取扱補足説明書

WL901/WL900
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*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。
*取扱説明書（イタリア語表記）と本書は、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、必ず取扱説明書（イタリア語表記）と本書も併せてお渡しください。

適応商品

WL901/WL900 ウエイトレスケース

WL901 トップ モノキーベース用
WL900 サイド PL/PLR/PLO ステー用

■本書はイタリアの取扱説明書を補足するものです■
※

この商品の使用をもって本書記載の内容全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認
ください。本書記載の内容を守らずに取り付け・取り扱いしたことにより発生した不具合や事故損害は、如何なる
場合でも保証対象外であり、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

■ご使用前に必ず、ご確認ください■
※

商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証規定全てを
理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご確認のうえ、説明書・レシートと共に大切に保管して
ください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗記載・捺印のない場合、新品購入履歴が
不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予めご了承ください。

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。

その他の警告及び注意を告げるもの
です。

行為を強制したり指示する内容を
告げるものです。

・ WL901 トップケースは指定懸架ステーに所定の状態で取り付けられた GIVI モノキーベース（別売り）
専用品です。モノロックケース付属の汎用ベース、M5M、M6M などの GIVI モノロックベースには取
り付けできません。GIVI 社指定以外のベースプレート、懸架ステーには使用しないでください（保証対
象外）。また、WL901 サイドケースは PL/PLR/PLO サイドステー専用です。PL-CAM には取付でき
ません。
・ 耐熱性は無いため、マフラーがバッグに近すぎる車両への取付はできません。尖った荷物は入れないで
ください。パソコンなど精密機器を入れて走行しないでください。
・ 指定最大積載重量（ケースに収容可能な内容物の MAX 総重量）は WL901 は５kg、WL900 は片側
5Kg)です。ケースやフィッティングの指定を超える総重量となる内容物をケースに収納することは絶対に
お止めください。当社では、操舵性を考慮して総重量 3kg 以下での走行使用をオススメします。
・ この商品をつかんでのメインスタンド掛けや車体の取り回しはお止めください。変形や破損など予期せぬ
不具合（保証対象外）の原因となります。
・ 法定速度を必ず遵守することを前提に、いかなる場合でも 100km/h を超える状態での走行使用は行わ
ないでください。操舵性の変化などにより、破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害（何れも保証
対象外）の原因となります。
・ オフロードなど悪路での走行使用は行わないでください。破損や脱落など予期せぬ不具合や事故損害
（何れも保証対象外）の原因となります。
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・ この商品をパッケージから取り出した際に、商品構成や外観に不備がないことを必ずご確認ください。
未使用品以外の外観不良は保証対象外につき、万一お気付きの点がございましたら、ご使用になる前の
この段階でお買い求めの販売店に速やかにご相談ください。
・ この商品の構成部品は金属や樹脂を素材としております。経年変化や使用損耗により素材劣化が生じ、
予期せぬ不具合（保証対象外）が発生する場合があります。必ず定期的に点検整備を行ってください。
定期的な点検整備や日々のメンテナンスを怠り発生した不具合や事故損害、および経年変化や使用損耗
により発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる場合でも当社および GIVI 社では一切の責任
を負いません。予めご了承ください。
・ ケース脱着作業は安定した平らな場所で、作業中の車体の安定と周囲の安全を十分確保したうえで確実に
行ってください。作業が適切に行われないと、作業中やご使用中に部品破損や脱落など予期せぬ不具合
が発生する場合があります。商品自体に瑕疵がなく発生した不具合や事故損害につきましては、如何なる
場合でも当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。
・ パッケージ開梱時やその後の商品取り扱い時に、パッケージや商品端面で指を切るなど予期せぬ怪我や
事故、内容物の破損など（何れも保証対象外）が発生する場合があります。十分ご注意ください。
・ ケースの蓋を閉める際やロックして走行使用する際は、荷物が蓋に挟まれていないことを必ず確認して
ください。変形や破損など予期せぬ不具合（保証対象外）の原因となります。
・ この商品を車体に取り付け走行使用すると、車両の重量増加や重心変化、空気抵抗増加などにより、
ハンドリングやブレーキ性能などが悪化します。操舵感覚や制動感覚に慣れるまでは十分慣らし運転を
行ってください。このような変化はタイヤの磨耗や空気圧の低下、ステムやホイール、スイングアーム
のベアリング類の磨耗などによっても発生します。定期的に各部を点検整備し、安全に走行使用して
ください。
・ ファスナーは開けたままで走行しないようご注意ください。また、ファスナーに無理な力を掛けないよ
う取り扱いご注意ください。汚れや湿気に弱いため、定期的にメンテナンスを行い綺麗な状態を保って
ください。
・ 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。
・ この商品は指定懸架ステーに所定の状態で取り付けられた GIVI モノキーベース（別売り）及びサイドス
テー専用品です。指定された GIVI 社の適応商品以外との組み合わせは未確認（保証対象外）につき、如何
なる不具合や事故損害が発生したとしても、当社および GIVI 社では一切の責任を負いません。
・ 素材と製造方法、製品個体差により、仕上がり品質はお手元の商品程度となります。表面の傷や歪み、蓋
の勘合具合、ベースプレートへの組付フィット感など、程度の差につきましては予めご了承ください。
・ ご使用環境やご使用状況によってはケース内部が高温になる場合があります。
・ この商品は付属のインナーカバーで防水対策していますので、本体は防水性ありません。予めご了承く
ださい。
・ ケース自体は施錠できますが、盗難を完全に防止することはできません。車両を離れる際はケース内に
貴重品を入れたままにしない、ケースを取り外して持ち歩くなどの自己防衛が必要です。
・ 商品保証につきましては保証書記載の保証規定に沿って行います。また、この商品の使用をもって保証
規定全てを理解・承諾したものとみなします。ご使用前に必ず内容をご理解のうえ、説明書・レシート
と共に保証書を大切に保管してください。保証書やレシートを紛失した場合や保証書販売店記入欄に店舗
記載・捺印のない場合、新品購入履歴が不明な場合などは当社所定の商品保証を受けられません。予め
ご了承ください。
・ GIVI ケースは、キーシリンダーにナンバーが刻印されている為、防犯上の理由からキーのみの供給はし
ておりません。万一紛失してしまった場合はカギ専門店等で開錠した上で補修用セキュリティロックキ
ー＆シリンダセット以下に交換してください。
SL101 セキュリティキー１セット

品番 77302

SL102 セキュリティキー2 セット

品番 17790

SL103 セキュリティキー３セット

品番 77303

・ この商品は予告無しに価格や仕様を変更する場合があります。また、文中にて紹介した他の商品につい
ても同様です。予めご了承ください。
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商品内容
WL901 トップケース
品番 19004

WL900 サイドケース
品番 19006

商品特長

NO

品名

サイズ

数量

①

トップケース 29-34L

W468 x D386 x H266-293mm

1

②

セキュリティキー

2

③

防水インナーカバー

1

NO

品名

サイズ

数量

①

サイドケース 25L x 左右

W491 x D247 x H360mm

1

②

セキュリティキー

4

③

防水インナーカバー

2

・持ち運びしやすい軽量セミリジッドケースです。WL901 はファスナーを開けて容量をアップできます。
・モノキー用ベースプレートや PL/PLR サイドケースステーに取り付け可。
※付属のレインカバーはバッグ内部で使用するもので、ケースの外側には使用できません。この商品はバッグ内部の
防水インナーカバーで防水対策を行っております。ケース本体はファスナー部分や各部品取り付け部から浸水いたします
ので、雨天走行時は特にご注意ください。

使用方法
31. ケースを取り付ける
31-1.キーを３時方向に回し、車体に取り付けたベースプレートの勘合部に①ケースの前後勘合部をあてがいます。
（図
1 参照）
1-2. ベースプレートのＡ部と①ケースのロック部分の位置が合っている事を確認し、ファスナーを開けて①ケースを
しっかりと押さえつけます。
※ ベースプレートの勘合部と①ケースの前後勘合部が合っていない状態で①ケースを無理に取り付けしないでくだ
さい。ロック機構が破損し、①ケースの取り付けが出来なくなる場合があります。
1-3.左手をベースプレート下に添え、右手を①ケースの底部を上から押さえ、両手でしっかりと挟み込み①ケースを取
り付けます。
1-4.①ケースを上方向に持ち上げて①ケースがベースプレートから外れない事を確認します。
※

走行前に①ケースがベースプレートへ確実にロックされていることを必ず確認して下さい。確実にロックされて
いないと、走行中に①ケースが落下し、大変危険です。また、ロック機構に汚れや破損、潤滑不足があるとスム
ーズに動作しないことがありますので、定期的に清掃、点検、潤滑剤の塗布を行って下さい。

図１

WL901 トップの場合

WL900 サイドの場合
カチッ！

①
①

カチッ！
サイドバッグを前後、左右、上下に動かして確実に固定でき
ているか、確認を行ってください。
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2. ケースを取り外す

ロック位置

2-1.①ケースのカギ穴に②キーを差し込みます。
2-2.②キーを右（時計方向）に回し、ケースロック解除位置に合わ
せます。カギを廻すとストッパーが外れます。
2-3.ベースプレートＡ部と①ケースのロック部分の勘合を外し、脱
落させないように注意しながら①ケースを持ち上げます。（図
2A 参照）

解除位置

②キー

図 2A

WL901 トップの場合

A

WL900 サイドの場合

A
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3. ダイヤルロックの番号設定
3-1.ダイヤルロックの番号の初期設定は０—０—０になっています。番号を変える手順は次の通り。
3-2.初期設定番号の０－０－０に合わせます。
3-3. 先のとがったものでリセットボタン(A)をカチッと音が聞こえるまで押します。
3-4. 新しい３桁番号になるようダイヤル(B)を廻します。
3-5.ボタン(C)を矢印の方向に押すとカチッの音と共にリセットボタン(A)が元に戻り設定完了です。
※設定した番号を忘れると開けられません。番号は忘れないように対策して下さい。
※上記の方法で番号の再設定可能です。

図3

ダイヤルロック WL901/WL900 共通

リセットボタン(A)

ダイヤル
ボタン(C)

ご使用上の注意
1.ぶつけたり、こすったりするとバッグの生地が傷み破れますので取り扱いには注意してご利用ください。
2.貴重品や、振動、耐熱性に劣るものは中に入れないでください。
内容物の取り扱いには自己責任でお願いします。当社ではいかなる場合でも内容物に関して補償いたしません。

お手入れ方法と保管について
■ 保管する際には、陰干しで乾燥させてから、湿気を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
常時、車両に装着した状態にする場合は、雨や直射日光を避ける為にバイクカバー等をかけて保管してください。
■ 商品が濡れてしまった場合は、汚れと水分を取り除き、ファスナーを開けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
■ 汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取って、陰干ししてください。
■ シンナー、ベンジン、パーツクリーナー等の有機溶剤は使用しないでください。
■ 水洗いや洗濯機での丸洗いは、商品を傷める恐れがありますのでお止めください。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮４８０５
本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。
デイトナ商品についてのご質問、ご意見は 0120-60-4955 まで。
ＵＲＬ総合 http://www.daytona.co.jp/
ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com
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