
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 
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■ ご使用前に必ずご確認ください■ 
＊ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

＊ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と

一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 
要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあり

ます。 

 

 

禁止の行為であることを告げるものです。 

 

行為を強制したり指示する内容を告げるもの

です。 

  
その他の警告及び注意を告げるものです。   

   

 

・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。 

・ 作業中、車体が倒れないよう十分注意し、作業を行なってください。 

 

 

・ この商品の取り付けには、純正コントロールスイッチの分解が必要になります。純正コントロールス

イッチの内部部品は、単品での手配ができない為、純正コントロールスイッチの内部部品の紛失また

は破損に十分注意して作業を行ってください。内部部品の紛失、破損等のクレームまたそれに伴う費

用の保証は一切できませんのでご注意ください。 

・ この商品の取り付け前に、バッテリーのマイナス端子を外してください。 

・ この商品の取り付けには、純正コントロールスイッチの分解が必要になりますので、設備の整ったオ

ートバイ店もしくは認証工場で専門的な教育を受けた整備士に作業を行っていただく必要がありま

す。専門外の方が作業を行うと怪我やスイッチ部分等の破損の恐れがあります。従って、この商品の

取り付けはオートバイ店もしくは認証工場へ依頼してください。 

・ この商品を取り付ける際、純正ハーネス類の取り回しが複雑な為、純正コントロールスイッチの分解

前に純正コントロールスイッチ内部の写真を写しておけば、組み付け時の混乱を防ぐことができま

す。 

・ この商品を取り付ける際、純正コントロールスイッチ内部の部品の紛失、ハーネス類の取り回しの混

乱を防ぐ為、一度に純正コントロールスイッチ内部を分解せず、少しずつ内部を分解し、取り外した

物から商品に組み付けて入れ替えていく方法をおすすめいたします。 

・ コントロールスイッチには、保安部品の操作を行うスイッチが多数取り付けられています。各スイッ

チ類を取り付け後、ハンドルバーに組み付けする前に必ず各部スイッチの操作を行い作動確認をして

ください。不具合が生じる場合は再度スイッチ類の取り付けを確認してください。 
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・ 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約 500ｋｍ毎に必ず点

検を行い、各部に異常がないか確認してください。 

 

・ この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。 

・ 純正コントロールスイッチの内部部品は、単品での手配ができない為、紛失、破損に十分注意して

作業してください。これに伴うクレーム、費用等の保証は一切できませんのでご了承ください。 

・ この商品は商品の問題に対して商品のみを保証いたします。この商品を取り付けた事により発生し

た事故や怪我等についてはお客様自身が定期的な点検、整備を怠ったとして商品以外（取り付け工

賃、通院費用、代車費用、休業補償等）に伴う費用は一切保証出来ませんのでご注意ください。 
 

 本商品の特徴  

● 純正のコントロールスイッチのハウジングをメッキタイプに交換し、豪華なハンドル回りを演出します。 

● ハーネス、一部のスイッチ類は純正を使用しハウジングのみを組みかえる取り付けの為、外装を外す作業は必

要ありません。 

 商品内容  
NO パーツ名 サイズ 数量 NO パーツ名 サイズ 数量 

① L スイッチハウジング  １ ⑥ MODE スイッチ ブラック 1 

② R スイッチハウジング  1 ⑦ STOP スイッチ ブラック 1 

③ IS スイッチ ブラック 1 ⑧ 結束バンド  2 

④ PASS スイッチ ブラック 1 ⑨ ＋ナベ子ねじ M3×8 4 

⑤ HI-LO スイッチ ブラック １ ⑩ ＋ナベ子ねじ M3×12 3 

 取付方法  

＊ 純正コントロールスイッチの内部部品は、単品での手配ができない為、紛失、破損に十分注意して作業してくださ

い。これに伴うクレーム、費用等の保証は一切できませんのでご了承ください。 

1. 平らな作業場所で車体をセンタースタンド固定し作業を行ないます。また、予めバッテリーのマイナス端子を外して
ください。 

2. スロットルケーブルの遊びを予め、最大にします。 

3. 左右のブレーキスイッチの端子 2 本をはずします。 

4. パーキングレバーとパーキングケ－ブルを取り外し、分解図を参照して左右のコントロールスイッチを取り外します。 

ブレーキスイッチを抜き取ります。

結束バンドを切断します。

遊びを最大に調節します。
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<コントロールスイッチＲの交換> 

5. ボルト 4 本を外し、MODE スイッチをハーネス毎、
取り外します。 

 
6. スイッチが可動する部分のピンをクリップ等で押し出

し、ラジオペンチで抜き取ります。ボール、スプリン

グが飛ばないように注意してください。 

7. 付属の⑥MODE スイッチに交換し、元のように組みな

おしてください。 

 
ボール、スプリングは分解作業の際にスプリングの反力で

飛び出し易いため、紛失しないよう十分に注意して作業し
てください。 

 

 
〈スイッチ、ボール、ピン、スプリング〉 

 
8. STOP スイッチを交換します。 

9. 爪を押して STOP スイッチを外します。 

10. STOP スイッチから金具を抜き、ボール、スプリング、
スイッチベースに分解し、付属の⑦STOP スイッチに
交換して元のように組付けます。 

 
ボール、スプリングは分解作業の際にスプリングの反力で
飛び出し易いため、紛失しないよう十分に注意して作業し

てください。 

 

 



 

 

67449④/⑧ 

2008/08/27 

 
 〈スイッチベース、STOP スイッチ、ボール、金具、スプ

リング〉 

 
11. ②Ｒスイッチハウジングの上側に組み替えた STOP

スイッチと MODE スイッチを短い方の⑨ナベ子ネジ

を使用して元のように組付けます。 

 
金具の上下方向に注意して組付けてください。 

 

〈金具の上下方向〉 

 

12. ハーネスを抑えている黒い樹脂製部品を取り外しま
す。 

 

 

 
13. ボルト 2 本を外し、ハザードスイッチを取り外します。 
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14. ボルト 1 本を外して、セルスイッチを取り外します。 

15. ②Ｒスイッチハウジングの下側に外したセルスイッチ
とハザードスイッチを長い方の⑩ナベ子ネジを使用し

て元のように組付けます。 

 

 
16. ハーネスを付属の⑧結束バンドで固定し、ハンドルに

組付けます。 

 
⑧結束バンドを通す穴にバリが出て塞がっている場合があ
りますので、細めの＋ドライバー等を押し込み貫通させて
ください。 

 

 

17. ハンドルに元のように組付けます。同様に取り外した
部品も組付けます。 

 
<コントロールスイッチＬの交換> 

18. ボルト 4 本を外し、PASS スイッチを純正スイッチ
ハウジングより外します。 
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19. PASS スイッチの可動する軸のピンをクリップ等で押

し出し、ラジオペンチで抜きます。 

20. 付属の④PASS スイッチに交換し、ピンを入れ組付けま
す。 

 

 
〈PASS スイッチ、ピン、スプリング、シャフト〉 

 

 
21. 爪を外し HI-LO スイッチを取り外し、HI-LO スイッチ、

金具、スプリング、ボールに分解します。 

 
ボール、スプリングは分解作業の際にスプリングの反力で飛

び出し易いため、紛失しないよう十分に注意して作業してく
ださい。 

22. 付属の④PASS スイッチと⑤HI-LO スイッチを純正の
ナベ子ネジで、元のように組付けます。 

 

〈HI-Lo スイッチ、金具、スプリング、ボール> 
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23. ＩＳスイッチを下側にスライドさせて外します。 

 

爪が割れ易いので注意して外してください。 

 

 
24. スイッチハウジング下側のボルト 3 本を外します。 

 

 
25. スイッチとハーネスをスイッチハウジングより取り外

しフリーな状態にします。 

 

 
26. ①スイッチハウジングＬに交換し、純正のナベ子ネジで

元のようにスイッチを組付けます。 

27. ③IS スイッチをカチッと音がするまでスライドさせて
嵌めます。 

28. ハーネスを付属の⑧結束バンドで固定し、ハンドルに組
付けます。 
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29. 元のようにハンドルバーに固定します。 

30. 走行の前に全てのスイッチの動作確認を行い、問題が無
いことを確認してください。問題が無ければここで作業

は終了です。 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

    〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805   
 ＵRL: http://www.daytona.mc-jp    E-mail: info@daytona.co.jp  

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで  


