
GSR250

リヤブレーキスイッチ

交換作業手順書



1.対象車両の車台番号位置 3ページ

実施要領

ユ
3.リ コール標章及び識別シールの確認 4ページ

ユ

2.対象車台番号範囲 3ページ

4.対策作業 ……

4-1.作業に必要な資材、主な工具……………・

4-2.交換部品 (既存品と対策品の識別)・ ……

4-3.作業内容……………………………………・

牛4.ス トップランプスイッチハーネスカバー、

ス トップランプスイッチの点検・交換

①シートを外す

②パッテリマイナス端子を外す………………………

③フレームカバー (左右)を外す―・

C劇 フレームフロントカバーを外す(GSR250/S/X)…

④い2アンダカウリングのフックを外す(GSR250F)… ・

⑤ピリオンライダハンドルを外す……・

⑥フレームアッパカバーを外す………・

7ページ

9ページ

9ページ

9ページ

10ページ

・……・10ページ

・10ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

5ページ

5ページ

5ページ

6ページ

11

12

13

14

16

17

⑦クランプを外す 。………

③ハーネスにテープを巻く……・

③ハーネスカバーを装着する―・

①右フートレストブラケツトを外す………………・

①ストップランプスイッチを外す…………………・



⑫-l C川 、⑤、⑥の手順で

フレームフロントカバー、ピリオンライダハンドル、

フレームアッパカバーを外す………………………………・18ページ

⑫…2 ④卜2、 ⑤、⑥の手順で

アンダカウリングのフック、ピリオンライダハンドル、

フレームアッパカバーを外す……………………………・

⑮イモビアラームの信号線の移動………………………・・……Ⅲ

①対策品ストップランプスイッチの取付け…………………・・・

⑮右フートレストブラケットの取付け…………………・・……Ⅲ

⑮ストップランプスイッチとハーネスの接続

①ストップランプスイッチをクランプで固定……………………Ⅲ20ページ

⑩対策後作業・………………………………………………………・21ページ

18ページ

18ページ

18ページ

19ページ

20ページ

ユ
5.リ コール標章及び識別シールの貼付 22ページ

ユ
6.メ ンテナンスノー トヘの記録の記入 22ページ

ユ
7.交換部品の返却、対策管理カー ドの記入 23ページ

９

，



1.対象車両の車台番号位置

対象車両であることを車台番号で確認する。

車台番号

打刻位置…………フレーム前方右側

2.対象車台番号範囲

下記車両が対象車両です。

対 象 台 数通 称 名 お よ び 機 種 型  式 対 象 範 囲

13,934台GSR250/S/F/X 」BK―GJ55D
LC6G」55D001100005 ～

LC6G」55D001113988

注)1.貴店にて販売していただきました車両のうち、対象 とならない車両がありますので、
′
対象車両

についてはスズキ代理店よりお知らせします。

2.対象車両をお持ちのお客様には、スズキ代理店より無償修理についてのご案内を「案内ハガキ」

にてお知らせします。

3,ス ズキホームページ http:〃 w碑甲.suzuki recall.jp/search/search.phpリ コール等検索画面

でも車台番号で対象車両の検索が出来ます。

3

打亥」位置



3.リ コール標章及び識別シールの確認

下図の位置に、リコール標章及び識別シール (緑色)が貼付されている場合は、既に対策実施済

みの車両ですO

4

リコール標章

識別シール

u ‐



4.対策作業

4-1.作業に必要な資材、主な工具

・ リコール標章

・識別シール (緑色)

。対策管理カー ド

・工具等

4-2.交換部品 (既存品と対策品の識別 )

・交換部品

既存品 対策品

5

サイズ
工具名称

マイナス ドライノミー

Nol、  No2、  No3プラス ドライノミー

精密 ドライバー (― )

12mm、  8mmツケットレンチ
6Hlmヘキサゴンレンチ

ラチェットハンドル

スピナーハンドル

セ ッ ト 内 容数量品番品名

ス トップランプスイッチ (3774(148H90)× 1

ハーネスカバー (3661834000)× 1

Xlハーネステープ 1-3

・クランプ (0940703401)Xl

37700-48810-RX0
ス トップランプ

スイッチセット

ヵバーあり



4-3.作業内容

・車両側ストツプランプスイッチハーネスカバーの有無を確認し、ハーネスカバーの無い車両に

はハーネスカバ~を装着する。

・全車両ストンプランプスイッチを交換する。

整備作業上の注意事項
。エンジン停止後しばらくの間はマフラなどが熱くなっている。このとき触れると火傷を負 う恐れ

があるため、マフラなどが冷えてから作業をすること。
・整備前に車をよく清掃し、分解部品にほこりや泥が付着しないようにすること。
・二人で共同作業をする場合は、安全のためお互いに声をかけ合って作業をすることЪ
・分解部品は組み立てるまで傷がつかないよう十分注意し保管すると共に、混同、紛失しないよう

に整理整頓しておくこと。

当実施要領に記載していない詳細については、サービスマニュアルを参照のこと。

6

ス トップランプスインチ
ハーネスカバー

ス トップランプ

スイッチ



4-4 ス トップランプスイツチハーネスカバー、ス トップランプスイツチの点検 B交換

下記フローチヤー トに沿つて、当該車両に必要な作業を実施する。

有
■E

GSR250F
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①シートを外す

②バッテ リマイナス端子を外す

③フレームカバー (左右)を外す

ハーネスカバー

確 認

機種妬確認

④-2ア ンダカウリング (左右)

のフックを外す④-1フ レームフロントカバ~

(左右)を外す

⑤ピリオンライダハンドルを外す

⑥フレームアッパカバーを外す

⑦クランプを外す

③ハーネスにテープを巻く

③ハーネスカバーを装着する

GSR250/CSR250S/CSR250X

フートレストブラケットを外す
⑩右

ンプ す外ス をチイ ツフプツト① ス



4と 有

征
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用品のイモビアラームのエ
トップランプスイッチ

ク トロタッ

フレームアッノくカノミー

装着確認

機種名確認

⑫-l ④-1、 ⑤、⑥の手順で
フレームアッパカバーを外す

⑫-2 ④ 2、 ⑤、⑥の手順で
フレームア ンパカバ~を外す

CSR250F

⑩イモビアラームの信号線の移動

有

CSR250/GSR250S/GSR250X

⑭封策品ストップランプスイッチの取付け

⑮右フートレストブラケットの取付け

⑩ストップランプスイッチとハーネスの接続

⑩ストップランプスイッチをクランプで固定

⑬姑策後作業



① シー トを外す

1)イ グニッシヨンキー (1)を使用して、シー トのロ

ックを解除する。

2)シー トを外す。

ア

② バッテリマイナス端子を外す

1)バ ンテリのマイナス端子 (1)を外す。

③ フ レ―ムカバー (左右 ) を外す

1)ス クリュ(2)を取 り外す。

2)フ ック(A)3ヶ所を外 し、フレームカバー (1)を前

側に引き、爪 (B)を抜く。

参考

フレームカバーは左右対称に取付けられている

ので、取外しの手順は、左右同様である。

注意

爪 (B)を折らないように慎重に作業すること。

“A" フック位置

“B" 爪位置

9



ハーネスヵバーが取り付けられていない ⇒車両の機種名確認ヘ

ハーネスヵバーが取り付けられている  ⇒手順⑩ヘ

GSR250/GSR250S/GSR250X

GSR250F

⇒手順④ lヘ

⇒手順④ 2ヘ

(E)卜
‐

1 フレームフロントカバー 弁タトす (GSR250/S/X)

1)ス クリュ(2)を外 し、フレームフロン トカバー (1)

を取 り外す。

参考

フレームフロン トカバーは左右対称に取付けら

れているので、取外 しの手順は、左右同様である。

④柁 アンダカウリング (左右)のフックを外す(GSR250F)

1)ア ンダカウリングの図に示したフックを外す。

参考

アンダカウリングは左右対称に取付けられてい

るので、取外 しの手順は、左右同様である。

⑤ ピリオンライすハンドルを外す

1)ボル ト(2)を外 し、ピリオンライダーハン ドル (1)

を外す。

A" フック位置

A" フック位置

10



⑥ フ レー ム ア ッパカバー す

1)ク ランプ (1)を外 し、シー トロックケ~ブル (2)を

外す。

＝

ＩＦ

Ｖ

ヽ

Ｌ

り

2)ス クリュ(3)お よびクリップ (4)を外す。

3)フ レームアンパカバ~ア ツセンブリ(5)を外す。

11



⑦ クランプを外す

1)ハーネスのクランプ(1)を外す。

注意

クランプは再利用するため、破損 しないよう

に注意すること。

GSR250/Xの 後方クランプは引き抜くと再利用

できなくなるため、図に示した方法で外すこ

と。

GSR250/X後 方クランプ

GSR250F/S後 方クランプ

前方クランプ

2

精密 ドライバー(2)等先端が

細い棒状なものでス トンパ~
部を持ち上げて引き抜く

12



③ ハーネスにテープ弁巻 く

1)コ ネクタ(1)の接続を外す。

2)ハーネスイ貝l分岐線の PVCチ ューブ (2)を コネクタ

側いつぱいまで寄せる。

3)PVCチ ューブ(2)上端からハーネス分岐部まで、図

のようにテープを巻く。

“A" ハーネス分岐部

4)ハーネス分岐部までテープを巻き終えたら、さら

に図のようにタスキ掛けに 5回テープを巻く。

/じ
,'ロ

ツ

＼

、

′
′

‘
Ｊ

肇

／́

13



5)図 のように巻き始め位置まで冴―プを巻き下し、

カットする。

用品のイモビアラームのエレク トロタップが取

付けられている場合は、エレク トロタンプの上か

らテープを巻く。

③ ハーネスカバーを装着する

1)ハーネスカバー(1)の下端とコネクタ先端が揃う

位置までハーネスカバー(1)を差し込む。

2)ハーネスカバー(1)上端からハーネス分岐部まで、

図のようにテープを巻く。

3)ハーネス分岐部までテープを巻き終えたら、さら

に図のように夕/、 キ掛けに 5回テープを巻く。

“A" ハーネス分岐部

14



4)図のように巻き始め位置までテープを巻き下し、

カットする。

5)ク ランプ(2)でハーネスを固定する。

手順⑦で外したクランプを再利用する。

GSR250/X

GSR250F/S

15



⑩ 右 フー トレス トブラケットを外す

1)ス トンプランプスイッチコネクタが接続されて

いる場合は接続を外す。

2)図 のようにマイナスドライバー (1)を使用してク

ランプ(2)を取り外す。

注意

取 り外したクランプは再利用しない。

新品は、対策品に同梱されています。

3)ボル ト(2)を外し、右フー トレス トブラケット(3)

を外す。

注意

マフラを傷付けないように注意する。

2

“A" 抜け止め

16



① ストップランプスイッチを外す

1)ボル ト(3)を外 し、ス トップランプスイ ンチブラ

ケッ ト(2)と 一緒にス トップランプスイ ンチ (1)

を取 り外す。

2)ス トップランプスプリング (4)を右フー トレス ト

ブラケットから外す。

3)ス トップランプスイッチブラケット(2)か らス ト

ップランプスインチ (1)を取り外す。

4)ス トップランプスインチ(1)か らス トップランプ

スプリング(4)を取り外す。

ス トップランプスイッチ側ハーネスにイモビアラームのエレクトロタップが取り付けられているか

確認する

取 り付けられている

取 り付けられていない

⇒フレームアンパカバ~の装着確認ヘ

⇒手順⑭ヘ

フレームアッパカバーが装着されているか確認する

装着されている  ⇒車両の機種名確認ヘ

装着されていない ⇒手順④ヘ

車両の機種名を確認する

GSR250/GSR250S/GSR250X

GSR250F

⇒手順⑫ lヘ

⇒手順⑫-2ヘ

17



⑫-1 ④-1、 ⑥さ⑥の手順でフレームフロントカバー、ピリオンライダハンドル、フレームアッ

パカバーを外す

⑫-2 (4斗2^⑥ヽ
`6n♂

う手 lllttr アシダカウリシゲのフックヽピ:Jオ ン ライすハン ドル、フレームア

ッパカバーを外す

① イモビアラームの信号線の移動

1)ス トップランプスイッチから、イモビアラーム信

号線のエレクトロタップ(1)を取り外す。

2)イ モビアラーム信号線を、取り外 したエレク トロ

タップでシー トレール左外側の「白地に黒」線 (2)

に結線する。

① 型鎌品ス トップランプスイッチの取付け

1)対策品のス トップランプスイッチ (1)を ス トップ

ランプスイッチブラケット(2)に取り付ける。

2)ス トップランプスプリング(4)を取り付ける。

ヽ
凸
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3)ス トップランプスプリング(4)を右フー トレス ト

ブラケットに取 り付ける。

4)ボル ト(3)で ス トップランプスインチ (1)お よび

ス トップランプスイッチブラケット(2)を 、右フ

ー トレス トブラケント(3)に取 り付ける。

⑮ 右フー トレストブラケットの取付け

1)取外 しと逆の手順で右フー トレス トブラケット

(1)を取 り付ける。

締付 トルク

フー トレス トブラケットマウンティングボル ト (2)

:23 Nem

注意

ブレーキペグルスプリング(3)を確実に取 り付け

ること。

熾＼

へ

ヽヽ

ラ
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① ス トップランプスイッチとハ ―ネスの

1)ス トップランプスイツチ (1)と 車両側ハーネス

(2)を接続する。

2)ス トツプランプスインチイ貝lのハーネスカバー (3)

を、車両ハーネス側ハーネスカバー (4)の 内側に

突き当たるまで挿入する。

① ス トップランプスイッチをク ンプで

1)新品のクランプ (2)で ス トツプランプスイツチ (1)

の配線を固定する。

注意

クランプ位置はス トツプランプスイツチのハー

ネスカバー下端付近とし、ハーネスカバーの抜け

止めになるように固定する。

＼

〃
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⑩ 対策後作業

1)取外しと逆の手順で、フレームアッパカバー、ピ

リオンライダハンドル、フレームフロントカバー

またはアンダカウリング、フレームカバーを取り

付ける。

締付 トルク

ピリオンライダハンドルマウンティングボル ト

:25 Nem

注意

フレームアッパカバー、ピリオンライダハンド

ル、フレームフロントカバー、アングカウリン

グ、フレームカバーを傷付けないように取り付

けること。

2)バ ッテ リのマイナス端子 (1)を取 り付ける。

3)シー トをスライ ドさせてシー トフックをシー ト

ストライカに差し込み、ロック音がするまで押し

下げて取り付ける。

4)ス トップランプの点検、調整

リヤブレーキが効き始めた時に、ブレーキランプ

が点灯するか点検する。異常がある場合はス トッ

プランプスイッチ本体を押さえ、調整ネジ(2)を 回

して調整する。

―
―

it  ヽ

l′

鍵

軋
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5.リ コール標章及び識別シールの貼付
・作業を完了した車両は、リコール標章 (対策実施済ステンカ~)及び識別シール (緑色)を下図の位

置に貼付すること。

6.メ ンテナンスノー トヘの記録の記入
。作業完了後に、メンテナンスノー トのメンテナンスレコー ド、臨時整備の記録へ実施 日、交換時

の走行距離、整備内容などを記入する。

〔「整備内容」の記入例 :リ コールによるリヤブレーキスインチ交換〕

リコール標章

ドF/′ rS

‐ ‐ ―

 |

年‐
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7.交換部品の返却、対策管理カー ドの記入

1,対策管理カー ドの記入・提出

対策管理カー ドは 1枚に下記の内容が記載されています。

①スズキ報告用 ②代理店管理用 ③営業所、販売店控え。

図 1の対策管理カー ド記入方法を参考に必要事項を記入し、車台番号の石刷りを貼付して、

スズキ代理店の対策責任者ヘスズキ報告用と代理店管理用を提出のこと。

注)ボールペン等 (鉛筆不可)で、できるだけ丁寧に記入すること。

判読しにくい文字があるとコンピュータ入力時誤読され、 トラブルの元になる。

図 1 対策管理カー ド記入方法

② 対 策管理カード(帯 ;l常 )

太線内に必要事項を記入

車台番号を記入する。

実施区分の番号をOで囲む。

販売店名、住所、電話番号を記入する。

販売店コードNo.を記入する。

対策を実施 した年月 日を西暦で記入する。

例)平成 28年 (2016年)*月 *日 実施の場合

対策実施者の印を押印する。

車台番号の石刷りを必ず貼付する。

2.ス ズキ販売店ネットワークからの申請

スズキ販売店ネットワーク クレーム・リコール処理オンライン操作マニュアルを参照し、

申請してください。

日

* ** *O ′ σ2

半 半 |* ******

2 0Jに ,L日 実施

“

rp

吸売Piコ ード

吸ヴこ中「名

イiIザ F

十と話 lヽ け

0

実施九1   1代 ,生 九IF  2順光甲F  3そ の他

代埋  被

胆 肘コ ド
|

101

営業 )lrコ ード

ィ「榊|り Wittllll

剛 店記人棚

|
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