
インタークーラーキット

取付説明書

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なってください。

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。

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。

商 品 名 車種別インタークーラーキット

用 途 自動車専用部品

コ ー ド № 13001-AM005

製品説明書品番 E04251-M30050-00 Ver.3-3.02

整備要領書品番 1036K02/1036K12

メ ーカー車種 ミツビシ ランサーエボリューションⅨ／Ⅸ MR CT9A

エ ンジン型式 4G63

年 式 ランサーエボリューションⅨ ： 2005年03月～2006年07月

ランサーエボリューションⅨ MR ： 2006年08月～

備 考 ・本製品を取付けるにあたり、バンパ及びノーマルパーツの加工が必要に

なります。

・本製品を取付けるにあたり、下記部品のいずれかが必要となります。

スーパーパワーフローセット(コード№ 70004-AM024)

スーパーパワーフローReloaded(コード№ 70019-AM024)

レーシングサクションキット(コード№ 70008-AM005)

レーシングサクションReloaded(コード№ 70020-AM005)

・寒冷地仕様は適合不可。

※適合車両の年式は、2007年01月現在のものです。
2007年02月以降に登録された車両への適合についてはＨＫＳ各営業所・お客様相談室に
お問い合わせください。

改訂の記録
改訂№ 日 付 記 載 変 更 内 容

3-3.01 2007/02 初版

3-3.02 2007/02 備考欄修正

2007年02月25日発行(禁無断複写、転載) ㈱エッチ ケー エス・ ・
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パーツリスト
連番 コード№ 品 名 数量 形 状 備 考

1 G17910-M30030-00 インタークーラコアAssy 1

2 G17951-M30080-00 インレットパイプ№1 1

3 G17951-M30110-00 インレットパイプ№2 1

4 G17971-M30070-00 アウトレットパイプ№1 1

5 G17971-M30080-00 アウトレットパイプ№2 1

6 G17921-M30100-00 インタークーラコアステー№1 1

7 G17921-M30110-00 インタークーラコアステー№2 1

8 G17921-M30120-00 インタークーラコアステー№3 1

9 G17714-M30010-00 エアクリーナステー 1

10 17359-031396AO インレットパイプステー 1

11 17359-032396AO アウトレットパイプステー 1

12 G17714-K00030-00 汎用ステーφ70 2

13 17367-027396 インシュレータラバー 2

14 15719-037100 スポンジシール 4

15 G28851-M30021-00 バッテリトレー 1

16 18005-AK008 ホースバンド#36 2

17 18005-AK009 ホースバンド#40 10

18 タイラップ(小) 1

19 タイラップ(大) 3

20 G09115-M30010-00 インタークーラエアホース 1

21 14999-AK018 ゴムキャップφ4 1

22 1803-SA030 シリコンホースφ70 4
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パーツリスト
連番 コード№ 品 名 数量 形 状 備 考

23 1803-SA042 シリコンホースφ60 1

24 14999-AK032 ホースニップルφ4 1

25 ボルトM6 L=15 2 P=1.0

26 ボルトM8 L=15 3 P=1.25

27 フランジ付きナットM6 2

28 スプリングワッシャM6用 2

29 スプリングワッシャM8用 3

30 プレーンワッシャM6用 2

31 プレーンワッシャM8用 3

32 93050-002100TP 取扱説明書 1

33 E04251-M30050-00 取付説明書 1

※パーツリスト内の部品を別途購入する際は、補修パーツとして設定してある為、受注センターに
お問い合わせください。

受注センター
ＴＥＬ：０５４４－２９－１２３４
ＦＡＸ：０５４４－２９－１１５１

●別途必要部品

70004-AM024 スーパーパワーフローキット

70019-AM024 スーパーパワーフロー Reloaded

70008-AM005 レーシングサクションキット

70020-AM005 レーシングサクションキットReloaded
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１．ノーマルパーツ取外し
作業を始める前に、バッテリのマイナス端子を取外してください。
必ず整備要領書及び取扱説明書に準じて作業を行なってください。

(1)図1-1の①～⑩を取外してください。(図1-1)

(2)図1-2の①から②を取外してください 図1-2)。（

(3)図1-3の①～④を取外してください。(図1-3)

(4)図1-2の③,④を取外してください。(図1-2)

図1-1

図1-2

④ ③

Ａ部

①

②

図1-3

①

②

③

④
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(5)図1-4の①～③をフロントバンパAssyから取
外してください。(図1-4)

(6)図1-5の①～⑰を取外してください。(図1-5)

図1-4

①
②

③

図1-5

再 ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ

再 ﾅｯﾄ

再 ﾎﾞﾙﾄ

再 ﾎﾞﾙﾄ

再 ⑮

再 ⑬
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２．キットパーツ取付け
２－１.バッテリトレイの取外し・取付け

。(1)バッテリターミナルキャップを取外してください

(2)バッテリのプラス端子を取外し、バッテリホルダ
を取外してください。

(3)バッテリ本体を取外してください。

(4)純正バッテリトレイを取外してください。

(5)ハーネス,クラッチホース固定用のブラケットを取
外してください。(図2-1-1)

(6)図のようにハーネスにクラッチホースを固定して
ください。(図2-1-2)
・タイラップ(大) (P19)

(7)バッテリトレイを取付けてください。(図2-1-3)
・バッテリトレイ (P15×1)
・ボルト (純正)
・ナット (純正)

(8)バッテリトレイにバッテリ本体を仮付けてください。
・Ｌボルト (純正)
・ナット (純正)
・ワッシャ (純正)
・バッテリホルダ (純正)

(9)タイヤハウス側のＬボルトを取外し、図2-3-4を参
考にし、Ｌボルトの先端を切断してください。
(図2-1-4)

(10)切断したＬボルトを使用して、本締めをおこなっ
てください。バッテリ本体を取付けてください。

アドバイス
・Ｌボルトがボンネットに干渉しないことを確認して
ください。

Lﾎﾞﾙﾄ

ﾈｼﾞ山部

図2-1-4

20mm

図2-1-1

ﾊｰﾈｽ固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ

図2-1-2

P19

再ﾅｯﾄ

図2-1-3 再ﾎﾞﾙﾄ

P15
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(11)バッテリターミナルキャップを写真のように加工
してください。(図2-1-5)

(12)バッテリのプラス端子を取付け、バッテリターミ
ナルキャップを取付けてください。

２－２.インタークーラコアパイプの取付け

(1)インレットパイプ№1にホースニップルφ4を取付け
てください。(図2-2-1)
・インレットパイプ№1 (P2×1)
・ホースニップルφ4 (P24×1)

(2)インレットパイプ№1に再 ⑮を取付けてください。
(図2-2-2)
・ホースクリップ (純正)

(3)ターボチャージャAssyにインレットパイプ№1を取付
けてください。(図2-2-2)
・ エアアウトレットフィッティングガスケット (純生)

アドバイス
・インレットパイプ№1の取付けが困難な場合は スター、
タAssyを取外してください。インレットパイプ№1の
取付け後は、スタータAssyを元の場所に取付けてく
ださい。

(4)純正のエアパイプＡからラバーグロメット(2個)を取
外してください。(図2-2-3)

切取り部

図2-1-5

P2図2- 2- 1

P24

図2-2-2

⑮再
⑬再

ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ再

ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬAssy側

ｲﾝﾀｰｸｰﾗｲﾝﾚｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ№2側

P2

ラバーグロメット

エアパイプＡ

図2-2-3
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(5)5.(4)で取外したラバーグロメットを使用して、イン
レットパイプステーに取付けてください。(図2-2-4)
・インレットパイプステー(P10×1)

(6)インレットパイプステーに汎用ステーφ70を仮付け
してください。(図2-2-5)
・汎用ステーφ70 (P12×1)
・ボルトM6 L=15 (P25×1)
・フランジ付きナットM6 (P27×1)
・スプリングワッシャM6用 (P28×1)
・プレーンワッシャM6用 (P30×1)

(7)2-2.(4)で取外したラバーグロメットを、アウトレッ
トパイプステーに取付けてください。(図2-2-6)
・アウトレットパイプステー (P11×1)

(8)アウトレットパイプステーに汎用ステーφ70を仮付
けしてください。(図2-2-7)
・汎用ステーφ70 (P12×1)
・ボルトM6 L=15 (P25×1)
・フランジ付きナットM6 (P27×1)
・スプリングワッシャM6用 (P28×1)
・プレーンワッシャM6用 (P30×1)

取付ける

ラバーグロメット図2-2-4

P 1 0

図2-2-5 P 1 0

P 1 2

P25,P27,P28,P30

取付ける

ラバーグロメット

図2-2-6
P 1 1

図2-2-7

P 1 1

P 1 2

P25,P27,P28,P30
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(9)インタークーラコアステー№2,№3をボディに仮付
けしてください｡(図2-2-8)
・インタークーラコアステー№2 (P7×1)
・インタークーラコアステー№3 (P8×1)
・ボルト (純正)

(10)インタークーラコアAssyを2-2.(9)で仮付けしたイ
ンタークーラコアステー№2,№3に仮付けしてくだ
さい。(図2-2-9)
・インタークーラコアAssy (P1×1)
・ボルトM8 L=15 (P26×2)
・スプリングワッシャM8用 (P29×2)
・プレーンワッシャM8用 (P31×2)

(11)2-2.(10)で仮付けしたインタークーラコアAssyと
ボディにインタークーラコアステー№1を仮付けし
てください。(図2-2-10)
・インタークーラコアステー№1 (P6×1)
・ボルトM8 L=15 (P26×1)
・スプリングワッシャM8用 (P29×1)
・プレーンワッシャM8用 (P31×1)
・ナット (純正)
・インタークーラコアAssy (P1)
(2-2.(10)で仮付けしたもの）

(12)2-2.(9)～2-2.(11)の作業で仮付けしたものを本締
めしてください。

(13)インレットパイプ№2をインタークーラコアAssy,
インレットパイプ№1に仮付けしてください。
(図2-2-11)
・インレットパイプ№2 (P3×1)
・ホースバンド＃36 (P16×2)
・ホースバンド#40 (P17×2)
・シリコンホースφ70 (P22×1)
・シリコンホースφ60 (P23×1)

図2-2-8

ボルト再

P7
P8

図2-2-9

P26,P29,P31

P1

図2-2-10

P26,P29,P31

P6

ナット再

図2-2-11

P17

P22

P1

P3

P16

P23
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(14)2-2.(6)で組立てたインレットパイプステーを、ボ
ディとインレットパイプに仮付けしてください。
(図2-2-12)
・インシュレータラバー (P13×1)
・ホースバンド#40 (P17×1)
・ボルト (純正)
・インレットパイプステー (P10)
(2-2.(6)で組立てたもの)

(15)仮付けしてあるインレットパイプ№2およびイン
レットステー関係を本締めしてください。

(16)インレットパイプ№2付近にあるエアコンホースを
図のようにフロント側に寄せてください。
(図2-2-13)
・タイラップ(大) (P19)

アドバイス
・エアコンホースを寄せる際、ボディやラジエータに
干渉しないようにしてください。

(17)アウトレットパイプ№1をインタークーラコアAssy
に仮付けしてください。(図2-2-14)
・アウトレットパイプ№1 (P4×1)
・ホースバンド#40 (P17×2)
・シリコンホースφ70 (P22×1)

(18)2-2.(8)で組立てたアウトレットパイプステーをア
ウトレットパイプ№1に仮付けしてください。
(図2-2-14)
・インシュレータラバー (P13×1)
・ホースバンド#40 (P17×1)
・ボルト (純正)
・アウトレットパイプステー (P11)
(2-2.(8)で組立てたもの)

(19)アウトレットパイプ№2をスロットルボディ,アウ
トレットパイプ№1に仮付けしてください。
(図2-2-15)
・アウトレットパイプ№2 (P5×1)
・ホースバンド#40 (P17×4)
・シリコンホースφ70 (P22×2)

(20)2-2.(17)～2-2.(19)で仮付けした部品を本締めし
てください。

(21)バッテリトレイに干渉しないように、図を参考に
して、アウトレットパイプ№2にスポンジシールを
貼付けててください。(図2-2-15)
・スポンジシール (P14×1)

図2-2-12

P13,P17

ボルト再

P10

図2-2-14

ボルト再

P11

P4

P17

P22

P13,P17

図2-2-13

P3

P19

ｴｱｺﾝﾎｰｽ

図2-2-15

P22

P22

P17

P17

P14



-10-

(22)ボディとクラッチフルードパイプに干渉しないよ
うにアウトレットパイプ№1にスポンジシールを半
分に切り、２箇所へ取付けてください｡(図2-2-16)
・スポンジシール (P14×1)

(23)アウトレットパイプ№2とセカンダリ エアコント
ロールバルブにインタークーラエアホースを取付
けてください。(図2-2-17)
・インタークーラエアホース (P20×1)
・ホースバンド (純正)

(24)セカンダリ エアコントロールバルブに干渉しない
ように インタークーラエアホースにスポンジシー、
ルを取付けてください。(図2-2-17)
・スポンジシール(P14×1)

２－３.エアクリーナキットの取付け
(スーパーパワーフローセット・スーパーパワーフローセットReloaded

レーシングサクションキット・レーシングサクションキットReloaded)
(1)エアクリーナキット内の取付説明書に従って取付け
を行なってください。

(2)図1-1で取外した⑨過給圧ソレノイドバルブをエアク
リーナキット内のソレノイドステーに取付けてくだ
さい。その際、エアクリーナキットの取付説明書の
取付方法とは異なり図のように向きを逆にして取付
けてください。(図2-3-1)

Ａ．レーシングサクションキット・
レーシングサクションReloadedの場合

・サクションパイプに干渉しないように、リサキュレー
ションホースに図のようにスポンジシールを取付けて
ください。(図2-3-2)
・スポンジシール (P14×1)

Ｂ.スーパーパワーフローセット・
スーパーパワーフローReloadedの場合

・エアクリーナステーのみ本インタークーラキット内の
ものを使用してください。
・エアクリーナステー(P9×1)
(インタークーラキット内のもの)

図2-3-1

過給圧
ｿﾚﾉｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ

ｿﾚﾉｲﾄﾞｽﾃｰ

図2-3-2

P14

図2-2-16

P4

P5

P14

図2-2-17

P20

P14

ホースバンド再
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２－４.フロントバンパAssyの加工と取付け

(1)図1-2で③～④を取外したＡ部にゴムキャップφ4を取付けてください。(図1-2)
・タイラップ(小) (P18)
・ゴムキャップφ4 (P21×1)

(2)図1-3で取外した④フロントバンパAssyのインタークラーコアAssy,インレットパイプ№2,アウト
レットパイプ№1に干渉する部分を切取ってください。

(3)図1-2の①に②を取付けてください。(図1-2)

(4)フロントバンパAssyがインタークーラコアAssy及びパイプに干渉しないことを確認してから取付け
てください。

３．ノーマルパーツ取付け
(1)1.(4)で取外した①サイドアンダカバー,②センターアンダカバー,③フロントアンダカバーを取付け
てください。(図1-3)

(2)バッテリのマイナス端子を取付けてください。


