意します。

３．リヤメンテナンススタンド等を使用して車体を確実に支えます。

　　Ｌ．、Ｒ．のステップブラケットＣＯＭＰ．にソケットキャップスク

　　リュー８×５０、フランジＵナットを使用して取り付け、指定トル
　　クで締め付けます。
　　トルク：２７Ｎ・ｍ（２．７ｋｇｆ・ｍ）

　※サイドスタンドの取り外し、取り付けに関しましては、サイドスタ
　　ンドブラケット説明書を参照して下さい。

　・ＳＴＤのブレーキペダルスプリングをＳＴＤと同じ取り付け方法で
　　ブレーキペダルアームＣＯＭＰ．に取り付け、Ｒ．ステップブラケッ
　　トＣＯＭＰ．と共に車体に取り付て仮締めします。
　※取り付けボルトはＳＴＤを使用します。
　・ブレーキペダルを作動させてブレーキペダルスプリングをペダル等

　　になじませた後、ボルトを指定トルクで締め付けます。
　　トルク：３９Ｎ・ｍ（４．０ｋｇｆ・ｍ）

６．Ｒ．ステップの取り外し
　・キックスターターアームを取り外します。
　・ボルト２本を緩めてＲ．ステップ、リヤブレーキペダル、リターン
　　スプリング、カラーを取り外します。
　・ブレーキペダルストッパボルトロックナットをゆるめ、ブレーキペ
　　ダルストッパボルトをフレームから取り外します。
　・Ａｐｅ１００の場合、ピリオンステップブラケットも取り外して下

　　さい。

　※車両の個体差によって、取り付け時、ブレーキペダルアーム後部と
　　フレームが干渉する可能性が有ります。
　　万一干渉する場合は、ＫＩＴ内のワッシャをブラケットとフレーム
　　の間に入れて、ブレーキペダルアームとフレームのクリアランスを

　　調整して下さい。

４．フットレストにフットレストマウントカラーを取り付けます（位置
　　決めピンを差し込むように取り付けます）。

７．Ｒ．ステップの取り付け
　・ＳＴＤのリヤブレーキピボットにグリスを十分に塗布し、ＫＩＴ内
　　のブレーキペダルアームＣＯＭＰ．のピボット部に入れます。

ワッシャ ワッシャ

干渉部分

　　キット内のフットレスエンドをプラスチックハンマー等を使用して、
　　フットレスに打ち込みます。

カラー

フランジボルト

１０×４０
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１０．キックスターターアームをボタンヘッドソケットキャップスク　
　　　リュー８×３０を使用して取り付けます。キックスターターアー
　　　ムは軸方向に動かして、踏み下ろした際にブラケットと干渉しな
　　　い位置になるように調整し、指定トルクで締め付けます。
　　　トルク：２２Ｎ・ｍ（２．２ｋｇｆ・ｍ）

９．キックアームストッパーをソケットキャップスクリュー６×２５を
　　使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。
　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

　・マスターシリンダーブラケットをフラットヘッドスクリュー６×
　　１５を使用してＲ．ステップブラケットＣＯＭＰ．に取り付け、指
　　定トルクで締め付けます。この時、リヤストップランプスイッチを
　　ストップスイッチブラケットに取り付けます。
　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）
　・ブレーキペダルアームにマスターシリンダーのロッドエンドをボタ
　　ンヘッドスクリュー６×１５を使用して取り付け、指定トルクで締

　　め付けます。
　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）
　・マスターシリンダーＣＯＭＰ．のプッシュロッドを回転させてブ　
　　レーキペダルの位置を調整し､６角ナットを締め付けロックします。
　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

８．マスターシリンダーの取り付け
　・リヤマスターシリンダーのプッシュロッドをＫＩＴ内のプッシュロッ
　　ドに交換します（別紙参照）。
　・マスターシリンダーＣＯＭＰ．のロッド部に６角ナット６ｍｍ、ロッ
　　ドエンド６ｍｍを仮付けします。

　・マスターシリンダーＣＯＭＰ．をマスターシリンダーブラケットに
　　ボタンヘッドスクリューを用いて取り付け、指定トルクで締め付け
　　ます。
　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）
　※上側の取り付け部にはボタンヘッドスクリュー６×３０を、下側に
　　はボタンヘッドスクリュー６×２０を使用します。

　・ＫＩＴ内のストップスイッチブラケットをマスターシリンダーの上
　　側の取り付け部にフランジＵナットを使用して写真のように取り付
　　けます。角度を調整した後、Ｕナットを指定トルクで締め付けます。
　　トルク：１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

　・ＫＩＴ内のストップスイッチスプリングでブレーキペダルアームと

　　リヤストップランプスイッチを繋げます。

１１．リザーバータンクの取り付け
　　・リザーバータンクＣＯＭＰ．にリザーバータンクステーをプレー
　　　ンワッシャ６ｍｍ、ボタンヘッドスクリュー６×１５を使用して
　　　取り付け、指定トルクで締め付けます。
　　　トルク：１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

ブラケットとほぼ直角に
なるように取り付けます。

約９０°
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〒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
URL　http://www.takegawa.co.jp

１３．リヤホイール、リヤブレーキ、ブレーキホースを取り付け、エア
　　　抜きを行って下さい。

　　　エア抜きの後、リヤストップランプスイッチを調整します。ブレー
　　　キペダルを踏み込んだ時のみブレーキランプが点灯するように調整
　　　して下さい。
　　※リヤホイール、リヤディスクブレーキ、ブレーキホース等、他の
　　　部品の装着に関しましては、それぞれの商品添付の取り扱い説明
　　　書を参照して組み付けて下さい。

・　・オイルホースの取り回しを決めて適当な長さに切断し、リザー　
　　　バータンクとマスターシリンダーのコネクター部に取り付けて　
　　　ホースクランプで固定します。

１２．最後に各部の締め忘れが無いかをチェックして下さい。

・　・Ｒ．サイドカバーを取り外し、リザーバータンクステーをフレー
　　　ムＲ．側のエアクリーナケース取り付け穴に固定します。
　　　トルク：１２Ｎ・ｍ（１．２ｋｇｆ・ｍ）

　　　ＳＴＤエアクリーナー車はエアクリーナーボックス取り付けボル
　　　トを使用して下さい。
　　　当社製エアフィルター使用車はエアフィルターステー取り付けボ

　　　ルト及びＵナットを使用して下さい。
・　・Ｒ．サイドカバーを取り付ける場合、リザーバータンクステーと
　　　干渉する部分をカットして下さい。（写真）

～リヤマスターシリンダーのプッシュロッド取り付け要領～
●０６－０８－１７３１、マスターシリンダーサブＡＳＳＹ．の６角　
　ナット、ブレーキロッドジョイント、ブーツ、プッシュロッドナット

　を取り外します。

注意：ブーツをやぶらない様注意する事。

●マスターシリンダーのプッシュロッドを止めているサークリップを外
　し、プッシュロッドを取り外します。

●ＫＩＴ内のプッシュロッドにプッシュロッドワッシャのくぼんでいる

　方をプッシュロッドの頭の方向に入れ、プッシュロッドナットを取り
　付け締め付けます。

注意：部品の飛び出しに注意する事。
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●組み付けたプッシュロッドをマスターシリンダーに取り外しと逆手順
　で取り付けます。

注意：部品の飛び出しに注意する事。

注意：サークリップが溝にきちんとはまることを確認する事。

●ブーツを取り付けます。
※プッシュロッドナットの溝にきっちりブーツをはめて下さい。


