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●��������し���������������������品���������������し���������������������品�������
した場合�同様�同数�新しい�品と�取�替え�又�無償修理致し����それ�
伴う故障�破損�事故等�つい��パーツ代金�整備費用�代償�ご容赦下さい。

■製品の保証について
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311（代）
FAX.06-6782-0740

180402

●������コ�品���い���き�����うご�い��。������理�し��しい取付����下さい。������コ�品���い���き�����うご�い��。������理�し��しい取付����下さい。
●������品�������用���������。������品�������用���������。
●�����用�������������とし��ご�用下さい。�����用�������������とし��ご�用下さい。
※�修用�品パーツ�つい���������い������������大����し�下さい。�修用�品パーツ�つい���������い������������大����し�下さい。

適合車�
モ��ー FNO,AB27-1900001 〜

※フ�ーエ�イ�ジェクショ�車
リト�カブ 50/ デラ�クス FNO,AA01-1400001 〜

備考
エ�ジ�本来�性能�最大限�引き出�������売�イ�ジェクショ�コ�トローラー（i-map）�ご�用下さい。
ノー��エ�クリーナー�用可（�売�スーパーファ�ネ��た�パワークリーナー�ご�用され�事��奨�し��）
ハイカムシャフト無し仕様�パワーパ�ク付属品�再�用し�下さい（ノー���用�可）

■製品���についての����������い�製品���についての����������い�
●��パーツ��ース�用�品と���障���と����。�����車�����������き���。�����ス�������パーツ��ース�用�品と���障���と����。�����車�����������き���。�����ス�����
����等���事故�パーツ�破損等�つい����本人�責任とし�������責任�負い�����御了承下さい。
●��パーツ������と�������������������場合�ご�い��。��パーツ������と�������������������場合�ご�い��。
　�������そ����状態�����と�パワー��プ�き�いばか�か�焼き付き�破損等���������。�ずエ�ジ�
�見合�た�������施し�下さい。
●取付����������し�取付������下さい。又���され�い����������し�い�下さい。取付����������し�取付������下さい。又���され�い����������し�い�下さい。
●��付��������������ず整備�����������下さい。�た���品���等�理��き�い���ず������付��������������ず整備�����������下さい。�た���品���等�理��き�い���ず����
�担�者又������ご相談下さい。
●エ�ジ��イ����し���了�（� 100�m）��ず新品�エ�ジ��イ����し�下さい。エ�ジ��イ����し���了�（� 100�m）��ず新品�エ�ジ��イ����し�下さい。100�m）��ず新品�エ�ジ��イ����し�下さい。）��ず新品�エ�ジ��イ����し�下さい。
	 （推奨エ�ジ��イ�：eIf	MOTO4 プロ��ク）
●エ�ジ����������ト�ナ�ト����可能性�����。�����ず������ト�ナ�ト������合���し�エ�ジ����������ト�ナ�ト����可能性�����。�����ず������ト�ナ�ト������合���し�
下さい。
●��パーツ��ず���（パーツクリーナー等）���し��イ�ライ������等�無いか�エ�ー�ス�ー等��用し���ず��パーツ��ず���（パーツクリーナー等）���し��イ�ライ������等�無いか�エ�ー�ス�ー等��用し���ず
��し�下さい。
●パーツ�����������ず��用され�エ�ジ��イ����し���������下さい。パーツ�����������ず��用され�エ�ジ��イ����し���������下さい。
●��パーツ������と����出��性�ノー��と��������そ�出��見合�たブ�ー���������性���等��パーツ������と����出��性�ノー��と��������そ�出��見合�たブ�ー���������性���等
�施し�十分注意し�ライデ���し�下さい。
●スパーク�ェ�ク���シリ��ー��プラ��スパークさ������������い�下さい。引�し���し����ご注意下スパーク�ェ�ク���シリ��ー��プラ��スパークさ������������い�下さい。引�し���し����ご注意下シリ��ー��プラ��スパークさ������������い�下さい。引�し���し����ご注意下����������い�下さい。引�し���し����ご注意下��������い�下さい。引�し���し����ご注意下�������い�下さい。引�し���し����ご注意下下さい。引�し���し����ご注意下。引�し���し����ご注意下
さい。。
●取��の際���車種ごとのメ�カ�サ�ビスマニュアルと合わせて取�作業を行って��い。

火気厳禁
��中�引�性�非常�高
いガソリ���用し���
��バコ等�厳禁��。

十分����し�下さい。
��中�揮�性�高いガソ
リ���用し��。長時間
密閉された室内����し
��と身体��害��。

エ�ジ���中�����
シリ��ーやクラ�クケー
ス�エ�パイ等�大変高熱
����い������用
意�ふれ��い����。

�用���ートバイ整備�
基本的�知識�持�た��
���し�い��。技能や
知識��持ち����い�
�������い�下さい。

��付き�点や��常��
見した場合�直ち���
�停止し�������ご
連絡下さい。

スパーク�ェ�ク���シリシリ
��ー��プラ��スパーク
さ�������������������������������������
い�下さい。引�し���し下さい。引�し���し。引�し���し
����ご注意下さい。。

備考
仕様 �������修パーツ

●圧縮比 10.8：1（ノー�� 10：1）
●バ�ブ�イ���角�（設計値）
INバ�ブ：OPEN	10° BTDC	/	CLOSE	32° ABDC
EXバ�ブ：OPEN	30° BBDC	/	CLOSE	12° ATDC
1mmリフト時参考値
●バ�ブクリ�ラ�ス
INバ�ブ	：0.10 ± 0.02mm	
EX バ�ブ：0.12 ± 0.02mm

●������　
●シ�クネスゲージ ( 市販品 )
●�ペ�ト�ジャスト���【□型�ジャストスクリ�ー用】
　（商品コード：674-0900210）

オプショ�パ�ツ（���応じ�����い��下さい）
商品名 商品コード

���

スーパーファ�ネ� モ��ー FI 514-0500300

スーパーパワークリーナー（Φ 35） カブ FI 515-6000350

イ�ジェクショ�コ�トローラー（i-map） モ��ー FI 763-1137000

イ�ジェクショ�コ�トローラー（i-map） カブ FI 763-1136000

���

GPR��プ�フラー（212V �イプ） モ��ー FI 548-1137110

GPR�ウ��フラー（212V �イプ） モ��ー FI 548-1137210

GPR�ウ��フラー（M1�イプ） モ��ー FI 548-1137310

�ャブト��フラー カブ FI 543-1136850
電�� イリジウムプラ�　IUF22 〜 27A ー

そ��

eIf	MOTO4 プロ��ク　5w40 968-2000021

ロ�カー�ーム（���）ナ�ト 303-1013711

�イ�クーラーKIT モ��ー 330-1137700

�イ�クーラーKIT カブ FI 330-1140700

ブリーザーフ���ー　UP-121 515-3001121

�プショ�パーツ�品概�
イ�ジェクショ�コ�トローラー（i-map）��性
● i-map 本体�DIP スイ�����え������本体�DIP スイ�����え������DIP スイ�����え������スイ�����え������
車�用弊�エ�ジ�パーツ��時�推奨��プ（数
��）か�選択し�いた����。
●��コ�トローラー���リ���ー���しエ���コ�トローラー���リ���ー���しエ�ラー���リ���ー���しエ����リ���ー���しエ���リ���ー���しエ�リ���ー���しエ�
ジ�本来�性能�最大限�引き出し��。
●PCイ��ーフェイスケーブ��パソコ�と���イ��ーフェイスケーブ��パソコ�と���
��と���数��ク��開����ノー��噴射
量��し�± 40������プ��ーザー���± 40������プ��ーザー���������プ��ーザー���
��き�え��と�可能�����。

パッ��グリスト　※（　）内�個数� 1SET�内容数 215-1137402 214-1137402
図�号 パーツ名 商品コード 個数 備考
A1 Φ 52 メ��シリ��ー（88cc）FI 311-1136702 1 1
A2 ���バ�ジョー��トM10 × P1.25 	771-0900900 2 2
A3 �イ�ギャラリー ( シ�バー ) 	771-0901800 1 1
A4 ���シーリ��ワ�シャー 10mm 	771-0500999 4 4
B1 Φ 52 ピスト�（88cc）FI 351-1137301 （1） （1）
B2 ピスト�ピ�　13 × 36 353-0001336 （1） （1）
B3 φ 52 ピスト�リ��　3R（0.8-0.8-1.0） 352-1083001 （1SET）（1SET）
C ハイカムシャフト	FI 300-1137000 1 - パワーパ�ク付属品再�用（ノー���用�可）

D パ���SET（Φ 52）FI 960-1136300 1 1
D1 ヘ�ドガスケ�ト（Φ 52）FI 961-1136300 （1） （1）
D2 ベースパ���	FI 962-1136300 （1） （1）
D3 EXガスケ�ト（XH-01） 	963-1015000 （1） （1）
D4 ピスト�ピ�クリ�プ　13mm 354-0000130 （2） （2）
E イ�ジェク�ー 403-0500000 1 1 燃圧�抜い�か�取�付�����下さい

- ナ�ト　6mm 001-0500006 1 1 イ���ショ�コイ�ス�ー取付��ト用

IN

OUT

オイルギャラリー

オイルニップル

シリンダーのオイルラインについて
このボアアップKITのシリンダーの右側にバイパス式オイルラ
インを設けています。オイルギャラリーを外し、オイルニップル
を装着すればオイルクーラー等のオイルラインになります。

Map-4
�ブリ��ト�� 10500rpm
88cc ����プ��ト /��コ�フラー��車
ノー��エ�クリーナーBOX仕様
Map-5
�ブリ��ト�� 11500rpm
88cc ����プ��ト /��コ�フラー��車
ファ�ネ�仕様
Map-6�����の��
�ブリ��ト�� 11500rpm
88cc ����プ��ト /��コ�フラー（�ーシ��）��車
ファ�ネ��た�スーパーパワークリーナ仕様
Map-7�カブは Map-6�
�ーザー設���プ領域（Manual）
（�ーザーMAP�成����売��イ��ーフェイスケーブ���
���）
※�ーザー�リジナ�MAP�ご�用���SW4�設�� 50cc/
　88cc ���量設���い��。
　ON⇒ 88cc　OFF⇒ 50cc

Map の��についての��について
デ��プスイ���Ｎ o,1 〜 4 �MAP�設�し��。
スイ�����合��� i-map 本体裏側�表�参照し�下さい。

1　 2　 3　 4

ONON

OFF

DIPスイッチ
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N7

N10

N11

N6

N8

N1

N2

OUTマーク
を外側

エッジ部にシール剤塗布

UPマークが
フランジ側

N5

N4

D1

B1

A1

ピストンはEXマークを排気側
に向けて装着します。

マークは必ず使用するエンジン
オイルを塗布する箇所です。

▼付属していないパーツは基本的にノーマルパーツを再使用します。
　再使用するパーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。

A2 A4

A3
※燃圧を抜いてから
　取り変えを行って下さい

マークは必ず使用する
エンジンオイルを塗布
する箇所です。

B

OUTマークを外側
N5

N4

ロッカーアームを押し込みながらカムシャフトを脱着して下さい。

押し
込む

エッジ部にシール剤塗布

各合わせマークが合わさった状態
（圧縮上死点）でクリアランス調整します。

オイルフィラボルト
この箇所のボルトを外すとカム
チェーンが張りやすくなります。
オイルが出ますので拭き取って
下さい

シックネスゲージ

タペットアジャストレンチ
締め付けトルク：0.9kgf・m

バルブクリアランスの調整

けがき線

カムスプロケット ○マーク

シリンダーヘッド
合わせ面に合わせます

シリンダーヘッド合わせ面

フライホイール
合わせマーク

フライホイール
Tマーク

�付ト�ク�・m�kg�・ｍ�
図�号 パーツ名 個数 ト�ク
A2 ���バ�ジョー��ト 2 15（1.5）
N1 ヘ�ドカバー��ト 2 12（1.2）
N2 M7 フラ�ジナ�ト 4 14（1.4）
N3 M6 フラ�ジナ�ト 2 12（1.2）
N4 M5 ��ト 2 9（0.9）
N5 M6 × 14 ��ト 1 10（1.0）
N6 M6 × 25 ��ト 3 12（1.2）
N7 ローラーピ� 1 10（1.0）
N8 クラ�クシャフトホー��ャ�プ 1 3（0.3）
N9 �イ���ホー��ャ�プ 1 1.5（0.2）
N10 �温��サー 1 14.5（1.5）
N11 イ�ジェク�ー�ウ�ト��ト 2 12（1.2）

1 2 3

ピンクリップ

ラジオペンチ

カムシャフトの脱�方法
カムシャフト�取��し
1）フロ�トフェ��ー�シリ��ーヘ�ドカバー�ガスケ�）フロ�トフェ��ー�シリ��ーヘ�ドカバー�ガスケ�
ト�クラ�クシャフトホー��ャ�プ���イ���ホー
��ャ�プ��イ�フ�ラ��ト�取��し��。
2）クラ�クシャフト��時計�����さ��カムスプロケ�）クラ�クシャフト��時計�����さ��カムスプロケ�
ト�O�ーク��������カムスプロケ�ト���き
線�シリ��ーヘ�ド合��面�合����。
	 カムスプロケ�ト��ト�ノ�クピ��取��し��。カ
ム�ェー��カムスプロケ�トか��し�スプロケ�ト�
取��し��。
3）バ�ブ�ジャス��い��い�����カムシャフト��）バ�ブ�ジャス��い��い�����カムシャフト��
しや������カムスプロケ�ト��ト�カムシャフト
�仮付�し�バ�ブ�リフトさ��様�ロ�カー�ーム�
押し�左右�少し�し���カムシャフト�取��し��。
カムシャフト�取�付�
4）クラ�クシャフト��時計����し�フライホイー��）クラ�クシャフト��時計����し�フライホイー��
“T”�ーク�クラ�クケース�合���ーク�合����。�ーク�クラ�クケース�合���ーク�合����。
5）カムシャフト�カムシャフトベ�リ���きれい�エ�ジ）カムシャフト�カムシャフトベ�リ���きれい�エ�ジ
��イ����し�カム山�ピスト�側����ロ�カー
�ーム�押し�����カムシャフト�シリ��ーヘ�ド
内�取付��。
6）ノ�クピ��カムスプロケ�ト�取付��カムスプロケ�）ノ�クピ��カムスプロケ�ト�取付��カムスプロケ�
ト�O�ーク��������カムスプロケ�ト���
き線�シリ��ーヘ�ド合��面�合��た状態�カム
�ェー��スプロケ�ト�取�付���。
7）カムスプロケ�ト�カムシャフト�取付��カムスプロケ�）カムスプロケ�ト�カムシャフト�取付��カムスプロケ�
ト��ト���付���。( ��付�ト�ク：0.9��f�m)( ��付�ト�ク：0.9��f�m)��付�ト�ク：0.9��f�m)0.9��f�m)9��f�m)��f�m)�m)m)
	 �た�イ�フ�ラ��ト��ワ�シャ���付��下さい。�た�イ�フ�ラ��ト��ワ�シャ���付��下さい。
バ�ブクリ�ラ�ス�設�
8）クラ�クシャフト��時計����し�フライホイー��）クラ�クシャフト��時計����し�フライホイー��
“T”�ーク� L. クラ�クケース�合���ーク�合����ーク� L. クラ�クケース�合���ーク�合���L. クラ�クケース�合���ーク�合���クラ�クケース�合���ーク�合���
�。ロ�カー�ーム��かし�ピスト�位置�圧縮�死点
位置����と���し��。
9）�ジャストスクリ�とバ�ブス�ム�間�シ�クネスゲー）�ジャストスクリ�とバ�ブス�ム�間�シ�クネスゲー
ジ��れ�イ��ーク�エ�ゾースト�バ�ブクリ�ラ�
ス�調整し��。
　( バ�ブクリ�ラ�ス IN�( バ�ブクリ�ラ�ス IN�バ�ブクリ�ラ�ス	IN�IN�0.10 ± 0.02mm�EX�0.12 ±
0.02mm)
調整
10）調整�ロ�クナ�ト������ジャストスクリ���）調整�ロ�クナ�ト������ジャストスクリ���
し�規��バ�ブクリ�ラ�ス�調整し��。調整���
ジャストスクリ��固�した状態�ロ�クナ�ト���付
���。ロ�クナ�ト��付���再�バ�ブクリ�ラ�
ス�点検し��。( ��付�ト�ク：0.9��f�m)( ��付�ト�ク：0.9��f�m)��付�ト�ク：0.9��f�m)0.9��f�m)�m)m)
11）�ホー��ャ�プ�O- リ���状態�点検し����）�ホー��ャ�プ�O- リ���状態�点検し����O- リ���状態�点検し����リ���状態�点検し����
�れば��し�ホー��ャ�プ�ャ�プ�O- リ���エ�O- リ���エ�リ���エ�
ジ��イ����し�ホー��ャ�プ�シリ��ヘ�ドカ
バー�取�付���。

ピスト�ピ�クリップの脱�方法
1）ピ�クリ�プ�ラジ�ペ������ピ�ク）ピ�クリ�プ�ラジ�ペ������ピ�ク
リ�プ�合い口�ピスト��合い口付近��
たぐ�寄���。
2）ピ�クリ�プ�合い口���ラジ�ペ���）ピ�クリ�プ�合い口���ラジ�ペ���
��内側�引き����側へひ���出し�
�し��。
3）����と��さ�����ピ�クリ�プ�）����と��さ�����ピ�クリ�プ�
�し��。
※ピ�クリ�プ������れ�����。十ピ�クリ�プ������れ�����。十
分注意し�������い�しょう。
●ピ�クリ�プ�取�付��取��した逆��
���トし�下さい。

※ピストン及びリングに
必ず使用するエンジン
オイルを塗布して下さい。

刻印

刻印

2cm2cm

5.トップリング 4.セカンドリング

1エキスパンダ
3.サイドレール2.サイドレール

120°

120°120°

5

4

1

2

3

EX

ピスト�リ�グの取り�け
ピスト�リ���図�様�取�付���。

“PO����”
●リ���合い口�図�様���分��下さい。
●ト�プリ����カ�ドリ���刻印�������き（ヘ�ド�き）�
●エ�スパ�����サイド�ー����下��き������。

図中�パーツデー�（番号��取�付��下さい）
番号 パーツ名称 個数
1 エ�スパ�� × 1
2/3 サイド�ー�（�下共�） × 2
4 �カ�ドリ��（黒色） × 1
5 ト�プリ��（白色） × 1

燃圧の抜き方 � イ���ク��の脱� �� イ���ク��の脱� �イ���ク��の脱� ��
1）メイ�スイ���OFF�し�フ�ーエ���プ���ト 2P（黒）カプラ�����し�下さい。）メイ�スイ���OFF�し�フ�ーエ���プ���ト 2P（黒）カプラ�����し�下さい。OFF�し�フ�ーエ���プ���ト 2P（黒）カプラ�����し�下さい。�し�フ�ーエ���プ���ト 2P（黒）カプラ�����し�下さい。2P（黒）カプラ�����し�下さい。（黒）カプラ�����し�下さい。
2）メイ�スイ���ON�し���クス�ー�ー�エ�ジ��エ�ジ��５���クラ����し�フ�ーエ�ホース内�燃圧�抜い�下さい。
3）メイ�スイ���OFF�し�か�イ�ジェク�ー 2P（黒）カプラ�����し�イ�ジェク�ー�取�替え�下さい。OFF�し�か�イ�ジェク�ー 2P（黒）カプラ�����し�イ�ジェク�ー�取�替え�下さい。�し�か�イ�ジェク�ー 2P（黒）カプラ�����し�イ�ジェク�ー�取�替え�下さい。


