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HANDLEBARGRIPS(ハンドルバーグリップ)

概略

キット番号

56246-08、56263-08、56275-08、56425-08、56459-08、
56518-08、56729-08、56740-08、57202-08、56746-08、
56257-09、57457-10、56100015、56100036、56100028、
56100048、56100098、56100108、56100133、56100157、
56100158、56100174、56100218、56100231、56100234、
56100319、56100332、56100361、56100378、56100391、
56100394、56100411

適合モデル

モデルの適合性については、純正P&Aカタログまたは
www.harley-davidson.com内のパーツ&アクセサリーページ(英
語版のみ)をご覧ください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してくだ
さい。以下から利用可能です:www.harley-davidson.com/
isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター
(1-800-258-2464 (米国内のみ)または1-414-343-4056)にお問
い合わせください。

キット内容:

「図2」および「表1」を参照してください。

取り付け要件
注記

エンドゲームのハンドグリップのスクリューヘッドは、装飾
用です。これらのスクリューを調整しようとすると、ハンド
グリップが破損する恐れがあります。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは
正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しなが
ら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが
難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄
りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼し
てください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重
傷を負うおそれがあります。(00333b)

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照
しています。このキットを取り付ける際は、お持ちのモデル
の車両のサービスマニュアルが別途必要です。サービスマニュ
アルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店
でお買い求めいただけます。

取り付け

左側グリップの取り外しと取り付け

1. 「 図1 」を参照。上下のスイッチハウジングスクリュー
(1)を取り外します。

2. ハンドルバークランプ(3)をクラッチレバーブラケットに
固定しているアッパースクリューを緩めます。

3. ロアクランプスクリューおよび平ワッシャーを取り外し
ます。

4. クランプを緩め、クラッチハンドレバーアッセンブリー
をスイッチハウジングから離します。

5. 上下のスイッチハウジングを分離します。

注記
ハンドルバーを完全に清掃し、残っている接着剤をすべて取
り除く。

6. 左ハンドルバーグリップからエンドキャップを取り外し
ます(装着時)。グルーレスグリップ:ハンドルバーからグ
リップを外します。グルー(接着式)グリップ:鋭利な刃物
やナイフを使って慎重にハンドルバーからグリップを切
り取り、取り外します。

警告

取り付け前に左ハンドルバーグリップにグリスを塗らないで
ください。グリップにグリスを塗ると、運転中にグリップが
取れ、操作性が失われ、死亡したり重傷を負う原因となりま
す。(00315a)

7. フランジ(5)の大きいほうの直径部が下にくるように、新
しい左グリップ(4)の位置を合わせます。ハンドルバーに
グリップを完全に押し込みます。
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ハーレーダビッドソンのパーツおよびアクセサリーの多くはプラスチックと金属で作られているため、

リサイクルが可能です。
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部品は責任を持って廃棄してください。
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スイッチハウジングスクリュー1.
溝2.
ハンドルバークランプ3.
左ハンドルバーグリップ4.
フランジの大きい方の直径5.

図1。左ハンドルバースイッチハウジング

8. スイッチハウジングの外側の溝(2)がグリップ端のフラン
ジを覆うように、グリップ下に下側のスイッチハウジン
グを配置します。

9. ハンドルバーとロアスイッチハウジングの上にアッパー
スイッチハウジングを取り付けます。

10. 上下スイッチハウジングスクリューを仮止めします。

11. ワイヤーハーネスのコンジットがハンドルバーの底部の
くぼみを通過していることを確認してください。

12. クラッチハンドレバーアッセンブリーをスイッチハウジ
ングアッセンブリーの内側に置き、ロアスイッチハウジ
ングのタブをクラッチレバーブラケット下部の溝にはめ
込む。

13. ハンドルバークランプの穴とクラッチレバーブラケット
の穴を合わせ、平ワッシャーが付いたロアスクリューか
ら始めます。

14. スイッチハウジングとクラッチハンドコントロール位置
をライダーの好みに合わせて調整します。

15. まずアッパーハンドルバークランプスクリューを締め付
けてから、次にロアーハンドルバークランプスクリュー
を締め付けます。締め付ける。

トルク:6.8–9 N·m(60–80 in-lbs)

16. まずロアースイッチハウジングスクリューを締め付けて
から、次にアッパースイッチハウジングスクリューを締
め付けます。締め付ける。

トルク:4–5.4 N·m(35–45 in-lbs)

右グリップの取り外しと取り付け
ご注意

マスターシリンダーアッセンブリーを取り外すとき、あるい
は取り付けるときは、その前に必ず、ブレーキレバーとレバー
ブラケットとの間に厚さ4 mm (5/32インチ)の厚紙を挿入して
ください。インサートを使用せずにマスターシリンダーアッ
センブリーを取り外し、取り付けをすると、フロントストッ
プライトスイッチのラバーブーツとプランジャーが損傷する
場合があります。(00324a)

1. スイッチハウジングと右側グリップ(スロットルツイスト
グリップ)を取り外して取り付けます。サービスマニュア
ルを参照してください。

2. スイッチハウジングとブレーキハンドコントロール位置
をライダーの好みに合わせて調整します。

3. まずアッパーハンドルバークランプスクリューを締め付
けてから、次にロアーハンドルバークランプスクリュー
を締め付けます。締め付ける。

トルク:6.8–9 N·m(60–80 in-lbs)

4. まずロアースイッチハウジングスクリューを締め付けて
から、次にアッパースイッチハウジングスクリューを締
め付けます。締め付ける。

トルク:4–5.4 N·m(35–45 in-lbs)

警告

エンジンを始動する前に、スロットルコントロールを離した
ときにアイドル位置に瞬時に戻ることを確認してください。
エンジンがアイドリング状態に自動復帰するのを防ぐスロッ
トルコントロールが制御不能になると、死亡事故または重大
な人身事故を引き起こすことがあります。(00390a)

5. 右のグリップ/スロットルスリーブが回転して勝手に元に
戻り、ハンドルバーやスイッチハウジングに引っかから
ないことを確認します。

真鍮パーツのお手入れに関するガイドライン

お手入れに関する手順

1. パーツが乾いていて、ゴミや埃が付着していないことを
確認します。

2. 少量のHarley-Davidson® Chrome Clean & Shineをマイクロ
ファイバー製クロスまたはディテールスワッブに取りま
す。

3. マイクロファイバー製クロスを真鍮パーツに軽く押さえ
つけながらこすります。 届きづらい場所や溝部分には、
ディテールスワッブを使用してください。

光沢仕上げ

真鍮パーツは、時間が経つと自然に経年劣化し、くすみます。
真鍮パーツの光沢を出したい場合、適量のHarley-Davidson
Bare Metal Polish (ベアメタルポリッシュ)をマイクロファイ
バー製クロスに取り、光沢が出るまで、真鍮パーツを軽くこ
すります。

経年劣化を抑える

真鍮パーツの経年劣化を抑えるには、少量のHarley-Davidson
GlazePolySealantをマイクロファイバー製クロスまたはディ
テールスワッブに取り、シーラントが浸透するまで、真鍮パー
ツを軽くこすります。
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注意事項

• 推奨されていない洗浄、艶出しおよび保護製品を使用する
と、真鍮パーツのエイジドフィニッシュがなくなります。

• 手、手袋、ブーツ、埃などと長時間接触したり、長時間外
気に触れたりすることで、表面の仕上げが変化しますが、
これは欠陥とはみなされません。

• 研磨剤や腐食性薬品および研磨パッドは、パーツのお手入
れに使用しないでください。

• アンモニア処理された製品や漂白剤を使用しないでくださ
い。

• 長時間水気に触れると、真鍮の仕上げが変化します。水気
に触れる前に、パーツをしっかり拭いてください。

• こすりすぎると、パーツの外観が明るくなることがありま
す。

交換用パーツ
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図2。交換用パーツ:ハンドルバーグリップ(一般的スタイル
を表記)

注記
表記例として一般的なハンドルバーグリップを表記していま
す。

各グリップには、交換可能なエンドキャップが付属していま
す(非貫通タイプの、ノスタルジック、エアロン、エッジカッ
ト、ゲットアグリップ、スリップストリーム、バースト、ス
トリームライナー、ブラス、エンドゲーム、エアフロー、お
よびライドフリーグリップを除く)。

表1。交換用パーツ表

部品番号説明
アイテ
ム

キット

56100414グリップ、右156100411
56100413グリップ、左256100411
56252-96エンドキャップ、クロームおよびラバー、小型356246-08
56769-09エンドキャップ、トライバル356257-09
56252-96エンドキャップ、クロームおよびラバー、大型356263-08
56480-01エンドキャップ、コンツアードクローム/ラバー356459-08
56656-02エンドキャップ、フレーム356518-08
56480-01エンドキャップ、ステルス356729-08
56754-04エンドキャップ、スカル、中型356740-08
56480-01エンドキャップ、アイアンサイド357202-08
56464-08エンドキャップ、ダイアモンドブラック356746-08
該当なしエンドキャップ、エッジカット357457-10
該当なしエンドキャップ、エルロン356425-08
該当なしエンドキャップ、ノスタルジック356275-08
該当なしエンドキャップ、ゲット・ア・グリップ、クローム、大型356100015
該当なしエンドキャップ、ゲット・ア・グリップ、黒色、大型356100036
該当なしエンドキャップ、スリップストリーム356100028
該当なしエンドキャップ、バースト356100098
該当なしエンドキャップ、ストリームライナー356100048

該当なしエンドキャップ、エアフロー3
56100108、
56100218

該当なしエンドキャップ、ブラス356100133
56100205エンドキャップ、デファイアンス、ブラック3

56100157
14100879メダリオン4
56100204エンドキャップ、デファイアンス、クローム3

56100158
14100879メダリオン4
56100203エンドキャップ、デファイアンス、エッジカット3

56100174
14100879メダリオン4
56100329エンドキャップ、クローム3

56100319
14101170メダリオン、クローム4
56100337エンドキャップ、ブラック3

56100332
14101132メダリオン、ブラック4
56100375エンドキャップ、WillieGSkull、マットブラック356100361
該当なしエンドキャップ、RideFree356100378

注意:ほとんどのハンドグリップ(アイテム1と2)は、別売していません。
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