AERO SCREEN Ⅱ

エアロスクリーンⅡ

670-1426300

APPLICATION : PCX（JF28）

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■ ABOUT AERO SCREEN / INSTALLATION (MUST READ)
● 670-1426300 AERO SCREEN is designed for PCX125 only. Do not install this for other models.
Additional modifictaion not written on the sheet, illegal installation and modification are prohibited.
● Kitaco Engineering Corporation disclaims all responsibility for parts damages and accidents caused by assemblling mistake and
improper installation. Those are all driver's responsibility.
● Please ask mechanic for assembling and installation. Please ask Kitaco Engineering Corporation, a specialist at specialty shop, or
the shop you bought KITACO AERO SCREEN, if you do not understand the role of the related parts.
● Follow the instructions and refer to HONDA SERVICE MANUAL when installing.
● Bolts
����������������������������������������������������
and nuts may get loosen by engine vibration. �����������������������������������������������
Be sure to inspect each of them before running.
● ��������������������������������������������������������������������
This instruction sheet is for the installation with stock condition.
● �������������������������������������������������������������������
Inform Kitaco or a representative when you find something abnormal.

HOW TO HANDLE AERO SCREEN
● AERO SCREEN tends to get scratches due to the characteristics of resin material.
Exposure of direct sunlight and long-time use might cause AERO SCREEN get discolored.
● When washing AERO SCREEN, pour water and wipe down with soft rag or sponge.
Do not brush to wash as AERO SCREEN tends to get scratches easily.
● Use neutral detergent when AERO SCREEN heavily get dirty.
Do NOT use abrasive cleanser. Try not to use organic solvent such as acid /alkaline detergent, gasoline,
benzin and thinner.
Do not put battery fruid on AERO SCREEN, or it causes damage on the surface.
● Park PCX125 in the shade when using motorcycle cover, to avoid AERO SCREEN distorted under heat.
● Do not try to force bend or high-impact, or it gets damaged.
● Inspect the installation condition of each part periodically. Retighten if there is any loosen area.
● Exchange it with new ones when AERO SCREEN is damaged heavily or crack to prevent from falling down.
HOW TO INSTALL
※ Tighten each bolt temporarily and tighten all bolts finally.
That way, installation becomes easier.
ATTENTION!
● Try not to break the cover pawls when
installing and removing.
● Use stock components that are not included
in a kit.
● Change reusing parts with new parts if there
are significant blem, fatigue and wear.
● Be sure to inspect there is securely installed
before running.
※ 1) Reuse stock
antivibration rubber,
Do not break clips
only if you feel the
Do not break clips
vibration sound is too
big. (AERO SCREEN
can be installed without
antivibration rubber)

Warranty

■�������������������
製品、装着について（必ずお読み下さい）

●������������������������������������������������������������
このパーツは車種専用に設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加工や不正な取付、改造、
仕様変更はしないで下さい。
●������������������������������������������������������������
組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし当社は一切の責任を
負いませんのでご了承下さい。
●������������������������������������������������������������
組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当
者又は、当社まで、ご相談下さい。
●�����������������������������������������
取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
●������������������������������������������������������������
エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して
下さい。
●����������������������������������
この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
●�����������������������������������������
お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

製品の取扱いについて

●当製品は樹脂につき材質上、キズ等がつき易くなっていますのでご容赦下さい。また直射日光または、長期使用により�������
変色�����
する恐れが
ありますがご了承下さい�
。
●当製品が汚れた場合は多量の水をかけながら柔らかい布か�､ ���������������������������������
スポンジで拭いて下さい。当製品は、傷つきやすいのでブラシなどの洗浄
は避けて下さい。
●汚れがひどいときは、中性洗剤を使用して下さい。（研磨剤入りの磨き粉等は絶対に使用しないで下さい）
酸性洗剤、アルカリ性洗剤、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤でのお手入れは避けて下さい。また、バッテリー液ブレー
キフルードが付着しないようにして下さい。当製品のプラスッチックを損傷します。
●ボディカバー（車体カバー）をかぶせた状態で駐車する場合は、日陰や風通しの良い場所を選んで下さい。
	ボディカバー（車体カバー）をかぶせて高温下に駐車しますとカバー内に熱がこもり、当製品が変形する場合があります。
●無理に折り曲げたり、強い衝撃を加えますと破損することがありますので注意して下さい。
●時々、取り付け状態を点検し、各部のゆるみ、がたなどのある場合は増し締めをして下さい。
●当製品の著しい傷つきや、割れがある場合は落下の危険がありますので交換して下さい。

装着方法

※������������������������
当パーツの取り付けは、各ボルトの仮締め（仮組み）、行ってから、各ボルトの本締めを行うと組み付けがスムーズに行えます。
����������������������������������

注意！

Antivibration Rubber
Reuse※1

●脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。
●�������������������������������
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。
●走行前にパーツにがたつき等が無いかよく確認して下さい。
※ 1) ノーマルの防振ラバーは振動音が気になる場合、
再使用して下さい。（防振ラバーは、装着無しで
も使用できます）

ノーマル防振ラバー
再使用※1

クリップの
損傷に注意
クリップの
損傷に注意

Do not break pawls

● We make every effort to satisfy you with quality. There is half an year warranty against any kind of manufacturing or structural
defects. The warranty includes exchange to new ones or repair.
● �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Kitaco Engineering Corporation disclaims all consequential and incidential damages or any other losses arising from the use of
these products or parts.

110711 K-Y

商品コード：ブラック 670-1426300
適合車種 :PCX（JF28）

KITACO ENGINEERING CORPORATION
3-8-13, NAGATA, HIGASHI-OSAKA, OSAKA, 577-0015, JAPAN
URL http://www.kitaco.co.jp

製品の保証について

爪の損傷に注意

●�������������������������������������������������
製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の
新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、
整備費用の代償はご容赦下さい。
●������������������
当社製品の保証期間は商品購入後から 6
� �����
ヶ月です。

110711 K-Y

〒 ��������
577-0015
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