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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。
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LED 商品についての注意
���������
●����
バルブを LED���������������������������������������������
��� に交換した場合、光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合
���������������������������������������������
があります。また装着する位置によっても道路交通法に抵触する場合があります。間接的な照明としてご使用下さい。
● LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定
�������������������������������������������������
な為、まれに LED
��� 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が
�������������������������������������������
起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂ますが車両装着後に点灯し
なくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。
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バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意
車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター（ピー
クホールド付が望ましい）で交直流レンジ共に測定し 13.8v 以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製
品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。
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●����
当製品は ���
LED 仕様のテールランプです。他の用途には使用しないで下さい。
����������������������������
●�������������������������������������������������������������
各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に、必ずお近くの専門店の担当者、又は当社ま
でご相談下さい。
●�������������������������������������������������������������
取り付けは説明書に従って正しく取り付けて下さい。取り付けミスによる故障、破損等については、当社は責任を負いませんので、御了
承下さい。�
●�����������
走行中の振動によって、ネジ部等が緩む可能性がありますので、走行前は必ず確認をして必要があれば、増し締め等の処置を施して下さい。
����������������������������������������������������

●����������
道路運送法の保安基準���������������������������������������
（第二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十二条、第六十二条）により、尾灯の灯光色は
�������
����
‘���
赤色�
’
であること。さらに車両番号の数字の表示を確認できる
����
‘���
白色�
’����������������
����������������
の番号灯を備えなければならない。
��������������
（抜粋）と定められています。
●������
テールランプ����������
1
����������
���������
個あたりの大きさは��
�� 〜��
15
� 20
�� 平方センチ以上必要です。
������������
●���������������������
取付位置は、地上からランプ中心までの距離が�
�
2 メートル以下。また、車両中心線に対して対称でウインカーの内側にあること。
������������������������������������
●����
昼間後方���
100
��� �������������������
メートルから点灯が確認できる（夜間後方���
���
300 �����������������
メートルから点灯が確認できる）こと
●���
また、
�第三十七条）により、
（
����������赤色の後部反射器
��������（リフレクター）
��������を装着すること。
��������
��������������
（抜粋）が定められています。
◯�����������������������������������
従って、リフレクターが付属されている商品については必ず使用して下さい。

上記の事項が守れない場合は、法規違反として罰せられます。

パッキングリスト（図の番号と照合して作業を進めて下さい）
図番号
1
2
3
4
5
6

パーツ名
S スリム LEDテールランプ
クリア
S スリム LEDテールランプ���
レッド
リフレクター KIT（小）
50cc
リフレクター KIT（大）
250cc
リフレクター
リフレクターステー（小）
50cc
リフレクターステー（大）
250cc
サラボルト 
M6 × 20
ワッシャ 
6 × 13 × T1.0mm
スプリングワッシャ 
6mm
ナット 
6mm

商品コード
801-0900100
801-09001��
1�
0
801-0800210
801-0800200
801-0800003
801-0800211
801-0800201
063-0513020
091-0500006
091-0500006
001-0500006

3

1

個数

図番号
1

6

5

4

-

×1
各1

2

2

×2
×2
×2
×2

※接着面は要脱脂
両面テープで貼り付け
配線表

黒色リード線
赤色リード線
黄色リード線
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ライセンスプレート
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→ アース
→ スモールランプ
→ ストップランプ

製品の保証について

●���������������������������������������
製造には万全を期していますが、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。但し、それに伴
う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代償はご容赦
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。
�����
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