
ライトボアアップ ���� �������� ���� No,�/�

商品コード 214-1122401
適合車種 エイプ 50�������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種��������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種�������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種�����50 ��ード���14 �車種�

備 考 排気量：�ボア�×�ストローク�82cc: φ 54 × 35.�mm�ノーマル�

●������コ�品�������������������������������������������������コ�品�������������������������������������������
●��������������マ��アル������������������������マ��アル����������
※����品�ー�����������������������������������������品�ー�������������������������������������

製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

火気厳禁
作業中�引火性�非常�高
�ガソリ��������
��バコ等�厳禁���

ス�ークチェ�ク等�やむ�
えず�シリ�ダー外�プラ�
�ス�ーク��る場合��電
圧�非常�高�箇所����
絶縁手袋���������

十分な換気�������
作業中�揮発性�高�ガソ
リ��������長時間
密閉�れた室内�作業��
���身体��害���

エ�ジ�作動中�作動��
シリ�ダーやクラ�クケー
ス�エ��イ等��変高熱
�な��������不�
意�ふれ���け����

����オートバイ整備�
基本的な知識�持�た方�
対象�������技能や
知識��持ち�ならな�方
�作業��わな������

�気���点や�異常�発
見�た場合�直ち�走�
�停止����社����
連絡����

●���ー���ース���品�な���������車�������走�������������ス�������不�等��る���ー���ース���品�な���������車�������走�������������ス�������不�等��る
事故��ー��破損等�������本人�責任����社����責任�負������御了承����

●���品�����原�免許�原�登録��������走��れる�違反�な��運転者�本人�罰�られる対象�な������
���走��れる場合��小型 2 輪以上�免許��得��必ず市町村�役所�原� 2 種�登録����強制賠償�険�排気量ア�プ�
申請��������

●���ー�����る������プラ����等��換��������必��������社������ー�マ�ラー�������ー�����る������プラ����等��換��������必��������社������ー�マ�ラー����ー�マ�ラー�����マ�ラー����ー��������
他社��ー��絶対����な������故障�原因�な�����た�������ノーマル時�状態�走��る���ワーア�
プ��な�ばか�か�焼����破損等�原因��な����必ず�エ�ジ��見合�た�������施������

●������手���������������������������れ��る���以外�����な������������手���������������������������れ��る���以外�����な������
 焼���破損�原因��な����
●���け���������作業�必ず整備�����る方���������た���品�役�等�����な�方�必ず�������け���������作業�必ず整備�����る方���������た���品�役�等�����な�方�必ず����

�担�者����社���相談����
●エ�ジ�オイル�なら�運転�了��� 100�m��必ず�品�エ�ジ�オイル��換������エ�ジ�オイル�なら�運転�了��� 100�m��必ず�品�エ�ジ�オイル��換������100�m��必ず�品�エ�ジ�オイル��換��������必ず�品�エ�ジ�オイル��換������
　�社推奨オイル : ��ダ���ルトラ �3 10�-40: ��ダ���ルトラ �3 10�-40��ダ���ルトラ �3 10�-40�3 10�-40
●ボアア�プ ��� ��時�推奨点火プラ�� ����� イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上���������ボアア�プ ��� ��時�推奨点火プラ�� ����� イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上������������ ��時�推奨点火プラ�� ����� イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上�����������時�推奨点火プラ�� ����� イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上�������������� イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上���������イリジ��プラ�熱� 24�8 �相��以上���������24�8 �相��以上����������8 �相��以上���������8 �相��以上����������相��以上���������
●�����必ず車種����ー�ー�ー�スマ��アル�合わ����作業�������������必ず車種����ー�ー�ー�スマ��アル�合わ����作業��������
●エ�ジ��振動����ボルト�ナ�ト類�緩む可能性������走�前�必ず�各��ボルト�ナ�ト類�締��具合�確認������
●各��ー��必ず�����ー�クリーナー等������オイルライ������等���か�エアーダス�ー等������必ず各��ー��必ず�����ー�クリーナー等������オイルライ������等���か�エアーダス�ー等������必ず

確認������
●�ー�各������る���必ず���エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業���������ー�各������る���必ず���エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業����������必ず���エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業��������必ず���エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業�����������エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業��������エ�ジ�オイル�上��������な�ら作業���������上��������な�ら作業������������な�ら作業��������
●��シ���異常�負担�かかる��なエ�ジ���ー�等��な�������た���ク�動�る場合�必ず��ア���合����シ���異常�負担�かかる��なエ�ジ���ー�等��な�������た���ク�動�る場合�必ず��ア���合��

�る事�確認��ペダル�踏��ろ������
●�ら�走�時� 12.000��m 以�����������ら�走�時� 12.000��m 以����������走�時� 12.000��m 以����������12.000��m 以����������.000��m 以����������以����������
●���け���������な��分��れば��ー�ー�ー�スマ��アル�����作業�����������け���������な��分��れば��ー�ー�ー�スマ��アル�����作業��������

ご使用についての注意
●��品����る事������オプシ���ー���時�換�必�����オプシ���ー��������品����る事������オプシ���ー���時�換�必�����オプシ���ー������
●���ー�����ナ�ス時�����具�他�各種���具�必�������ー�����ナ�ス時�����具�他�各種���具�必����

オプションパーツ��P�50���50 ��ード各車種���
商品名 商品コード

電�� ��� �ワー ��V2 7��-1123300

エ�ジ��ー� 推奨 ハイ��シ��ト 300-1122000

オイル��

推奨 オイルシ�ワーヘ�ド 300-1418400

�P�50 スー�ーオイルクーラー ����オイル��ル�ー�属� 330-1413800

�� ��ード スー�ーオイルクーラー ����ノーマル右側ケース�バー���� 3�0-1134000

�� ��ード オイル��ル�ー ��� 3�0-1134200

吸気� �����ー ������ ���　ケーヒ� P� φ 20�ノーマルシリ�ダーヘ�ド�� 110-112234� 

排気� �P�
�� ��ード

ハイエ�ドダ��マ�ラー�φ 100 �イ���ー�  540-1413100 

ハイエ�ドダ��マ�ラー�φ 80 �イ���ー�  540-1413110 

▼���具�他�各種���具�必����

�社����具
�ペ�トアジ�スト��チ�□ � －型アジ�ストスクリ�ー対応� �74-0�00200

�ペ�トアジ�スト��チ�□型アジ�ストスクリ�ー対応� �74-0�00210

シ�クネスゲージ -
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上面図

修正後

ガスケット

クランクケース貫通穴

0.5mm以上あることを確認して下さい

スリーブ

R.L �ラン��ー�����の����について�ラン��ー�����の����について
1) ������������������������������������������������������������
ケ��に当たっ����������とクラ�クケ��の隙間を必
ず ���� � ������� )�っ������������に�っ������ � ������� )�っ������������に�っ��� ������� )�っ������������に�っ��������� )�っ������������に�っ���� )�っ������������に�っ��)�っ������������に�っ���っ������������に�っ��
この作業を全く行わなく�も��場合�あります�またクラ�クケ�
�の合わせ面からガ�ケット��み出すと����������の
熱膨張に��変形でガ�ケットと接触し�ピ�ト�の焼き付きやオ
イル漏れなど�発�します�ご注意くだ���
2) クラ�クケ���に�り���らな���にしっかりと���を�クラ�クケ���に�り���らな���にしっかりと���を�
め���������接触す���をヤ��で�り�ります�
�)�り��ケ���に�らな���慎重に���を�り除きます�
4) ���を�り除�た後��組込中に異物��らな�様にす�為きれ
�な���をケ��の穴に�め�作業し�����
�) �ット�組み�わっ�����後�す�に����オイルを��に�ット�組み�わっ�����後�す�に����オイルを��に
交換し�����

組み付けにあたって、必ず下記の注意事項を守って下さい

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

ピストンリングの取付け

120°

120°120°

5

4

1

2

3

ピストンリングは左図を参考に取り付けます。
※トップリング、セカンドリングは刻印のある
　面を上向きにはめて下さい。
※リングの合い口を図の方向に向けて下さい。
※エキスパンダ及び、サイドレールには上下の
　向きはありません。
※番号は取付順序です。

※ピストンの装着の向きはEXマークを排気側に
　向けます。

 番号 パーツ名  個数
 1 エキスパンダ ×1
 2/3 サイドレール（上下共通） ×2
 4 セカンドリング（黒色） ×1
 5 トップリング（白色） ×1

ピストンリング

各部の調整と取付 / ��事項/ ��事項��事項

●�������������������社���上�原因��る品�不������た�������������������社���上�原因��る品�不������た
場合��等��数�����品����替え����償��致����但�上�以外�故
障�破損�事故等������ー��代金����証�整備費�等�代償��容赦����

■製品の��について製品の��について
〒 577-0015
東�阪市長田 3-8-13
��L.0�-�783-5311�代�
���.0�-�782-0740

180403 �-Y



ライトボアアップ ���� �������� ���� No,�/�

商品コード 214-1122401
適合車種 エイプ 50�������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種��������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種�������1�-1000001 � 15���������50 ��ード���14 �車種�����50 ��ード���14 �車種�

備 考 排気量：�ボア�×�ストローク�82cc: φ 54 × 35.�mm�ノーマル�
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別図参照

別図参照

別図参照

別図参照

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
（8mm）2.0kgf・m
（6mm）1.2kgf・m

締付トルク
1.2kgf・m

締付トルク
ナット：1.0kgf・m

締付トルク
1.0kgf・m

締付トルク
1.0kgf・m

シリンダーヘッド・シリンダー部のパーツ　（図を参考に組み込んで下さい）
※付属され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。

別紙No,1参照

マーク����るエ�ジ�オイル���

注意マーク�詳細�調整�確認事項��

82cc ライトボアア�プ ��� �����リストボアア�プ ��� �����リスト��� �����リスト�����リスト
図�号 �ー�名 商品コード 個数

� φ 54 シリ�ダー�シリ�ダー長 4�.1mm� 311-1122101 × 1

B1 φ 54 ピスト��L��H�82cc ��3��0.8-0.8-1.5) 351-1122310 × 1

B2 φ 54 ピスト�リ���L��H�82cc ��3��0.8-0.8-1.5) 352-1083�00 × 1

B3 ピスト�ピ�　13 × 3� 353-000133� × 1

� ↓ ���� ���-��82cc �� ��0-1122200 × 1

�1 ヘ�ドガスケ�ト�82cc � 0.25mm� ��1-1122300 �× 1�

�2 マ��ールドガスケ�ト �50-1018000 �× 1�

�3 �� ガスケ�ト　��H-10� ��3-1�5�000 �× 1�

�4 シリ�ダーガスケ�ト ��2-1122300 �× 1�

�5 ピスト�ピ�クリ�プ 13mm 354-0000130 �× 2�

シックネスゲージ

タペットアジャストレンチ

90°

フライホイールTマーク

カムスプロケットOマーク

ステーターコイルベース
合わせマーク

カムチェーン
テンショナーカム

アジャスト
スクリュー

テンションをかける

テンションをゆるめる

ポンチマーク
3.カムを45°戻して水平
　位置に

45°

1.カムを水平位置より
　45°締め込む

4.あとはエンジンをかけて
　カムを微調整

2.アジャストスクリューを
　緩め、再度締め込む

カムチェーンテンショナーの調整

バルブタイミングの合わせ方及び、バルブクリアランスの調整

1 2

90°

1）バルブタイミングの調整（カムスプロケットの取付）はフライホイール側フライホイールのTマーク、ステーターコイルベースの合わせマークが
合わさった時、カムスプロケット側カムスプロケットOマークが、シリンダーヘッド取付面に対し90°になっている状態でチェーンを張り、カムスプロ
ケットを取り付けて下さい。その位置が圧縮上死点となります。
2）圧縮上死点の状態（1の状態）（でシックネスゲージをロッカーアームのアジャスターの下に入れ、ロッカーアームのアジャスターをシックネスゲ
ージに当たるまで調整し、最後にロックナットを締め付けます。
●バルブクリアランス 吸気側：0.10mm　排気側：0.10mm

1）テンショナーカムプレートのボルトをゆるめ、テンショナーカムのポンチマー
クを水平位置より、45°右回転させ、テンショナーカムプレートのボルトを締め
込みます。
※この時必ず、45°以上回さないで下さい。
2）ナットをゆるめ、テンショナーアジャストスクリューをゆるめてもう一度締め込
み、ナットも締め込んで固定します。
　この時カムチェーンテンショナーはスプリングの力で適正位置にセットされま
す。
3）テンショナーカムプレートのボルトをゆるめ、テンショナーカムのポンチマー
クを水平位置戻し、テンショナーカムプレートのボルトを締め込みます。
4）エンジンをかけ、カムチェーンの音を確認して下さい。「じゃらじゃら」音がす
るようなら、テンショナーカムを右回転させて、テンションをかけ、「シュー」と
音がするもしくはアイドリングしないなら、テンショナーカムを左回転させて、
テンションをゆるめて下さい。

■各部の調整と取付 / ��事項各部の調整と取付 / ��事項/ ��事項��事項


