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◎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。
◎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。

・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。
◎当製品は、当社製ロングスイングアーム（８ｃｍロング・１２ｃｍロング・１６ｃｍロング）とこのキット専用タイプシート（０９―１１―０５）
　との組み合わせで使用出来るキットです。ノーマルリアフォーク・４ｃｍロングスイングアーム及びノーマルキャリア取り付け可能型のＴＬタイ
　プシート（０９―１１―０４１２・０９―１１―０４２２）との同時装着は出来ません。ご注意下さい。
◎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。
◎０９―１１―００１１、モンキー用カウルキットご使用の場合、条件が重なりますとタイヤとナンバープレートが干渉する恐れがあり、もし干渉
　した場合、ナンバープレートがタイヤに巻き込まれる恐れがあります。減衰力の低いリアショックアブソーバー等を使用しておられる方は、ナン
　バープレートステー（０６―１１―００１）を使用して下さい。
◎このキット取り付けには、適応車両のサービスマニュアルを参照し、作業を行って頂く必要がありますので、サービスマニュアルをご用意して
　頂き、純正部品の取り外し、取り付けは、サービスマニュアルの要領を守り作業を行って下さい。
◎ＦＲＰ製品の白ゲルコートや黒ゲルコートは仕上げ処理ではなく、塗装の前工程処理です。ＦＲＰ製品は塗装する事を前提として製作しています。
　その為、色ムラやゲルコート処理後に表面を仕上げた際、ゲルコート層が削られ、プラスティックが部分的に露出する場合があります。あらかじ
　めご了承下さい。

リアカウルキット　取扱説明書

◎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～
○このキットは、当社ＴＬシート（０９―１１―０５）専用、リアカウルとテールライトブラケットのセットです。
○ノーマルタンクとのマッチングを考慮したデザインでリアビューを引き締めます。
　尚、テールライトとウインカーは、ノーマルをボルトオンで使用出来ます。

 ・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。）

注意 この内容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。）
 ・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。）
 ・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。）
 ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発
　 等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。

　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。

商品番号及びフレーム番号
　０９―１１―００１１（モンキー）
　　：Ｚ５０Ｊ―１３０００１７～
　　：ＡＢ２７―１０００００１～
　０９―１１―００１２（ゴリラ）
　　：Ｚ５０Ｊ―２５００００１～
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～商　品　内　容～

※リペアパーツはリペア品番にてご発注下さい。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

　ト品にてご注文下さいます様お願い致します。
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番号 部　品　名 数量 リペア品番 入数
リアカウル（０９―１１―００１１）モンキー用 １ ８７２２１―１６５―Ｔ００ １
リアカウル（０９―１１―００１２）ゴリラ用 １ ８７２２０―１６５―Ｔ００ １

２ テールライトブラケットＣＯＭＰ． １ ８４７０３―１６５―Ｔ０１ １
３ テールライトブラケットステー　Ｌ １ ８４７０１―１６５―Ｔ００ １
４ テールライトブラケットステー　Ｒ １ ８４７０２―１６５―Ｔ００ １
５ カウルステー　Ｆ １ ８４７１４―１６５―Ｔ０１ １
６ カウルステー　Ｒ １ ８４７１５―１６５―Ｔ００ １
７ ウインカーステー ２ ８４７１９―１６５―Ｔ００ １
８ ラウンドヘッドスクリュー １ ００―０９―０００７ １
９ ボタンヘッドスクリュー　６×１５ ９ ００―００―０１３２ ４

１０ ロッキングワッシャ １ ００―００―０１４３ ３
１１ フランジナット　６ｍｍ ５ ００―００―０１３３ ６
１２ プレーンワッシャ　６ｍｍ ８ ００―００―００８６ １０
１３ ボタンヘッドスクリュー　８×２０ ２ ００―００―０１４２ ５
１４ フランジナット　８ｍｍ ２ ００―００―０１４１ ５
１５ プレーンワッシャ　８ｍｍ ２ ００―００―００７６ １０
１６ リザーバータンクステー １ ４３６１１―１６５―Ｔ１０ １
１７ ６角棒レンチ　４ｍｍ １
１８ ６角棒レンチ　５ｍｍ １

１
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～取　り　付　け　要　領～
〇作業に、適した工具を用意します。
〇水平な場所で、車両を安定させます。
　　警告：必ず水平な場所で車両を安定させる事。
○ＳＴＤのシートを、取り外します。

○ワイヤーハーネスから、テールライト及びウインカーの配線を外します。
○ＳＴＤリヤキャリヤを、取り外します。
○フュ－エルタンクを、止めているボルトワッシャを、取り外し、シート
　キット内のタンクロッキングワッシャ、ストッパーカラー、ストッパー
　プレート、ソケットキャップスクリューを用いて、取り付け締め付けま
　す。
　この時、ストッパープレートの矢印を前方に向けて、取り付けて下さい。

○フレームのＳＴＤリアキャリアが取り付いていたタップ部に、テールラ
　イトブラケットステーＲ／Ｌを挟む様にして、シートキット内のシート
　ステーをシートキット内のプレーンワッシャ、ボタンヘッドスクリュー
　を用いて取り付け、規定トルクで締め付けます。
　　注意：必ず規定トルクを守る事。

　　　　　Ｔ＝２３Ｎ・ｍ（２．３ｋｇｆ・ｍ）

〇シートのシートブラケットの長穴でシートの位置を調整し、フランジ　
　ナットを規定トルクで締め付けます。
　　注意：必ず規定トルクを守る事。
　　　　　Ｔ＝８Ｎ・ｍ（０．８ｋｇｆ・ｍ）

○取り付けたテールライトブラケットステーにテールライトブラケットを
　車種の位置に合わせてプレーンワッシャ６ｍｍ、ボタンヘッドスク　　
　リュー６ｍｍを用いて取り付け、仮締めします。

○テールライトブラケットに、カウルステーＦ／Ｒをキット内のプレーン
　ワッシャ６ｍｍ、ボタンヘッドスクリュー６ｍｍ、フランジナット６
　ｍｍを用いて取り付け、仮締めします。

テールライトブラケットステーＲ

テールライトブラケットステーＬ

ゴリラ
ソケットキャップスクリュー６×３５

タンク

ロッキング

ワッシャ

ストッパーカラー

ストッパープレート

モンキー

ストッパーカラー

ストッパープレート

ソケットキャップスクリュー６×３５

タンク

ロッキング

ワッシャ

ゴリラ

モンキー

テールライト
ブラケットステー

モンキー

ゴリラ
テールライトブラケット

○キット内のリアカウルをラウンドヘッドスクリュー及びロッキングワッ
　シャ、ボタンヘッドスクリュー６ｍｍを用いて、カウルステーＦ／Ｒに
　取り付け、仮締めします。

ストッパーカラー

ストッパープレート

ソケットキャップスクリュー６×３５

タンクロッキングワッシャ

プレーンワッシャ６ｍｍ

矢印を前方に向けて下さい

ラウンドヘッドスクリュー

ボタンヘッドスクリュー
ロッキングワッシャ

カウルステーＦ

カウルステーＲ

シートＣＯＭＰ．

長穴
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〇シート前方のシートストッパー部に差してあるチューブは外さずに、　　

　フューエルタンクとストッパープレートの間に、シートストッパーを差
　し込み、シート後方のシートブラケットを、シートステーにキット内の
　プレーンワッシャ８ｍｍ、ボタンヘッドスクリュー８×２０を用いて取
　り付け、仮締めします。

○取り付けたシート及びカウルを取り外します。

○テールライトブラケットステー部に、ウインカーステーをキット内のプ
　レーンワッシャ６ｍｍ、ボタンヘッドスクリュー６ｍｍ、フランジナッ
　ト６ｍｍを用いて取り付け、規定トルクまで締め付けます。
　　注意：必ず規定トルクを守る事。
　　　　　Ｔ＝８～１０Ｎ・ｍ（０．８～１．０ｋｇｆ・ｍ）
　取り付けたステー部にウインカー、テールライトブラケットにテールラ
　イトをそれぞれ取り付けます。
　（ＳＴＤのウインカーを使用しない場合は、キット内のウインカーステー

　を使用する必要はありません。）

◎取り付けは以上で終了です。再度、各部の干渉及びスクリューの緩みが
　ないかを点検します。

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

ストッパープレート

ストッパーカラー

モンキー

ストッパープレート

ストッパーカラー

ゴリラ

〇シートとカウルとのすき間、位置をチェックします。カウルの位置の調
　整が必要な場合、テールライトブラケットの長穴部でカウルステーＦ／
　Ｒ及びテールライトブラケットの長穴でカウルの位置を調整します。
　調整が終わったら、各ステーを取り付けているボタンヘッドスクリュー
　６ｍｍを規定トルクまで締め付けます。

　　注意：必ず規定トルクを守る事。
　　　　　Ｔ＝８～１０Ｎ・ｍ（０．８～１．０ｋｇｆ・ｍ）

シート
プレーンワッシャ８ｍｍ

ボタンヘッドスクリュー８×２０

モンキー

モンキー

ゴリラ

ゴリラ

Ｒ．シートステー

○各ハーネスをきちんと取り回し、接続します。
○カウルをラウンドスクリュー及びボタンヘッドスクリューを用いて取り
　付け、締め付けます。
○シートを取り付け、ボタンヘッドスクリューを規定トルクまで締め付け
　ます。

　　注意：必ず規定トルクを守る事。
　　　　　Ｔ＝２３Ｎ・ｍ（２．３ｋｇｆ・ｍ）

テールライト

ウインカーステー

ＳＴＤウインカー

ＳＴＤ

テールライトブラケット

カウルステーＲ

カウルステーＦ


