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プライマリーウエイト・ブレーキ点検口　来年交換が必要になります。

前回点検から自動走行距離 2,527 km

備考

現在手動走行距離 2,204 km

現在自動走行距離 10,985 km

ダクトホース 良好

8,458 km

ギヤオイル　 良好 カバー1 交換

良好

オイルシール等 良好 エアクリーナー　 清掃 H21.10 点検時走行距離

空気圧調整（ｋｇｆ/ｃm2） 1.6ｋｇｆ/ｃm2 調整 ミッションオイル漏れ 良好   エアクリーナー関係 バンパーシャフト グリスUP グリスUP コントロールユニット

バルブ 良好 ミッション  異音＆交換 良好 バックキャリアナット 良好

   外装ボディ関係
リアタイヤ 良好    ミッション関係 電磁 スロットルモーター状態 良好 アームレスト  左右 良好

フロントタイヤ 良好 電磁 バイメタル 状態 良好

     タイヤ関係 スロットルワイヤ調整 良好 電磁 ダイヤフラムホース状態 良好

良好

ミッションワイヤー 良好 電磁    ダイヤフラム 状態 良好 手動･自動認識ＳＷ　状態 良好

操舵モーター 良好

温度ヒューズ･センサー状態 良好     ワイヤー関係 電磁 キャブセンサー状態 良好 メカブレーキＳＷ  状態 良好 操舵クラッチモーター

ブレーキモーター 良好

電磁ブレーキディスク状態 良好 燃料ホース 状態 良好 バンパーＳＷ  状態 良好

車速センサー 良好

電磁ブレーキの利き具合 良好 Ｓベルト 良好 燃料フィルター  状態 良好 ブレーキペダルＳＷ  状態 良好

良好

アジャスタ  左右 良好 Ｖベルト 29.8 mm フロートガスケット 良好 アクセルペダルＳＷ  状態 良好

カートガードアンプ 良好

ドラム　研磨又は交換 良好       ベルト関係 ガスケット 良好 シフトスイッチ  状態 良好 カートガード　Ｆ・Ｒセンサー

アクセルペダルセンサー 良好

リアライニングシュ 清掃 ニードルバルブ 良好 切替ＳＷ（赤）状態 良好

マグネットセンサー 良好

フロントライニングシュ 清掃 グリスＵＰ グリスUP キャブレター清掃 良好 スタートＳＷ（青）状態 良好

交換 ガイドセンサー 良好

ブレーキワイヤー 調整 調整 センターナット  状態 良好 キャブレター本体 良好 各部スイッチ関係 

ブレーキの利き具合 良好 スペーサー 良好    キャブレター関係 端子カバー

良好

BRペダルスプリング 状態 良好 スプリング 良好 補水 良好   電磁関係

良好

ブレーキペダル 遊び 良好 シューランプ  3個 良好 電磁 ヒートセンサー状態 良好 マイナス　端子 良好 リモコン受信機

ケース･基盤の状態 良好

    ブレーキ関係　 シート・セカンダリ 良好 燃料ポンプ負圧ホース 良好 プラス　端子 良好 リモコン電池

良好

円盤 良好 エンジンオイル交換 交換 バッテリー（ＣＣＡ） 良好 430

   リモコン関係
ロアアーム  左右 良好 セカンダリーシーブ関係 プラグキャップ 良好      バッテリー関係 リモコン本体

点検口周り 交換必要

ダンパの状態　 良好 プラグ 良好

点検口(プレート４) 強化済み

タイロット・ジョイント左右 良好 グリスＵＰ グリスUP 点火コイル等 良好

充電電圧　１５Ｖ 点検 良好 フレームの状態 良好

ステアリングＢＯＸ 良好 キャップ 良好 オイルシール　左右 良好

レギュレター 良好 E/G アンダーカバー 良好

ステアリングジョイント 良好 シート・プライマリー 良好 オイルゲージセンサー 良好

スターターリレー 良好 アームＣＭＰ ボルト締付 良好

ステアリングシャフト異音 良好 スパイダ 良好 クランクケースガスケット 良好

スターターモーター　ブラシ 清掃 エンド１ 良好

操作具合触れ・とられ・重さ 良好 ウエイトＳＥＴ  ＳＴ  状態 良好 エンジンＯＩＬ漏れ 良好

遊び、緩み及びガタ 良好 ウエイトの状態 来年交換必要 エンジン本体・異音 良好

交換必要

   フロント足回り プライマリーシーブ関係   エンジン関係    電装部品関係 その他
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状態 状態 状態 状態
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