取扱説明書
Ｓ92232①/⑦
*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．

APE100
XR100 モタード

92232

ノーマルエアクリーナー対応

PC20 ﾋﾞｯｸﾞｷｬﾌﾞｷｯﾄ

■ご使用前に必ずご確認
ご使用前に必ずご確認くだ
ご使用前に必ずご確認ください■
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
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。

表記の禁止行為を告げるもので
す。

その他の警告及び注意を告げるも
のです。

条件次第では法令違反となるこ
とを告げるものです。

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

・ この商品は道路運送車両法の保安基準に適合しておりますが、スピード違
反やマフラー、キャブ等交換により音量が保安基準を超えた場合は、ライ
ダー自身が道路交通法違反で罰せられます。運転は必ず遵法運転を心がけ
楽しいバイクライフをエンジョイしてください。
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・ 作業の前にエンジン及びマフラーが冷えていることを確認してください。走
行直後などでエンジンやマフラーが冷えていないまま作業を行いますと火
傷の原因となり大変危険です。
・ 作業の際、ゴミやほこり等の付いたままのパーツをそのまま組み付けますと
エンジンを始動した際にキャブレター内部で詰まったり、シリンダー内部へ
ゴミやほこり等が侵入して焼き付きの原因となりますので、パーツ類は必ず
きれいにしてから組み付けを行ってください。
・ 作業の際、クランクケース内に異物が混入しないよう十分に注意して作業し
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てネジ部等の増し締め
を行ってください。その後は約５００km 毎に必ず点検を行い、同様の増し
締めを行ってください。
・ 取り付けは確実に行ってください。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、
トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けてください。
・ ジェットセッティングは必ず行ってください。セッティングがずれている
と、エンジン始動不良、エンジン焼き付き、パワーが出ない等の問題が発生
します。
・ 説明書でお奨めしているジェットセッティングは当社車両でテストした際
のセッティングであり、全ての車両に当てはまるものではありません。お客
様のセッティングと異なる場合があります。予めご了承ください。
・ ジェットセッティングは季節、装着パーツ、車両使用状況、主観の違いによ
ってベストセッティングは異なります。予めご了承ください。
・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文
中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承ください。
・ 商品の不良について商品についての保証を行っておりますが、商品以外の費
用の保証は一切できませんのでご了承ください。
・ APE100/TYPE-D（HC07-1000001～149999）には装着可能です
がチョークレバーが使用できません。

本商品の特徴
商品の特徴
• 純正エアクリーナーＢＯＸを使用し、静粛性にすぐれながらも、ＰＣ２０キャブレター装着
でパワーＵＰします。

商品内容
NO

パーツ名

①

ＰＣ２０キャブレタ-

②

メインジェット

③
④

サイズ
(mm)
Ｍ／Ｊ
＃９５付

数
NO
量

パーツ名

サイズ
(mm)

数
量

Ｍ6×26

２

１

⑤

スタッドボルト

＃100

１

⑥

スロットルケーブル

１

メインジェット

＃105

１

⑦

コネクティング
チューブ

1

メインジェット

＃110

1
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取付方
取付方法
1. 車体サイドカバーを取り外します。
2. カバーバンド、エアクリーナーケースカバー、リテーナーの下側のフックを外し、エレ
メントを一旦、取り外します。
3. シートを外し、エアクリーナーインレットダクトを外します。
4. コネクティングチューブのストレージタンクホースを外し、コネクティングチューブを
取り外します。外れにくい場合はマイナスドライバーなどでこじると外しやすくなりま
す。
5. エアクリーナーボックスに⑦コネクティングチューブを装着し、ストレージタンクホー
スを差し込みます。
【エアクリーナー周辺の分解図】
エアクリーナーインレットダクト
※取り外します。

ストレージタンクホース
エレメント
リテーナー

⑦コネクティングチューブ
エアクリーナーケースカバー
純正バンドスクリュー
カバーバンド
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<キャブレター周辺分解図>

6. 純正キャブレターを固定しているナ
ットを緩めキャブレターを取り外し
ます。
＊ノーマルキャブレターとマニホールド
の間のインシュレーターは使用しませ
ん。

純正キャブレター、マニホールド
を取り外します。
エアクリーナーBOXは外す必要は
ありません。

7. ①PC20 キャブレターのトップキャップを緩
め、キャブレター本体からスロットルバルブ、
スプリングを取り外します。
キャップ

8. アクセルのスロットルホルダーを緩め、純正
スロットルケーブルをキットに付属の⑥スロ
ットルケーブルと交換し、外したトップキャ
ップ、スロットルバルブ、スプリングを取り
付けます。

スプリング

スロットルバルブ
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9.

①PC20 キャブレターに⑤スタッドボルトを取り付けます。

〔ダブルナットの作り方〕

① ⑤スタッドボルトのネジ部が長いほうにナッ
ト(純正)をひとつ入れます。
② さらにもうひとつのナット(純正)を入れた後
スパナを 2 本使い図のように、上側のナット
を締める方向、下側のナットを緩める方向に回
しナットを固定します。
③ ⑤スタッドボルトを締めるときは、上のナット
にスパナをかけて締めます。純正のナットは 2
個しかないため片方ずつ行なってください。
10. ①PC20 キャブレターに手順 8 で組付けたスロットルケーブルを取り付けます。
注意
予め、②～④のメインジェットに組み換え、ジェットニードルのクリップ段数を合わせ
ておくと効率的です。
11. ①PC20 キャブレターを純正ナットで車体に装着します。
12. 純正バンドスクリューを使用してキャブレターと接続します。
13. Ｒサイドカバーを加工し、コネクティングチューブが接触しないようにして、取り付け
ます。
14. 外した部品を元にもどし、作業は終了です。必ず、セッティングを行って下さい。
＊加工をしなくても装着できますが、若干、無理な取り付けになるため、加工をお奨め
します。

Rサイドカバー
斜線部分をヤスリ等で削
ってください。

7ｍｍ
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キャブセッティングの決め方
＊プラグの焼け具合を確認します。
<プラグの状態>
原因
黒く焼けている
燃料が濃い状態
白く焼けている
燃料が薄い状態
キツネ色に焼けている
最適な状態

<対処法>
メインジェットの番数を下げる
メインジェットの番数を上げる
そのままで良い

参考セッティング
ＡＰＥ100
ＡＰＥ100
（参考データーです）
ビッグボアキット 115ｃｃ
＋ノーマルエアクリーナー
＋コネクティングチューブ
＋ノーマルマフラー
STD エンジン
＋ノーマルエアクリーナー
＋コネクティングチューブ
＋ノーマルマフラー

Ｍ／Ｊ

Ｓ／Ｊ

ジェットニードル
クリップ段数

＃100～105
（季節や使用パーツにより変
化します。付属のメインジェ
ットで調整してください。）

＃３８

上から３段目

＃３８

上から３段目

＃100～105
（季節や使用パーツにより変
化します。付属のメインジェ
ットで調整してください。）

＊ ジェットセッティングは季節、装着パーツ、車両使用状況、主観の違いによって
ベストセッティングは異なります。予めご了承ください。
エアスクリュー（スロージェット
関係のエアの調整用 ）

アイドルスクリュー
（アイドリング調整用 ）
キャブレターの
金色の管が
スタッドボルト

ガソリンホース
接続する場所
です 。
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オ関連商品
関連商品
商品名

品番

本体価格
本体価格
（税抜）

備考
PC20 キャブレター用（Ｍタイプ）

メインジェットセット

35993 ￥1,200
＃110/115/120/125/130/135
PC20 キャブレター用（Ｍタイプ）

メインジェットセット

31119 ￥1,200
＃85/90/95/100/105/110
PC20 キャブレター用（Ｍタイプ）

メインジェットセット

31117 ￥1,200
#65/70/75/80/85/90

油面調整方法、出荷時のセッティング
ＰＣ２０
メインジェット
＃９５
スロージェット
＃３８
スロットルバルブ
２０Ｇ
ジェットニードル
４段目
エアスクリュー
２回転戻し
ガソリンがオーバーフローしている
時は、バルブが調整板に接していない
状態でフロートレベル（Ｌ）を２１
mm に調整してください。又状況に応
じて調整してください。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
ＵRL: http://www.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
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