
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

適応ハンドル 商品ＮＯ． 

 
横型タンク別体ブレーキマスターシリンダー Φ22.2 専用 P3 表参照 
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■ ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書

と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告

げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

 

表記の禁止行為を告げるものです。 
 

その他の警告及び注意を告げるもので

す。 

 

表記の禁止行為を告げるものです。   

    

 

・ マスターシリンダー径はキャリパーやブレーキシステムに合ったサイズをご使用ください。

サイズを間違えると制動力が確保できず、追突や転倒等、大怪我や死亡事故につながる危険

があります。 

・ この商品は二輪自動車用のブレーキマスターシリンダーとしてのみご使用してください。二

輪自動車以外のブレーキマスターシリンダーとしては、使用しないでください。 

・ レース等の過酷な条件下での使用は、保証対象外となります。 

・ ブレーキフルードを充填する前に、レバーを頻繁に動かさないでください。 

・ ブレーキフルードは当社製の品番 17540（別売品）等を使用するか、純正または他社製ブ

レーキフルード DOT4（グリコールエーテル系）をご使用ください。グリコールエーテル系

以外（シリコン系等）のブレーキフルードは使用できませんのでご注意ください。 

商品装着後、ブレーキフルード漏れが無いか定期的にチェックを行ってください。 

・ この商品は、外径Φ22.2 ハンドルバー専用です。 

・ この商品は重要保安部品です。整備士以外の未経験者の方は、取付作業等は行わないでくださ

い。（保証対象外です） 
 

  

 

・ ブレーキフルードの取り扱いについては十分注意してください。ブレーキフルードが皮膚に付

着するとかぶれたり、また塗装面等に付着すると塗装面が痛みますので、万一付着した場合は

すみやかに水道水で洗い流すか、脱脂洗浄剤を使用して確実に取り除いてください。 

・ ブレーキフルードが目に入った場合は、だだちに作業を中止し水で十分に洗い流した後、専門

医の診察を必ず受けてください。 
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・ 取付作業は必ず安全を確保し、車体を安定させた状態で行ってください。 

・ ノーマル車のマスターシリンダーのピストン径をよくお確かめください。取り付け車両の

マスターシリンダー内径（刻印があります）を確認し、必ず同じサイズを装着してくださ

い。極端にピストン径が異なった場合には、ブレーキが効かず、衝突、転倒等の大怪我や

事故につながる危険があります。 

・ キャリパーを交換される場合は、そのキャリパーの指定のピストン径に従ってください 

・ 左側用ブレーキマスターをクラッチマスターとして使用しないで下さい。左側用ブレーキ
マスターとクラッチマスターは内部の構造が異なります。左側用ブレーキマスターをクラ
ッチマスターとして使用した場合、使用頻度やストロークの違いにより破損に繋がる恐れ
があります。 

・ 各部品の出荷状態での組付けは仮組みです。走行前にグリスアップや増し締め等の確認を

必ず行なってください。 

・ 取付作業を始める前に、この商品の仮装着を行い、レバーがコントロールスイッチ等へ接

触しないことや、ブレーキホースのバンジョー部の形状確認を行ってください。 

・ この商品のバンジョーボルトの取出口は横側です。無理に曲げて取り付けしたブレーキホ

ースの使用は大変危険です。バンジョー部分の角度や向きが合わない場合は、車両や使用

しているハンドルに合わせて、適正なバンジョーフィッティングのブレーキホースをご使

用ください。 

・ 完全にエアが抜けるまで確実にエア抜き作業をしてください。適合サイズであってもタッ

チが出ない場合は、マスタ－、ホ－ス、キャリパ－の関連部品にエアが入っている可能性

が高いです。特にキャリパー側のピストン付近やバンジョー付近のエアが抜けにくいた

め、十分にエア抜きを行なってください。エアが残ったままだとブレーキが効かず、衝突、

転倒等の大怪我や事故につながる危険があります。 

・ この商品と関連部品の取り付けには、トルクレンチを使用し所定トルクで適切に締付して

ください。 

・ 装着後は各ケーブル類の取り回し、作動は正常か、車体側へ挟まっていないか等を十分に

確認してください。 

・ 通常走行を行う前に必ず慣らし運転を行ってください。これは、今までとの制動力、レバ

ータッチ等の違いをライダー自身に確認していただくものです。 

・ 走行前にレバーのアジャスト位置を必ず調整してください。車両によってはブレーキ液圧

が十分に発生する前に、レバーがグリップに接触してしまう場合があります。レバーアジ

ャスターの位置調整を確実に行い、ブレーキ液圧が十分に発生し、レバーがグリップに接

触しないレバー位置で必ずご使用ください。調整がしきれない場合、別売の 4 段階調整レ

バー（シルバー：品番 23319）（ブラック：品番 27354）をご使用ください。 

・ ガスケット類は損傷、摩耗が見られる場合は必ず新品と交換してください。 

・ マスターシリンダー内部には、消耗部品が組み込まれております。定期的な点検を必ず行

い、ブレーキフルードの交換または補充を必要に応じて行ってください。 

・ 取り付け後約１００ｋm 走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ

毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生

した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。 

・ 商品の詳しい取り付けに際しては取付車種のメーカーより発行されている、サービスマニ

ュアルに準じた方法で取り付けを行ってください。 

 

・ この商品は重要保安部品です。認証工場にて専門知識を持った整備士の方が作業を行って

ください。制動部分の装着になりますので十分にご注意ください。 

・ この商品は重要保安部品です。取り付け時や点検時に確認できたはずの不具合がその後に

発生しても、当社では一切の責任をおいません。 
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・ 商品を交換された場合、同じピストンサイズであっても構造上の違いから交換前と同じブ

レーキタッチにならない場合があります。推奨適合サイズはあくまでも当社がお奨めして

いるものです。個人差、組合せによっては違和感を感じる場合があります。予めご了承く

ださい。 

・ マスターシリンダー径が適合した場合でも、無加工での取付を保証するものではありませ

ん。 

・ ABS 付車両へは、ABS が正常に作動しない可能性があるため、取り付けできません。 

・ マスターシリンダーボディやレバー寸法（形状）が純正マスターシリンダーに比べて大き

く変わる場合、コントロールスイッチ等のハンドル周辺部品に接触する場合があります。 

・ 車種によっては車体側のブレーキスイッチハーネスの加工が必要になります。 

・ バンジョーボルトのサイズは M10XP1.25 です。純正が、Ｍ10×Ｐ1.25（ＨＯＮＤＡ

車、ＹＡＭＡＨＡ車、ＫＡＷＡＳＡＫＩ車など）の場合は純正バンジョーボルトがそのま

ま使用可能です。 

Ｍ10×Ｐ1.0（ＳＵＺＵＫＩ車など）の場合は、別売品をお買い求めください。 

・ ミラー取り付け部は、M10XP1.25 の右ネジミラー対応です。ＹＡＭＡＨＡ車に採用され

ている逆ネジタイプの純正ミラーは、取り付けできません。逆ネジタイプのバックミラー

等を別途お買い求めください。 

・ ブレーキフルーﾄﾞが塗装面に付着しないように注意してください。（塗装を傷めます）付

着した場合はすぐに水や、脱脂剤等で洗浄してください 

・ ＲＣ３０タイプのレバーを使用するとシリンダーが押されたままの状態になり、ペーパー

ロック等の原因になりますので当社指定レバー以外は絶対に使用しないでください。 

・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中にご紹介し

た商品についても同様です。予めご了承ください。 

   商品品番  

品番 ボディ/レバー色 ピストンサイズ 品番 ボディ/レバー色 ピストンサイズ 

61745 シルバー/クリアー 5/8in 61742 ブラック/クリアー 1/2in 

61744 ゴールド/クリアー 5/8in 61758 ブラック/ブラック 1/2in 

61746 ゴールド/ブラック 5/8in 78593 ブラック/クリアー 11ｍｍ 

61747 ブラック/クリアー 5/8in 78594 ブラック/ブラック 11ｍｍ 

61738 ブラック/ブラック 5/8in 26853 シルバー/クリアー（ショートレバー） 1/2in 

61741 シルバー/クリアー 14ｍｍ 49017 ブラック/クリアー（ショートレバー） 1/2in 

61760 ゴールド/クリアー 14ｍｍ 43336 ブラック/ブラック（ショートレバー） 1/2in 

61743 ゴールド/ブラック 14ｍｍ 26854 シルバー/クリアー（ショートレバー） 11ｍｍ 

61740 ブラック/クリアー 14ｍｍ 49016 ブラック/クリアー（ショートレバー） 11ｍｍ 

61759 ブラック/ブラック 14ｍｍ 43337 ブラック/ブラック（ショートレバー） 11ｍｍ 

61739 シルバー/クリアー 1/2in    

 

 左側ブレーキマスターシリンダー 商品品番  

品番 ボディ/レバー色 ピストンサイズ 品番 ボディ/レバー色 ピストンサイズ 

49010 シルバー/クリアー 1/2in 49013 シルバー/クリアー 11ｍｍ 

49015 ブラック/ブラック 1/2in    
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 本商品の特徴  

 NISSIN 社製の横型タンク別体ブレーキマスターシリンダー。 

 六段階のレバー位置調整のアジャスター付でレバーの操作性を向上させます。 

 ブレーキスイッチ、ミラーホルダーが付属し、カスタムからリプレイスとして幅広くご使用可能です。 

 

 商品内容  
NO パーツ名 サイズ 数量 NO パーツ名 サイズ 数量 

① マスターシリンダーASSY 上記参照 1 ⑥ 六角ナット M6 1 

② ミラーホルダー 取付穴 M10XP1.25 1 ⑦ スペーサー ※2 Φ15XΦ6.5XL25 1 

③ タンクステー  1 ⑧ フランジ付ボルト※2 M6X20 2 

④ 六角穴付ボルト M6X20（フロントマスターのみ） 2 ⑨ 六角穴付ボルト ※2 M6X40 1 

⑤ 六角穴付ボルト ※1 M6X15（フロントマスターのみ） 1     

※1：M6X20 が付属している商品もございます。  ※2：左側用ブレーキマスターのみに付属。 

 

 取付方法  

 
※全ての作業は認証工場にて専門知識を持った整備士の方に作業を行っていただき、ブレーキフルード

が車体や衣服に付着しないよう、ウエス等で保護しながら作業を行ってください。万が一付着した場

合は、水道水で洗い流すか、脱脂洗浄剤を使用して確実に油分を取り除いてください。 

１．純正マスターシリンダーやブレーキホースのフルードを抜いてください。 

２．純正マスターシリンダーから、バックミラー、ブレーキスイッチハーネスを接続部から外します。 

３．純正マスターシリンダーから、バンジョーボルト、ガスケット（ｘ２）を外し、ブレーキホースを外

します。 

４．純正マスターシリンダーの取り付けボルトを外し、車体から取り外します。 

(純正マスターシリンダーのフルードは必ず抜いて、脱脂してから保管してください。) 

５．①マスターシリンダーASSY を②ミラーホルダー、④六角穴付ボルト（Ｍ６×２0）でハンドルバー

に取り付けし、ブレーキスイッチハーネスを接続します。 

※．②ミラーホルダークランプを取り付ける際は、２本の④六角ボルトの上側のボルトを先に規定トルク

（9～12Ｎ・ｍ）で締め付けてからレバー角度を調整した後に下側ボルトを締め付けてください。

上下均等に締めるとホルダーが締まりきらなかったり、折れたりする場合がありますので必ず順序を

守って締め付けてください。（オーバートルクによる、ミラーホルダークランプの折れ等の破損は保

証対象外です） 

６．③タンクステーに⑤六角穴付ボルト（Ｍ６Ｘ15）、⑥六角ナット（Ｍ６）を使用して、リザーバータ

ンクを取り付けます。 

７．②ミラーホルダーに③タンクステーを挟んで、バックミラーを取り付けます。 
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８．新品のガスケット（2 ヶ）と純正バンジョーボルト（Ｍ10ＸＰ1.25）を使用し、ブレーキホース

を取り付けます。 

９．リザーバータンクキャップ、ダイヤフラムを取り外し、リザーバータンクにブレーキフルードを注

ぎエア抜きを行います。レバーを何度かストロークさせたりして、①マスターシリンダーＡＳＳＹ

内のエアをリザーバータンク側へ逃がしてください。 

※．ブレーキフルードは当社製の品番 17540（別売品）等を使用するか、純正または他社製ブレーキ

フルード DOT4（グリコールエーテル系）をご使用ください。グリコールエーテル系以外（シリコ

ン系等）のブレーキフルードは使用できませんのでご注意ください。 

１０．レバーに多少タッチが出るまで行い、取付車両のサービスマニュアルに従ってキャリパー側より

エア抜き作業を行います。メーカー指定のフルード交換ツールを使用いただくか、当社別売品：

ブレーキフルード交換ツール（品番 71123/価格￥7,875 税込）やブレーキエア抜きセット（品

番 61825/価格￥2,520 税込）等のご使用をお勧めします。 

※．エアが抜けにくい場合は、リザーブタンクから抜け易い様に①マスターシリンダーASSY の取り付

け角度を変更することで、抜けやすくなる場合があります。 

※．上記作業でもエアが完全に抜けきらない場合はキャリパーに直接ブレーキフルードを押し込む、又

は吸い出すタイプの特殊工具を使用し、エアを完全に抜いてください。 

１１．エア抜き作業終了後、リザーバータンク内の油面調整を行い、ダイヤフラム、リザーバータンク

キャップを取り付けます。レバーを何度かストロークさせた後、タッチの確認、ブレーキの効き

の確認を必ず行ってください。 

１２．①マスターシリンダーASSY、キャリパー、またその他の場所でブレーキフルードが付着してい

る部分をブレーキクリーナーなどで脱脂してください。また、キャリパー側のエアブリーダーね

じ穴部にもブレーキフルードが残りやすいため入念に脱脂をしてください。（ブレーキフルード

は、塗装を傷める恐れがありますので、完全に取り除いてください。ブレーキフルードが残りや

すい部分は、入念に脱脂をしてください。） 

１３．ブレーキ操作を行い、ブレーキランプが点灯する事を確認します。 

１４．最後にブレ－キレバ－を強く握った状態で、レバ－位置が変化しない事、ブレ－キホ－ス、バン

ジョー取付部分等からフル－ド漏れ等のない事、ハンドルを左右いっぱいに切った状態でブレー

キ操作をして不具合が無いことをご確認してください。 

１５．各部を点検し、異常が無ければ作業は終了です。 

 

 

 
エア抜き作業は、マスタ－シリンダ－の状態のみならず、関連するブレ－キ部品の具合によってエアが

抜けにくい事があります。 （キャリパー側のメンテナンスが併せて必要な場合があります。） 

キャリパ－の場合４ＰＯＴよりも６ＰＯＴが構造的にエアが抜けにくい傾向がありますが、手順を理解

した作業を行なえば、手間はかかりますがエアは必ず抜けます。一連の作業でブレ－キフル－ドを大量

に使う場合も当然考えられますが、関連する 部品のエア抜き（安全の為）には必要不可欠ですので、

手間を惜しまず確実な作業を行ってください。 
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〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 
 取付詳細図  

 

 補修部品  
 

品名 内容 ５/８in １４ｍｍ １/２in 11ｍｍ 
11ｍｍ 

ｼｮｰﾄﾚﾊﾞｰ 

１/２in 

ｼｮｰﾄﾚﾊﾞｰ 

ｱｲｱﾝﾈｲﾙｼﾙﾊﾞｰ塗装 (23255)¥1,500 - (23255)¥1,500 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ塗装 (28514)¥1,500 - (28514)¥1,500 ﾐﾗｰﾎﾙﾀﾞｰ 

ﾌﾞﾗｯｸ塗装 (36206)¥1,500 

ﾋﾟﾎﾞｯﾄﾎﾞﾙﾄ＆ﾅｯﾄ ﾎﾞﾙﾄ,ﾌﾗﾝｼﾞﾅｯﾄ 各１個 (23256) ¥250 

ﾌﾞﾚｰｷｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ １個 (23257)¥1,000 

ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸ＆ 
ﾎｰｽ 

ﾀﾝｸ,ｷｬｯﾌﾟ,ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ,ﾌﾟﾚｰﾄ(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ), 
ｽﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ,ｽｸﾘｭｰ＆ﾜｯｼｬ,ﾎｰｽ 各１個 

(77869)¥2,300 (23650)¥2,100 

ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ 
ﾘﾍﾟｱｷｯﾄ 

ﾋﾟｽﾄﾝ,ﾌﾟﾗｲﾏﾘｶｯﾌﾟ,ｾｶﾝﾀﾞﾘｶｯﾌﾟ, 
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ,ｻｰｸﾘｯﾌﾟ,ﾌﾞｰﾂ 各１個 

(23259) 
¥2,000 

(24443) 
¥2,000 

(23655) 
¥2,000 

(23653) 
¥2,300 

(23655) 
¥2,000 

ｸﾘｱｰ塗装 (ﾉｯｶｰ含む) (23319)¥3,600 (26855)¥5,500 

ﾌﾞﾗｯｸ塗装   (〃） (27354)¥3,600 (43338)¥5,500 

ｸﾘｱｰ塗装 (ﾉｯｶｰなし) (37073)¥1,800 (23648)¥2,600 
ﾌﾞﾚｰｷﾚﾊﾞｰ 

ﾌﾞﾗｯｸ塗装   (〃） (37074)¥1,800   

ｽﾃｰ （ｸﾘｱｰｱﾙﾏｲﾄ) (24341) ¥800 
ﾀﾝｸｽﾃｰ 

ｽﾃｰ （ﾌﾞﾗｯｸｱﾙﾏｲﾄ) (30895) ¥800 

ﾎｰｽｺﾈｸﾀｾｯﾄ ｺﾈｸﾀ,Oﾘﾝｸﾞ,ｸﾘｯﾌﾟ,ﾗﾊﾞｰﾌﾞｰﾂ 各1個 (42428) ¥1,000 

ﾎﾞﾙﾄ＆ﾅｯﾄ 
(ﾀﾝｸ固定用) ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄ 各１個 (36211) ¥150 

ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸﾎｰｽ単体 ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ2ヶ付 77864 ￥1,100 
 

 


