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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。
◎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、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。

バッテリーケースキット　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。

商品番号

適応車種

フレーム番号

：０５―０６―０００７

：Ｍｏｎｋｅｙ（ＦＩ）
：ＡＢ２７―１９００００１～

○この商品はＭｏｎｋｅｙ（ＦＩ）のシート下にあるバッテリーを左サイドに移設するキットです。
○バッテリーを移設する事により、ＴＬシートの取り付けが可能になります。
○純正のサイドカバーを使用するので、ノーマルフォルムを崩さずカスタムする事が出来ます。
○この商品を取り付ける事により、ＴＬシートを装着しながらアップマフラーの取り付けが可能です。また、ダウンマフラー装着時でもシリンダー
　タイプ、サイドカバータイプのオイルキャッチタンクの取り付けが可能です。
○別途サイドカバーを用意しています。純正品を加工しない方は、そちらをお買い求め下さい。
　白素材色：０９―１１―００２１、黒素材色：０９―１１―００２２、カーボンプリント：０９―１１―００２３、メッキフィルム：０９―１１

　―００２４

～特　徴～

 ・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。）
 ・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。）
 ・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。

 ・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。
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～商　品　内　容～

～取　り　付　け　要　領～
作業をする時は水平、安全な場所でメンテナンススタンド等を用い
て車体を安定させて下さい。

純正部品の取り外し
○サイドカバーを取り外します。
○シートを取り外します。
○バッテリー、ＥＣＵ、レギュレートレクチファイヤを取り外し、電装　
　ＢＯＸを取り外します。
○リアフェンダーをとめているボルトを取り外し、バンクアングルセン　
　サー／ステーを取り外します。
○リレー類、ヒューズＢＯＸを取り付けているステーを車体から取り外し、
　ステーからリレー類、ヒューズＢＯＸを取り外します。
　（ボルトは使用するので紛失しないように注意して下さい。）
○リアキャリアを取り外します。

※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。

バッテリー

クラッチ
ダイオード

バンクアングルセンサー

レギュレートレクチファイヤ

バッテリーケーブル

ＥＣＵ
メインワイヤーハーネス

番号 部　品　名 個数 リペア品番 　数
１ バッテリーケースＣＯＭＰ. １ ８３６００―ＧＦＬ―Ｔ１０ １
２ エレクトリックブラケット １ ５０３８０―１８１―Ｔ００ １
３ バッテリーバンドＳ １ ００―００―０３１５ １
４ バッテリーケースカラー １ ８３６０３―ＧＦＬ―Ｔ００ １
５ ワイヤークリップ １ ００―００―０２３１ １
６ フランジナット　６ｍｍ ２ ００―００―０１７３ ６
７ ボタンヘッドソケットスクリュー　６×５０ １ ００―００―０３１４ ３
８ マジックテープ（１ペア） １ ００―００―０１５０ １
９ クッション １ ００―００―０２９９ １

１０ インシュロックタイ　２００ｍｍ ２ ００―００―０２６９ １０

入

１
２

４ ３

６

７

５

８

９ １０

ウインカーリレー サービスチェックカプラ

ヒューズＢＯＸ

ライティングカット
リレー

オプション用カプラ
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○ウインカリレー、サービスチェックカプラ、オプション用カプラを⑩イ
　ンシュロックタイでまとめます。

○シート下のフレーム裏側にまとめたウインカリレー類を⑩インシュロッ
　クタイで取り付けます。
　（作業がしにくい場合はフューエルポンプを取り外して下さい。）

○バッテリーケースＣＯＭＰ．にヒューズＢＯＸ、ライティングカットリ　
　レーを取り付けます。
　（この時に、ハーネスに無理がかからないよう各配線の取り回しを行って
　下さい。）

○バッテリーケースＣＯＭＰ．を④カラー、⑦ボタンヘッドスクリュー、
　ＳＴＤ．のボルトを使用しフレームに取り付けます。
○バッテリーケースにバッテリーを入れ、バンドで固定します。バッテ　
　リーの配線を取り付けます。

ＫＩＴパーツの取り付け

○エレクトリックブラケット、ＥＣＵに⑧マジックテープを貼り付けます。
○エレクトリックブラケットにレギュレートレクチファイヤと⑤ワイヤク
　リップをＳＴＤ．のボルト、⑥ナットで取り付けます。配線は車体左側に
　くるように取り回して下さい。
　（この時にＳＴＤ．で付いているアルミのプレートは取り付けません。）
　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）
○エレクトリックブラケットにバンクアングルセンサーをＳＴＤ．のスク　
　リューで取り付けます。
　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　Ｔ＝１．５Ｎ・ｍ（０．１５ｋｇｆ・ｍ）
○ＥＣＵをエレクトリックブラケットに取り付けます。
○ＥＣＵの破線部分に⑨クッションを適当なサイズにカットし、貼り付け
　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

リレー等

○リアフェンダーを取り付けます。
　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）
○シートを取り付けます。
　（ＴＬシートを取り付ける場合、説明書に従い取り付けて下さい。）
○サイドカバーを別紙型紙に合わせ加工します。
　カットしたサイドカバーを取り付けバッテリーケースとの干渉をチェッ
　クし、干渉が有れば干渉部を再度加工し、調整します。
○サイドカバーを取り付けます。
※当社製サイドカバー（ＡＢＳタイプ）を取り付ける場合、それぞれの説
　明書に従い、取り付けを行って下さい。
　白素材色　　　　：０９―１１―００２１
　黒素材色　　　　：０９―１１―００２２
　カーボンプリント：０９―１１―００２３
　メッキフィルム　：０９―１１―００２４

○リアキャリアを取り付けます。
　（アルミキャリア、キャリアレスもこの時に取り付けます。）
○エレクトリックブラケットをフレームに、ＳＴＤ．のボルトを使用し取り
　付けます。
　注意：規定トルクを必ず守って下さい。
　　　　Ｔ＝１０Ｎ・ｍ（１．０ｋｇｆ・ｍ）

ＳＴＤ．ボルト

インシュロックタイ

フレーム

リレー ヒューズＢＯＸ

バンクアングルセンサー

ＳＴＤ．ボルト

⑤ワイヤ
クリップ

スクリュースクリュー

⑥ナット

レギュレート
レクチファイヤ

ＥＣＵ

⑨クッション

④カラー
⑦ボタンヘッドスクリュー

ＳＴＤ．ボルト
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サイドカバーの加工

マーク位置

マーク位置に合わせる

※切り抜いてマーク位置に合わせ、

　サインペン等でカットのラインを
　下書きします。４

３
ｍ
ｍ
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・この度は、弊社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。

サイドカバーキット　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。

商品番号：０９―１１―００２１

：０９―１１―００２２
：０９―１１―００２３

：０９―１１―００２４

適応車種及びフレーム番号

　ＭＯＮＫＥＹ（ＦＩ）：ＡＢ２７―１９００００１～

（ホワイト）

（ブラック）
（カーボンプリント）

（メッキフィルム）

上記適応車種に商品番号０５―０６―０００７を取り付けた車両

○弊社製バッテリー移動キット専用にデザインされたサイドカバー
○高品質で純正品のような仕上がりは違和感無く車体にマッチします。
○ＴＬシートの装着やカスタムマフラー、キャッチタンクなどの同時装着に対応、バッテリーを左側に移動する当社独自のバッテリー移動キット専
　用に製作しました。
○材質は純正パーツなどに使われ、変形や衝撃に強いＡＢＳ樹脂成型を外装品として初めて採用。ＦＲＰに比べてひび割れや欠けが起こりにくくなっ

　ています。
○外装色はクラッシックなメッキフィルムとハイテクイメージのカーボンプリント、好みの色に塗装していただけるようにＡＢＳ素材色のブラック
　とホワイトのベースカラーの４種類を用意しました。

～特　徴～

☆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、弊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。
◎補修部品に付きましては商品内容横に記載しているリペア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。
◎ＡＢＳ素材色のブラックとホワイトは塗装する事を前提として製作しております。塗装の際は素材に適合した塗料、プライマー等を使用する事を
　お勧めします。
◎商品の手入れをする際はガソリン、シンナー、アルコール、コンパウンド等を使用しないで下さい。（変形やフィルム、プリントが剥がれる可能
　性があります。少量の中性洗剤を含ませた水でお手入れして下さい。）
◎ノーマルエアクリーナーを使用している場合、一部加工が必要になります。別紙型紙に合わせて加工して下さい。

 ・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。

 ・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。）

　警告 この内容を無視した取り扱いをすると、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。

◎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。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。
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～商　品　内　容～

～取　り　付　け　要　領～

※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。

番号 部　品　名 個数 リペア品番 　数
１ サイドカバー １
２ グロメットストッパーシャフト １ ８３６１１―ＧＦＬ―Ｔ０２ １
３ プラスチックワッシャ ２ ００―００―０３２４ １
４ スクリュー　６×１３ １ ００―００―０３２５ １

入

１．キット内容を確認し、作業に適した工具を用意します。
　※取り付け作業は弊社製バッテリーケースキット（０５―０６―００
　　０７）を取り付けられている事が前提で説明しています。
　　キット付属のステッカーを写真の位置に貼り付けします。
　※ステッカー取り付け部を脱脂して取り付けして下さい。

１

２ ４

３

５．ノーマルサイドカバーを固定していたスクリューにプラスチック　
　　ワッシャを取り付け、サイドカバーを締め付けます。

〒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　URL http://www.takegawa.co.jp

お問い合わせ専用ダイヤル　　　　　０７２１―２５―８８５７

マジックテープ貼り付け部

４．サイドカバー裏面のマジックテープの剥離紙を剥がし、サイドカ　
　　バーを車両に取り付けします。
　※グロメットにはめ込みにくい場合は、グロメットストッパーシャフ
　　トに少量のオイルを塗布するとスムーズに行えます。
　※サイドカバーの取り付け、取り外しは塗装やプリント、フィルムが

　　剥がれない様に行って下さい。
　※バッテリーケースのマジックテープ貼り付け部は脱脂を行って下さ
　　い。

２．ノーマルエアクリーナーを使用している場合、別紙にある型紙に合
　　わせサイドカバーを加工して下さい。

　※エアクリーナーとの干渉を確認し、干渉があれば再度加工を　
　　行って下さい。
　※弊社エアフィルター使用の場合は、加工の必要はありません。
３．キット付属のスクリュー６×１３にプラスチックワッシャを取り付
　　け、サイドカバー左上の穴にグロメットストッパーシャフトを取り
　　付けます。

　※グロメットストッパーシャフトをスパナで固定して取り付けします。
　※締め過ぎた場合、塗装、フィルム、プリントが剥がれる可能性があ
　　ります。

　注意：必ず規定トルクを守る事。
　トルク：２Ｎ・ｍ（０．２ｋｇｆ・ｍ）

　注意：必ず規定トルクを守る事。
　トルク：２Ｎ・ｍ（０．２ｋｇｆ・ｍ）

　※締め過ぎた場合、塗装、フィルム、プリントが剥がれる可能性があ
　　ります。
　※マジックテープを取り付けした面をしっかりと押さえ、貼り付けて
　　下さい。
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ノーマルエアクリーナー取り付けの際のサイドカバーの加工

※切り抜いてマーク位置に合わせ、サインペン等で

　カットラインを下書きします。

※個体差により、カット範囲の調整が必要になる場合
　があります。

マーク位置

マーク位置に合わせる

マーク位置に合わせる


