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ONYXプレミアムラゲッジコレクション

一般情報

表1。一般的な情報

時間スキルレベル(1)推奨ツールキット

1 hセーフティグラス
93300103、93300104、93300105、

93300125
(1)簡単なツールとテクニックがあれば大丈夫です

キット内容

4

5

1 2 3

6

1326053

図1。キット内容:プレミアムラゲッジコンポーネント
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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。



表2。キット内容:プレミアムラゲッジコンポーネント

注記:部品番号説明数量
アイ
テム

93300103
バッグ、ツーリング(アイテム5、6が含ま
れています)

11

93300105
バッグ、ウィークエンダー(アイテム6が含
まれています)

12

93300104
バッグ、デイ(アイテム5、6が含まれてい
ます)

13

93300125プレミアムバックレストパッド14

93300133ショルダーストラップ15

93100064レインカバー、ウィークエンダー

16 93100062レインカバー、ツーリング

93100063レインカバー、デイ

注記
車両からアイテムを取り付けたり取り外したりする前に、全
ての内容物がキット内にあることを確認します。

概略

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。

取り付け要件
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。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。(00308b)

このキットを正しく取り付けるために、追加のパーツまたは
アクセサリーの別途購入および取り付けが必要となる場合が
あります。必要なパーツとアクセサリーについては、純正P&A
カタログまたはwww.harley-davidson.com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。

ラゲッジバッグを正しく取り付けるには、シシーバーアップ
ライトおよびバックレストパッドが必要です。パッセンジャー
アップライトの後ろに荷物を載せるには、ラゲッジラックが
必要です。

取り付け

ハーレーダビッドソンは、販売される全てのアクセサリー、
またはアクセサリーの組み合わせをテストしたり、特定のア
クセサリーを推奨することはできません。ライダーは自己の

責任において、安全な走行および荷物の積載を行ってくださ
い。アクセサリーを車両に取り付ける場合、または同乗者や
荷物を載せて走行する場合は、次のガイドラインを使用して
ください。

警告

オーナーズマニュアルの「アクセサリーと荷物」の項を参照
してください。荷物の不適切な積載あるいはアクセサリーの
取り付けは、コンポーネント不具合の原因となり、走行安定
性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故や重大なケガ
につながるおそれがあります。(00021b)

• バッグの取り付けには、次が必須です。

a. 図8を参照してください。シシーバーの搭載とフック＆
ループストラップのシシーバーへの取り付け。

b. 図8を参照してください。四本のストラップをクイック
リリースバックルでラゲッジラック、シシーバーまたは
ほかの車両構造に固定する。

• ラゲッジラック上に取り付けた場合、ラゲッジラックの最
大積載量を超えないようにしてください。

• パッセンジャーピリオンに取り付けた場合、バッグ、その
中身、取り付け部品の総重量が11.4kg(25lbs)を超えない
ようにしてください。

• 全てのストラップが固定されていることを確認し、車両の
運転中にストラップがリアホイールに接触しないようにし
ます。

• バッグ、取り付け用ストラップ、レインカバーその他のラ
ゲッジシステムの部品が、反射板や照明の視界をふさいだ
り妨げたりしていないか確認します。

• 時々荷物の固定状況を点検してください。

• タイヤの空気圧については、オーナーズマニュアルを参照
してください。

警告

車両の最大許容車両重量(GVWR)または最大許容車軸重量(GAWR)
を超えないように注意してください。許容重量を超えると、
構成部品が故障し、車両の安定性およびハンドリングに悪影
響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすお
それがあります。(00016f)
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• GVWRとは、車両、アクセサリー、ライダー、パッセン
ジャー、荷物が安全に運べる総重量を表した指標のことで
す。

• GAWRは、各アクスルにおいて安全に運ぶことができる最大
重量です。

• GVWRおよびGAWRは、フレームダウンチューブにある情報プ
レートに記載されています。

プレミアムバックレストパッド
注記

• サポートと快適性を高めるために、ウィークエンダーバッ
グまたはツーリングバッグに取り付けられるようになって
います。

• パッドには拡張可能なファスナーがついています。

• パッドには硬度の違う二つのフォームパッドが含まれま
す。

• 別々でも一緒でも使用できます。

1. 図2を参照してください。 四つのクリップをバッグのDリ
ングに留めて、バックレストを取り付けます。

1325679

図2。プレミアムバックレストパッド

プレミアムショルダーストラップ(ツーリン
グ、デイバッグ)

1. 図3を参照してください。 バッグの各側面についているD
リングにストラップの端をフックで留めます。

注記
車両操作の前に、ショルダーストラップをバッグに収納しま
す。

1326064

図3。ショルダーストラップ

クイックリリースバックル

1. 「 図4 」を参照。クイックリリースバックルと留め金を
外します。

2

3

1

1325944

クイックリリース(取り外し後)1.
クイックリリース(取り付け後)2.
ストラップ3.

図4。クイックリリースバックル

2. 車両構造に適したストラップを固定します。

3. クイックリリースバックルを留めます。
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4. ストラップを強く引いてバッグを車両に固定します。

5. 「図5」を参照してください。留め金を留めてストラップ
をがしっかりと締めます。

1

2

1325628

オープン1.
クローズ2.

図5。留め金を外す／留める

6. バッグがしっかりと車両に留められていることを確認し
ます。

7. 「図6」を参照してください。 余分なストラップ材は、
フックとループタブで巻き取って固定し、リアホイール
に接触したり塗装面を削ったりこすったりすることを防
ぎます。

1325637

図6。余分なストラップ材

Touringバッグ
注記

バッグを2個パッセンジャーアップライトに取り付けるには、
ラゲッジラックが必要です。アップライトの前にバッグを一
つ、アップライトの後ろに一つ装備します。

1. 図7を参照してください。パッセンジャーピリオンシート
またはラゲッジラックにバッグを置きます。

2. バッグの後ろにあるフック＆ループストラップを使って
取り付けます。

3. クイックリリースバックルを参照してください。 四本の
クイックリリース留め具付きバックルストラップを取り
付けます。
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1

2

1325665

ピリオンの装備位置1.
ラゲッジラックの装備位置2.

図7。Touringバッグ

ウィークエンダーバッグ
注記

バッグを2個パッセンジャーアップライトに取り付けるには、
ラゲッジラックが必要です。アップライトの前にバッグを一
つ、アップライトの後ろに一つ装備します。

1. 図9を参照してください。 二本の長いバックパックスト
ラップに付いているクイックリリースクリップをバッグ
底部のDリングから外します。

2. 長いバックストラップをバッグ上部のファスナー付きポ
ケットに確実かつ完全に押し込みます。

3. ストラップをポケットに完全に押し込んだら、ファスナー
を閉めます。

4. 図8を参照してください。パッセンジャーピリオンシート
またはラゲッジラックにバッグを置きます。

5. バッグの後ろにあるフック＆ループストラップを使って
取り付けます。

6. クイックリリースバックルを参照してください。 四本の
クイックリリース留め具付きバックルストラップを取り
付けます。

1
2
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フック＆ループストラップ1.
クイックリリースバックルストラップ2.

図8。ウィークエンダーバッグ

1325675

図9。ストラップ収納場所

デイバッグ
注記

バッグを2個パッセンジャーアップライトに取り付けるには、
ラゲッジラックが必要です。アップライトの前後にバッグを
一つずつ装備します。

1. 図10を参照してください。 パッセンジャーピリオンシー
トまたはラゲッジラックにバッグを置きます。
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2. バッグの後ろにあるフック＆ループストラップを使って
取り付けます。

3. クイックリリースバックルを参照してください。 四本の
クイックリリース留め具付きバックルストラップを取り
付けます。

1

2

3

1325646

ピリオンの装備位置1.
ラゲッジラックの装備位置2.
ホック&ループストラップ3.

図10。デイバッグ
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レインカバー

1. 図11を参照してください。 バー＆シールドをバッグ前方
に向けてレインカバーをバッグ全体にかぶせます。

2. カバーの下部にあるストリングを引いて、バレルロック
で締めて固定します。

1326057

図11。レインカバー

ケアおよびメンテナンス

1. 柔らかく糸くずの出ない布でホコリや汚れを拭き取りま
す。

2. ぬるま湯と中性洗剤で外側表面を十分に清拭します。

3. 使用前または収納前に素材を完全に自然乾燥させます。

4. 人工的な手段による急速乾燥は行わないでください。

5. 次の素材の一つまたは複数が使われています。

a. ポリエステル

b. ポリプロピレン

c. ポリ塩化ビニル

d. エチレン酢酸ビニル
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