
取付説明書

Pursuing the Ultimate in Engine Performance and Efficiency.
                           HKS Company Limited.    

取付けは必ず専門業者に依頼してください。

取扱説明書を先に読んでから作業を行ってください。

本書はご使用前に必ずお読みください。

本書は、 お読みになった後も本製品の側に置いて活用してください。

改訂の記録

本製品は、下記に示す車両のみ取付け可能です。

万が一お車と本製品の型式等が異なる場合には、速やかにお買い上げの販売店にご連絡ください。

適合車両の年式は、2013 年 3月現在のものです。
2013 年 4月以降に登録された車両への適合については、お買上の販売店にお問い合わせ
ください。
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キャタライザー

左メインマフラー

右メインマフラー

第二中間パイプ

第一中間パイプ

エキゾーストマニホールド
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排ガス成績証明書（ZN6/ZC6）

タイラップ

1

ボルト (M18)

Ｏ２センサー用延長ハーネス

1クリップ取付用ボルト（M6）

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1
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クリップ

サーモシール　300×300

プレートワッシャ (M10)

8スプリングワッシャ (M10)

8ナット (M10 P1.5)

6ボルト (M10 P1.5 L=25)

2ボルト (M10 P1.5 L=40)

1

2

ガスケット(エンジン側）

リングガスケット(φ50)

リングガスケット(φ60)

ガスケット(フロントパイプ側)

銅ワッシャ (M18)

1

1
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メタルキャタライザー

リアミッションブラケット

        

純正O2センサー用ボス

純正A/Fセンサー取付位置

エキゾーストマニホールド

サービスセンサーボス

＊サービスセンサーボスは、セッティング等でＡＦセンサーを取付ける際にご使用ください。

右メインマフラー

純正ラバーステー

純正ラバーステー

左メインマフラー

スプリングワッシャ

キャタライザー側フランジ

第一中間パイプ

第二中間パイプ

スプリングワッシャ
プレーンワッシャ

ボルト(M10 P=1.5 L=25)

ボルト(M10 P=1.5 L=25)

スプリングワッシャ

プレーンワッシャ

ナット(M10 P=1.5)

マフラー
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があります。
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A/Fセンサー

純正エキゾーストマニホールド

純正第一フロントパイプ
*この部分は交換しません

純正第二フロントパイプＯ２センサー

純正部品構成図

Ｏ２センサー

移動

（１）純正エキゾーストマニホールド、純正第二フロントパイプ、マフラーを取外してください。
（２）純正エキゾーストマニホールドからAFセンサー、Ｏ２センサーを外し、付属の延長用
　　　Ｏ２センサーハーネスを使用して純正Ｏ２センサーを移動してください。
　　　

*純正ガスケット再使用

1.ノーマルパーツ取外し
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（１）付属のクリップを写真1のように折り曲げ加工をして写真2,3の位置に取付けておいてください。
　
　

写真1

写真2 写真3

（２）延長用Ｏ２センサーハーネス

1.付属の延長用O2センサーハーネスを写真4のように取回してください。
　
　 写真４

HKS EXHAUST SYSTEM
２.Ｏ2センサーハーネス延長
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2.写真5-①のように車両側純正ハーネスの間を通して取回してください。
  写真5-②の位置で延長ハーネスを付属のタイラップを使用してブラケットに固定してください。

3.写真6の位置の車両アースケーブルの上を通して取回し、付属のタイラップで固定してください。
　
　

①

②

写真5 写真6

４.エキゾーストマニホールド、メタルキャタライザーの取付け
(1).エキゾーストマニホールドを正規の場所に取付けて仮締め付けしておいてください。
(2).メタルキャタライザーを正規の場所に取付けて仮締め付けしておいてください。
　　*球面ガスケットは純正品を再使用してください。

３.センサーの取付け

(2).メタルキャタライザーに純正Ｏ２センサーを取付けてください。

(1).エキゾーストマニホールドに純正ＡＦセンサーを取付けてください。
　
　

●メタルキャタライザーを仮組みする際、ブラケットも仮組みしてください。

(3).エキゾーストマニホールドのサービスセンサーボスに付属の銅ワッシャ(Ｍ18)とボルト(Ｍ18)を
　　取付けて蓋をしてください。

●サービスセンサーボスに純正Ｏ2センサーを取付けないでください。
　エンジンチェックランプ点灯の原因となります。
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締付けトルク

●マフラー　
　　　　 M10ボルト使用部分  T=35±5 N･m（T=3.5±0.5 kgf･m）
　　    第一中間パイプ前側  T=25±5 N･m（T=2.5±0.5 kgf･m）

お願い ●吊り下げ用ラバーステーは純正品を再使用してください。

①. 『第一中間パイプの仮組付』
　(1)第一中間パイプを正規の位置に合わせて、キャタライザー後部フランジと第一中間パイプ前部
       フランジの間に純正球面ガスケットを挟み、純正ボルトに純正スプリングを入れ後側から通し、
       反対側から純正ナットを取付けて仮締付けしておいてください。

　(1)エキゾーストマニホールド、キャタライザー、中間パイプ、メインマフラーの位置関係や自動車の床、
　　 クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのずれを確認しながら
      仮締付けしてあったボルトとナットを自動車の前側から順に指定トルクで締付けてください。

④. 『左メインマフラーの仮組付』
　(1)左メインマフラーを正規の位置に合わせて、吊り下げ用フック2ヵ所に純正ラバーステーをはめて
　　　おいてください。
　(2)中間パイプ後部左フランジと左メインマフラー前部フランジの間に付属のリングガスケット(φ50)を
　　　はめ、付属のボルトにプレーンワッシャを入れ前側から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ、
　　　スプリングワッシャ、ナットの順で取付けて仮締付けしておいてください。

③. 『右メインマフラーの仮組付』
　(1)右メインマフラーを正規の位置に合わせて、吊り下げ用フック2ヵ所に純正ラバーステーをはめて
　　　おいてください。
　(2)中間パイプ後部右フランジと右メインマフラー前部フランジの間に付属のリングガスケット(φ50)を
　　 はめ、付属のボルトにプレーンワッシャを入れ前側から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ、
　　　スプリングワッシャ、ナットの順で取付けて仮締付けしておいてください。

②. 『第二中間パイプの仮組付』
　(1)第二中間パイプを正規の位置に合わせて、吊り下げ用フックに純正のラバーステーをはめておいて
      ください。
  (2)第一中間パイプ後部フランジと第二中間パイプ前部フランジの間にリングガスケット(φ60)を
     はめて、付属のボルトにプレーンワッシャを入れ前側から通し、反対側から付属のプレーンワッシャ、
      スプリングワッシャ、ナットの順で取付けて仮締付けしておいてください。

５.マフラーの取付け

●エキゾーストマニホールド
　　　　　  　　エンジン側  T=30±5 N･m（T=3.0±0.5 kgf･m）
　　　　  フロントパイプ側  T=35±5 N･m（T=3.5±0.5 kgf･m）　

　●キャタライザー
　　　　　　フロントパイプ側  T=35±5 N･m（T=3.5±0.5 kgf･m）
　　　　　　　　　マフラー側  T=25±5 N･m（T=2.5±0.5 kgf･m）
　　　　ミッションブラケット  T=30±5 N･m（T=3.0±0.5 kgf･m）　

６.全体の本組付
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７.取付け状態の確認

８.取付け後の確認
(1)本製品を装着する場合、エアクリーナーや他社製品との併用をする場合はノッキングの有無の確認を
   おこなって下さい。必要であれば、再セッティングをおこなって下さい。
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●消耗部品や紛失部品および本書のご注文は、お買上の販売店にお問い合わせください。





また、純正以外のＥＣＵを使用しないでください。純正以外のＥＣＵを

使用した場合、クレーム対象外となります。



本製品に関するお問い合わせは、専門業者又はお買上の販売店にご相談ください。










