
  

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。 

適応車種 商品ＮＯ． 

シャワーヘッドカバー ＡＰＥ/ＸＲモタード 

ノーマルヘッド専用 
６５８９３ 
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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。 
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。 
 

 

行為を強制したり指示する内容

を告げるものです。 

禁止の行為であることを告げるも

のです。 

 

条件次第では法令違反となるこ

とを告げるものです。 

その他の警告及び注意を告げるも

のです。 

 

   

 

・ 締め切ったガレージ内部や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないでく

ださい。一酸化炭素中毒になる恐れがあります。 

・ この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故に

つながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。 

・ 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。

 

 

・ 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられ

た場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのま

まご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。 

 

 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇

所を点検してください。 
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・ この商品の取り付けには別途ホンダ純正のサービスマニュアルをご用意して

いただき、確実な作業を行ってください。またこの取扱説明書および、ホン

ダ純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としてお

ります。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無か

ったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼されることを

お勧めいたします。 

・ 作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってくださ

い。熱い状態で作業を行うと、火傷を負う原因となります。 

・ 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってくださ

い。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能

性があります。 

・ ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサ

イズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。 

・ 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認

をおこなってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってくださ

い。 

・ 部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して

行ってください。 

 

・ 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。

一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法

（速度超過）によって罰せられます。 

 

・ この商品はノーマルヘッド専用です。他社製のシリンダーヘッドに対しては、

取り付けの可否も含めて問い合わせの回答ができません。ご了承ください。 

・ オイルポンプは強化タイプに変更されることをお勧めいたします。 

・ この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合

には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

・ 補修部品をお求めの際などに必要になりますので、この取扱説明書は大切に保

管してください。 

・ この商品を取り付けるとオートバイの性能が変化します。特に交換直後など慣

れるまでは十分に注意して操作し、オートバイの感覚を確かめてください。 

・ この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文

中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。 
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本商品の特徴 

• オイルライン付のシャワーヘッドカバー。 

• カムシャフトやロッカーアームの上部よりオイルを流し、ヘッド内部の潤滑を向上させます。 

• ヘッドカバー後部にはブリーザーホースを装着できる取り出し口を装備できます。 

（ブリーザーホースは別売、適合ホースは内径８ｍｍ） 

 

商品内容 

 

NO パーツ名 
サイズ

(mm) 

数

量
NO パーツ名 サイズ(mm)

数

量

① ヘッドカバー  １ ⑤ プラグボルト（白） Ｍ10ｘ12 1

② オイルライン  1 ⑥ ユニオン Φ8 ホース用 1

③ バンジョーボルト（黒） Ｍ10 1 ⑦ シールワッシャ（銅） Ｍ10 用 4

④ バンジョーボルト（メッキ） Ｍ6 1 ⑧
シールワッシャ（アル

ミ） 
M6 用 1

 

取り付け前に、商品の内容をご確認ください。 

エンジンおよびマフラーが冷えていることを確認して作業を開始してください。 

詳細についてはホンダ純正サービスマニュアルを用意し、参照のうえ作業を行ってください。 

 

 

 

写真の形状と実際の部品の形状が異なること

があります。ご了承ください。 

1
2 

5 6

7 3 4 8
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取付方法 

1. 純正シリンダーヘッドカバーの分解 
1-1. シートとタンクを取り外し、作業のためプラグキャップもプラグから抜いておきま

す。 

1-2. ヘッドカバーボルト２本を緩め、ヘッドカバーとガスケットを取り外します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. シャワーヘッドカバーの取り付け 
2-1. ①ヘッドカバーに、手順 1-2 で取り外したガスケットを取り付けます。 

2-2. ①ヘッドカバーをエンジンに載せ、ヘッドカバーボルトを取り付けます。 

 
 

 

 

ヘッドカバーボルト 

ガスケット（ゴムの部品） 

純正ヘッドカバー 

 
ヘッドカバーボルトとガスケットは、取り付けの際に再び使用します。 

ゴムにひび割れなどの異常が無いか必ず確認し、 

もしも異常や劣化が見られる場合は新しく純正部品をご用意して組み立てを行っ

てください。 

組み合わせる純正部品の異常や劣化が原因である場合のオイルにじみや、ヘッド

カバーボルト折損などについては、デイトナはその責を負いません。 

ヘッドカバーボルト 

締め付けトルク 

12N・ｍ（1.2kgf-m） 
※ 規定トルク内でも 

ねじ切れる事例がありますので、 

締め付け時の手ごたえには 

十分注意をはらってください。 



 

 

65893⑤/⑥

2008/04/14 

2-3. シリンダーヘッド側面のオイルチェックボルトを取り外します。 

 
2-4. ②オイルラインを①シリンダーヘッドに取り付けます。図の位置に③バンジョーボ

ルト（黒）と④バンジョーボルト（メッキ）を使用します。 

 

 
 

 

 

 

2-5. ①ヘッドカバー後部に、⑤プラグボルト（白）を取り付けます。 

 
 

2-6. 手順 1-1 で取り外した、タンクやプラグキャップ等を元どおりに取り付けて作業は

完了です。 

②オイルライン 

厚みがある側をヘッドカバー

に向けて取り付けます。 

④バンジョーボルト（メ

ッキ） 

締め付けトルク 

12N･m 

③バンジョーボルト（黒）

締め付けトルク 

15N･m 

⑦シールワッシャ（銅） 

⑧シールワッシャ（アルミ） 

⑦シールワッシャ（銅） 

ヘッドカバーからブリーザーを取り出

したい時、プラグボルトのかわりに⑥ユ

ニオンを使用します。 

ホースおよびホースクランプは別売と

なります。 

（適合ホース：内径８ｍｍ） 

 
バンジョーボルトの締め過ぎによる破壊に注意してください。

⑤プラグボルト（白） 

締め付けトルク 

12N･m 
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取付詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補修部品 

商品名 品番 税込価格 備考 

補修用シャワーヘッドカバー 

65893 用 
66830 \3,465 ①ヘッドカバー単品 

補修用オイルライン 

65893 用 
66481 \2,625 ②オイルライン単品 

補修用バンジョーボルト 

65893 用 
66482 \1,313

④バンジョーボルトｘ1 

⑦シールワッシャ（銅）ｘ1 

⑧シールワッシャ（アルミ）ｘ1

バンジョーボルト（ブラック） 64740 \1,260
③バンジョーボルトｘ1 

⑦シールワッシャ（銅）ｘ2 

ユニオン、 

Φ8ｍｍ-Ｍ10ｘＰ1.25 
66828 \998

⑥ユニオンｘ1 

⑦シールワッシャ(銅)ｘ1 

ボルト、Ｍ10ｘ12Ｌ 

ＡＰＥ-４Ｖ 
64693 \683 ⑤プラグボルト単品 

 

 

①ヘッドカバー 

⑤プラグボルト（白） 

締め付けトルク 

12N･m 

③バンジョーボルト（黒） 

締め付けトルク 

15N･m 

④バンジョーボルト（メ

ッキ） 

締め付けトルク 

12N･m 

⑥ユニオン 

締め付けトルク 

12N･m 

⑧シールワッシャ（アルミ） 

⑦シールワッシャ（銅） 

ガスケット（純正）

②オイルライン 

ヘッドカバーボルト（純正）

⑦シールワッシャ（銅） 

 
 

    〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805   

 ＵRL: http://www.daytona.co.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       


