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1 カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。

スーパーバトル

●高回転化に対応し、入力回路を強化。
　又、トルク特性を高回転化。

適合についてはＰ3・Ｐ4の適合表をご参照下さい。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
NSR50（～'92）
（NS50F使用可能） 220064 ￥6,800

610064 ￥6,800

230064 ￥6,800

NSR50（'93,'94）

NS-1（～'94）

●Racing C.D.I. スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマル
をはるかにしのぐ出力特性を確保。

●取り付けは、カプラーを差し換えるだけのワンタッチ専用設計。

スーパーバトル

SPバージョン

●6種類の点火時期がチョイス可能。点火時期可変タイプC.D.I.。

271360 ￥8,000

適用車種

12Vモンキー/ゴリラ

295360 ￥8,000APE50/100
XR50/100Motard

275360 ￥8,000マグナ50

850360 ￥8,000
スーパーカブ50
リトルカブ（セル無）

850365 ￥8,000
スーパーカブ50
リトルカブ（セル付）

品番 希望小売価格（税抜）
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Super Battle SP Map Chart
※当社スーパーバトル
　に近似。

※ノーマルC.D.I.
　に近似。

進角

遅角

点火時期はスーパーバトルよりも
遅角方向にのみ調整可能です。

ご注意※C.D.I.のみ交換では、最高速のUPはございませんので
   ご了承下さい。

6種類の
点火時期が
チョイス可能

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

YAMAHA

90cc

HONDA

492063 ￥6,800
491063 ￥6,800

スーパーJOG-ZR（'96～'98）

494063 ￥8,200リモコンJOG/ZR（'06,'07）,JOG-ZⅡ（'06,'07）
JOG（'06,'07）,ＢＪ（'06,'07）

スーパーJOG-ZR（'95）
スーパーJOG-Z（'93,'94） 490063 ￥6,800

243063 ￥8,200

BW'S（'98） 445063 ￥6,800
JOG-ZⅡ（'98） 242063 ￥8,200
JOG90（'90～'95） 265063 ￥6,800
AXIS90（'91～） 266063 ￥6,800
AXIS90（'90） 265063 ￥6,800
NSR50（'95～'99） 611063 ￥8,800
NSR50（'93,'94） 610063 ￥5,800
NSR50（～'92） （NS50F使用可能） 220063 ￥5,800
NS-1（'95～'98） 231063 ￥8,800
NS-1（～'94） 230063 ￥5,800

ライブDio/ZX（'97～'99） 432063 ￥8,200

ライブDio-ZX（'00,'01） 433063 ￥8,200

ライブDio-ZX（7.2ps）（'94～'96） 431063 ￥8,200
ライブDio/SR（'94～'96） 281063 ￥8,200
スーパーDio-ZX（7ps）（'92～'93）

※ライブDio/-J/-Sには使用できません。

※注：'06モデル仕様に変更された車輌には494063が適用します。

※注

493063
BJ（BASIC JOG）（'03～'05）
リモコンJOG/-ZR（'01～'04）
スーパーJOG-ZR（'00）
JOG/-C（'00～'04）,JOG-ZⅡ（'04）

※注

※スーパーDio/-SRには使用できません。

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

※注：1

（セル無し）

430063 ￥5,800

Gダッシュ,Dio（'90）,Dio-SR（'90） 280063 ￥5,800
モンキーR/RT 270063 ￥5,800
マグナ50 270068 ￥6,800
12Vモンキー
モンキーバハ,12Vゴリラ,JAZZ 271063 ￥6,800

CRM80 228060 ￥7,800
APE50/100,XR50/100 Motard 295063 ￥6,800

850068 ￥6,800

スーパーカブ50,リトルカブ

（セル付き）スーパーカブ50,リトルカブ

850068 ￥6,800ジョルカブ
285060 ￥12,000ZOOMER

850063 ￥6,800

アプリオ,アプリオEX,アプリオTYPEⅡ 241063 ￥6,800
アプリオ（'00,'01）,Vino（'99～'03）

スーパーバトル
SPバージョン点火時期可変タイプ

Racing
C.D.I. ￥8,200

スーパーバトル
SPバージョン

※注：1・・・フューエルインジェクション車は除く。

※注：1・・・フューエルインジェクション車は除く。

CRM50 225063 ￥6,800

SUZUKI ZZ 410063 ￥8,200

KAWASAKI

KSR-Ⅰ 655063 ￥6,800
KSR-Ⅱ（IGコイル付） 455062 ￥12,800
KSR-Ⅱ（R-IGコイルEVO with SPT Siコード Red付） 455065-04 ￥18,000
KSR-Ⅱ（R-IGコイルEVO with SPT Siコード Black付） 455065-09 ￥18,000
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カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。 2

838365 ￥18,000SR500（'93）［3GW4］

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
TZR50R（'96～）
TZM50R（'96～）
RZ50（'98～'06） 

YAMAHA 212062 ￥6,200

※本品はC.D.I.ではありません。ノーマルC.D.I.と必ず併用して下さい。
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デジタルスーパーバトル プロフェッショナル

デジタルC.D.I.アドバンサー

●MAP１～４の異なる点火時期特性を内蔵切換えスイッチでチョイス可能。

デジタルスーパーバトル プロブラック
●MAP１～４の異なる点火時期特性を内蔵切換えスイッチでチョイス可能。
●リミッターは非内蔵、オーバーレブにご注意下さい。
●NSF100はノーマルタコメーター使用可。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

リモコンJOG-ZR（'01～'04）,JOG-ZⅡ（'04）
スーパーJOG-ZR（'00）,JOG（'00）

リモコンJOG-ZR（'06,'07）,リモコンJOG-ZⅡ（'06,'07）
リモコンJOG（'06,'07）,JOG（'06,'07）,ＢＪ（'06,'07）

493460

494460

￥9,800

￥9,800

433460
282460

￥9,800
￥9,800

ライブDio-ZX（'97～）,ライブDio（'97～'99）
ライブDio（'00～）,ライブDio-S,ライブDio-J

431460
281460

￥9,800
￥9,800

ライブDio-ZX（'94～'96）
ライブDio/-SR（'94～'96）

251460

212460

￥11,800

￥14,800

グランドAXIS100（～'00）
252460 ￥11,800グランドAXIS100（'01～）

838360
838360

￥18,000
￥18,000

SR400（～'85）［～1JR0］
SR500（～'92）［～3GW3］

838365 ￥18,000SR400（'93）［3HT5］

839360 ￥20,000SR500（'94～'99）［3GW6～3GW9］
839360 ￥20,000SR400（'94～'00）［3HT6～3HTB］

※'06モデル仕様に変更された車輌には494460が適合します。

●ノーマルデジタルC.D.I.のすぐれた点火特性をそのままにリミッターのみを排除。

スーパーJOG-ZR用

●高回転化に対応し、入力回路を強化。又、トルク特性を高回転化。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
スーパーJOG-ZR（'96～'98）,アプリオTypeⅡ 492360 ￥13,800

491360 ￥13,800スーパーJOG-ZR（'95）

●8ビットマイコンの採用により、点火時期をより細かく制御し、アナログ
C.D.I.に比べ、よりトルクフルなエンジン特性を実現。（当社比）

●内蔵スイッチにより、4種類の点火時期特性をチョイス可能。

デジタルスーパーバトル

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

NSF100 615460 ￥14,800

～'92NSR50 220460 ￥8,800
～'92NSR80/'02～NSRmini 460460 ￥8,800

APE50/100 295460 ￥10,800

NSF100用

～'92NSR80/
'02～NSRmini用

～'92NSR50用

品名 品番 希望小売価格（税抜）
C.D.I.接続アダプター 460460-01 ￥1,000オプション

パーツ
　～'92NSR80⇒～'92NSR50適用車種

APE50/100用

841360 ￥20,000SR400（'03～'08）［3HTF～S］
840360 ￥20,000SR400（'01,'02）［3HTC/E］

※Parts No.220460/460460において、
　点火時期制御はアナログ制御となりますのでご了承下さい。

※Parts No.839360/838365において、点火時期制御はアナログ制御となりますのでご了承下さい。

TZM50R,TZR50R,newRZ50（'98～'06）
※TZM50R,TZR50R用は変換カプラーの採用により全年式に対応。
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3 カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。

モンキー
モデルラベル貼付位置

カブ
モデルラベル貼付位置

スクーター
モデルラベル貼付位置

スポーツモデル
エンジンNo.打刻位置

スポーツモデル
フレームNo.打刻位置

スクーター
フレームNo.打刻位置
エンジンNo.打刻位置

※YAMAHA&HONDAスクーターのその他車種、
　及び、メインパーツの適用はP14をご参照下さい。

車　　種 年式
'99
'96
'95
'94
'93
'92
'91
'90
'90
'89

'98
'97
'96
'95
'94
'93
'92

'99
'98
'97

'94

'96

'01

'01

'88

PARTS No. 型　番 フレーム　No.

611063 NSR50

228060
CRM80

NSR50X
NSR50S

AC10 -1900001～
NSR50V AC10 -1800001～

AC10 -1700001～

610064
610063

220064
220460

460460

220063

NSR50 NSR50R
NSR50P

AC10 -1600001～1699999

NSR50

NSR80J-Ⅱ HC06 -1000001～1005248
NSR80K HC06 -1100001～1101609
NSR80L HC06 -1200001～1201830
NSR80N

NS50F
NS50FL AC08 -1500001～1522256
NS50FK AC08 -1400001～1410225
NS50FJ AC08 -1300001～1319768
NS50FH AC08 -1200001～1218296

AC10 -1500001～1508218

231063

230064
230063

270063

NS-1

NS-1

NSB50W
NSB50V

AC12 -1600001～

NSB50R AC12 -1200001～1209357
NSB50P AC12 -1100001～1112047
NSB50M AC12 -1000001～1042444

MONKEY-R/RT Z50JRH AB22 -1000017～

433460
433063

433460
432063

431063
431460

430063

ライブDio/ZX

ライブDio-ZX
※ライブDio/-J/-Sには使用不可。

※CRM80J前期HD11-100001～
　1001019には使用不可。

AF35 -1700001～
AF35 -1500001～

MONKEY（12V）

Z50JY AB27 -1000001～
Z50J1～7 AB27 -1100001～

Z50JV Z50J -2400001～
Z50JT Z50J -2300001～2306110
Z50JS Z50J -2200001～
Z50JP Z50J -2100001～
Z50JN Z50J -2000001～

MONKEY BAJA Z50JM Z50J -1700001～

Gorilla（12V）

Z50JX Z50J -2600001～
Z50JW Z50J -2500001～

Z50JY AB27 -1000001～
Z50J1 AB27 -1100001～
Z50J4 AB27 -1400001～
Z50J5 AB27 -1600001～
Z50J7 AB27 -1800001～

JAZZ CA50S AC09 -1400001～
CA50V AC09 -1500001～

CA50P AC09 -1300001～1307226

CRM50

CRM50V AD13 -1200001～
CRM50R AD13 -1100001～1101406
CRM50P AD13 -1000001～
CRM50N AD10 -1200001～1201402
CRM50L AD10 -1100001～1102899

ライブDio-ZX
SK50MT AF35 -1400001～1459965

'95 SK50MS AF35 -1200001～1266550
SK50MR

SK50MW
AF35 -2000001～
AF35 -2300001～SK50MM1

'01 AF35 -2400001～SK50MM2

'00 SK50MY

SK50MV

AF35 -1000001～1080618

スーパーDio-ZX SK50MP AF28 -1404733～1471638
SK50MN AF28 -1219654～1317704

270068
275360

271063
271360

APE50

XZ501 AC16 -1000001～

'03 XZ503 AC16 -1200001～
'02 XZ502 AC16 -1100001～

'06 XZ506 AC16 -1400001～
'07 XZ507 AC16 -1500001～

'04 XZ504 AC16 -1300001～

APE100
'03 XZ1003 HC07 -1100001～
'01 XZ1002 HC07 -1000001～

'06 XZ1006 HC07 -1300001～
'07 XZ1007 HC07 -1400001～

'04 XZ1004 HC07 -1200001～

XR50 Motard
XR100 Motard

NSR80

'07 XR50M7 AD14 -1100001～

'07 XR100M7 AD13 -1100001～
'05 XR50M5 AD14 -1000001～

'05 XR100M5 AD13 -1000001～

295063
295360

225063

MAGNA50

AC13 -1000001～
AC13 -1100001～

AC13 -1300001～
AC13 -1400001～
AC13 -1500001～

MG50S
MG50X

MG503
MG504
MG505

AC13 -1600001～MG507

MG501 AC13 -1200001～

AC12 -1500001～
NSB50T
NSB50S

AC12 -1400001～1405256
AC12 -1300001～1308726

281063
281460

'94

'96
'95ライブDio-SR

SK50MT AF35 -1400001～1459615
SK50MS AF35 -1200001～1267150
SK50MR AF35 -1000001～1078328

ライブDio
'94

'96
'95

SK50MT AF34 -1500001～1564424
SK50MS AF34 -1200001～1314577
SK50MR AF34 -1000001～1084598

HONDAC.D.I.
適合表

リトルカブ50
（セル無）

C50LV
C50LW
C50LX
C50LY

C50L2
C50L1

  C50 -4300001～
  C50 -4400001～
  C50 -4500001～
AA01 -3000001～

AA01 -3500001～
AA01 -3300001～

850063
850360
※注：1

※注：1

※注：1・・・フューエルインジェクション車は除く。

※注：1

※注：1

スーパーカブ50
（セル無）

C50S1
C50D2/ST2/S2

C50DN/SN/BN

C50DS/SS/BS
C50DV/SV/BV
C50DX/SX/BX
C50DY/SY

C50DP/SP/BP

AA01 -1200001～
AA01 -1300001～

  C50 -0200001～0327924

  C50 -0600001～
  C50 -0800001～
  C50 -2100001～
AA01 -1000001～

  C50 -0400001～0574357

車　　種PARTS No. 型　番年式 フレーム　No.

AF53 -1000001～ジョルカブ SNC50X

850068
850365

スーパーカブ50
（セル付）

C50CM2 AA01 -1300001～

C50CMN

C50CMS
C50CMV
C50CMX
C50CMY

C50CMP
  C50 -0200001～0327924

  C50 -0600001～
  C50 -0800001～
  C50 -2100001～
AA01 -1000001～

  C50 -0400001～0574357

リトルカブ50
（セル付）

  C50 -4500001～
AA01 -3000001～

AA01 -3500001～
AA01 -3300001～

C50LMX
C50LMY

C50LM2
C50LM1

◎フレームNo.打刻位置及びエンジンNo.打刻位置は下記図をご参照下さい。
　但し、車種によっては異なる場合がありますのでご了承下さい。

'90

'90280063

285060

Dio-SR（'90） SK50ML AF25 -1000005～

AF23 -1001001～

Dio

Gダッシュ

SK50ML AF18 -1490001～1686253
SK50ML

SU50MK

AF18 -1485762～1485773
（キャブレター号機:PB80H-A）

AF58 -1000001～ZOOMER NPS501～7※注：1

HD12 -1000001～
HD11 -1100001～1201002CRM80L・N
HD11 -1001020～1002853CRM80J 後期

CRM80P・R・V

NSR50N AC10 -1400001～1408397
NSR50L AC10 -1300001～1316050
NSR50K AC10 -1212091～1212686
NSR50K AC10 -1200001～1212090
NSR50J AC10 -1100001～1113395
NSR50H AC10 -1000001～1035502

※配線加工要。

※フレームNo.エンジンNo.ではスーパーDio-SRとの区別はありません。キャブレター号機（PB80R）と
　純正C.D.I.の刻印（GAH）の確認をお願いします。（スーパーDio-SRはPB80MとGK8）

※フレームNo.ではライブDio-SRとの区別はありません。メインパーツ適合表（P14）を参照願います。

※フレームNo.ではライブDio-ZXとの区別はありません。メインパーツ適合表（P14）を参照願います。

HC06 -1300001～1300901
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RZ50
型番ラベル貼付位置

スクーター
フレームNo.打刻位置

スポーツモデル
フレームNo.打刻位置

スクーター
型番ラベル貼付位置

TZR50R
型番ラベル貼付位置

YAMAHA
◎フレームNo.打刻位置及び型番ラベル貼付位置は下記図をご参照下さい。
但し、車種によっては異なる場合がありますのでご了承下さい。

レーシングC.D.I.スーパーバトル及び
デジタルC.D.I.アドバンサーご使用上の注意事項
◯１ スーパーバトルはサイドスタンドを出したままチェンジをいれる
と、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式サイド
スタンド機構付車輌には対応しておりません。サイドスタンド警告
灯及び、イグニッションカットオフ式スタンド機構は作動しなくなり
ますのでご了承下さい。

◯２ レーシングC.D.I.スーパーバトル及び、デジタルC.D.I.アドバンサーは、
プラグスパーク強化装置には対応しておりません。
故障の原因となりますのでプラグスパーク強化装置とレーシング
C.D.I.スーパーバトル、又はデジタルC.D.I.アドバンサーの併用は
絶対なさらないで下さい。

◯3 プラグはＲタイプ（抵抗入り）を必ずご使用下さい。

※YAMAHA車の適用は型番を主としてご判断下さい。

SUZUKI
車　　種PARTS No. 型　番 フレーム　No.

410063

CA1PB-100001～

ZZ

AZ50RY
CA1PB-116931～AZ50RK2/RRK2/SRK2
CA1PB-135772～AZ50RK5/RSK5
CA1PB-141617～AZ50RK6/RZK6
CA1PB-145901～AZ50RK7/RZK7

※注：'06モデル仕様に変更された車輌には494063/494460が適用します。

TZM50R '94～
'93～

'98
'97
'96

'95

'94
'93
'93
'93

'97

'95
'94

TZR50R

RZ50 '00
'98

S-JOG-ZR

S-JOG-ZR

S-JOG-Z

'98BW'S
'98

'96
'95

'94
'93

〃

'99

212460

492063
492360
491063
491360

490063

243063

241063

243063

445063
242063 JOG-ZⅡ

JOG-EX
JOG

'99
'00

'96

'00
'01
'02

Nextzone

APRIO

APRIO

Vino

APRIO-EX

APRIOTYPE-Ⅱ

Nextzone

265063

266063

'90
'94
'92
'90
'97
'96

〃
'92
'91

'94

AXIS90

AXIS90

JOG90

4KJ1～3
4EU1～4

5FC2
'06 5FC3

5FC1

3YKA

3YK7

5DA1
5EM2
5EM1

3YK9
3YK8

3YK6
3YK4
3YK5
3YJ5

4JP6
4JP9
4JPA

4JP4
4JP3
4JP2
4JP1
4LV3
4LV4

5AUC/D
5AU9/A/B

5AUH/J
5AUE/F

 〃
'03 5AUM/N

5AUK/L

4LV2
4LV1

3VR1

3VR9
3VR8
3VR7
3VR4
3VR3
3VR2

3WF3
3WF2
3WF1

4KJ
4EU
RA02J
RA01J
5FC

3YK-6715101～7323300

SA02J-100101～
SA04J

3YK
3YK-7323301～

3YK-6221101～6342000
3YK-5096101～5337000
3YK-5337101～5428000
3YJ-5428101～

4JP-
SA11J

4JP-7168101～7187000
4JP-6896101～7107000
4JP-6707101～6715000
4JP-5770101～6221000

SA10J

4LV-7107101～
4LV

4LV-6342101～6433000

3VR-031101～060000

3VR
3VR-157101～
3VR-106101～122000
3VR-090101～
3VR-060101～090000

3WF-179101～
3WF-122101～
3WF-000101～031000

5SW5/6'06
5SW7/8'07

'07
リモコンJOG-ZR/ZⅡ

494063
494460

SA16J

JOG/リモコンJOG SA16J5SU7/8
5SUB/C

'06

BJ SA24J5XN6'07
SA24J5XN4/5'06

'00S-JOG-ZR

JOG-C

リモコンJOG-ZR

JOG

'01
3YKB
5PT1

SA13J

'02 5PT2

5SU3/5

SA16J

SA16J

SA16J

'03
'04

5SW1
5SW2/3

'01
'02

5KN3
5KN6

'00

'01

'01

5EM3/4

5KN1

5KN2

SA12J

'02

'02

5KN4

5KN5

'03 5SU2
'04 5SU4/6

SA16J

SA16J

'03
'04

リモコンJOG 5SU1

'04JOG-ZⅡ 5SW4

5XN2 SA24J

SA16J

'04
5XN3'05

'03
BJ

5XN1

493063
493460
※注

※注

車　　種 年式PARTS No. 型　番 フレーム　No.
TZM50R '96～

'96～TZR50R

RZ50 '00
'98

212062

4KJ3
4EU4

5FC2
'06 5FC3

5FC1

4KJ
4EU
RA02J
RA01J
5FC
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●メンテナンスフリー。バッテリー液などの補充の必要がありません。
●転倒時における、バッテリー液漏れの心配がありません。
●バッテリーに比べ、重量を大幅に軽減できます。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
220142NSR50/80（～'94）,NS-1,TZR50（～'92） ￥3,200
611142NSR50/80（'95～）,NS-1（'95～） ￥3,200

※セルモーター使用車に装着の場合、セルモーターが使用できなくなりますのでご注意下さい。
※本品は、レース用に製作されたパーツです。アイドリング時にウインカー、ヘッドライト、ストップランプを
同時点灯した場合充電容量の関係でウインカーなどの灯火類が暗くなりますが、異常ではありません。

※APE50/100、XR50/100Motard用レーシングSPハーネスキットはP45をご参照下さい。

50ccフルサイズモデル用

バッテリーレスユニット

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

スーパーJOG-ZR（'95～）,JOG-ZⅡ
グランドAXIS100  etc.

200801

200801

YAMAHA ￥1,200
200802

200802

￥1,200

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

ライブDio/-SR/-ZX（'94～'96）
APE50/100
XR50/100 Motard
12Vモンキー/12Vゴリラ
マグナ50

200800 ￥800

C.D.I.側メインハ－ネス側

車体ハーネス側C.D.I.用
カプラーセット

車体ハーネス側C.D.I.用カプラーキット
＆C.D.I.側配線タイプC.D.I.用カプラーキット

Parts
レーシングSPハーネスキット Type2

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
220215NSR50（～'94） ￥4,800キルスイッチ・シーソータイプ
220216 ￥4,800キルスイッチ・プッシュタイプ

スイッチタイプ

NSR50でレース参戦の必需品！

●点火系のみの配線の為、
　作業性アップと軽量化を実現。
※灯火類は使用できませんので公道走行不可です。
●NSR50（～'94）用キットの場合
　ハーネス本体はC.F.POSHNSR50（～'92）用に適用しています。
　NSR50（'93・'94）用C.D.I.には接続用配線にて対応しています。

レーシングキルスイッチ

●ON/OFFシーソー式ハイグレードキルスイッチです。

●防水タイプ/プッシュスイッチを採用。
（配線長さ 約400mm）
●取付はハンドル（外径φ22.2）クランプタイプ。
　クランプ部は軽量・アルミボディー。

品番品名 希望小売価格（税抜）スイッチ接点

200211ON-接点開/OFF-接点閉
スイッチノブcolor

赤TypeA ￥3,000
200212ON-接点閉/OFF-接点開灰TypeB ￥3,000

※接続端子、接続カプラーは付属し
ておりません。

※エンジンストップの方式を確認の上、スイッチ接点の形式を間違いなくご選択下さい。

※当キルスイッチはエンジンキルスイッ
チ専用です。ヘッドライトなど、電力量
の大きな回路には使用しないで下さ
い。スイッチ接点が焼き付いてトラブ
ルの原因となります。

◎キルスイッチAssy
◎オスギボシ×2ケ
◎メスギボシ×2ケ

キット
内容

品番 希望小売価格（税抜）

200215 ￥3,000

品番 希望小売価格（税抜）
220215-01 ￥3,000キルスイッチ・シーソータイプ
220216-01 ￥3,000キルスイッチ・プッシュタイプ

品名補修用
パーツ

NSR50/80 アナログCDI搭載モデル用
補修用点火コイル

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

NSR50/80（～'94）,NSR50mini（'03～） 220860 ￥6,800（1pc）
※上記年式外でも点火系をマグネット点火に換装している場合、基本的にはご使用可能です。

注意事項 本品は補修用アフタ－パーツであり、純正品ではありません。
レースレギュレーションへの適合、不適合に関しては各主催者様にご確認下さい。

シーソータイプ

プッシュタイプ

◎点火コイルAssy 1pc
◎キャップボルト
　M4×15 2pcs
◎結束バンドS
　（100mm） 1pc

キット
内容

NSR50（～'94）
プッシュタイプ

NSR50（～'94）
シーソータイプ
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●クラッチカバーガスケットも同時に交換をお願いします。
※クラッチカバーガスケットについてはP13を参照して下さい。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

NS-1, CRM50, NSR50（～'94） 610034 ￥12,000

●ノーマルに比べ20％バネレートアップの強化タイプ。●スペシャルクラッチディスク4枚が装着可能（ノーマルは3枚）になり、
より大きな伝達能力を確保。

レーシングクラッチキット 強化クラッチスプリング

補修用
パーツ

●ノーマルより摩擦係数の高いクラッチ板を、また、バネレート20％UPのクラッチスプリングを採用することにより、エンジンパワーをより確実に伝達します。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
210037TZR50,TZR50R（'93～'97） ￥6,500（3pcs）
211036TZM50R,RZ50（'98～'06） ￥8,800（4pcs）
200036YSR50 ￥4,500（2pcs）
295034NSR50（～'94）,NS-1,NS50F,CRM50,APE50,XR50 Motard ￥4,200（3pcs）
298034レーシングクラッチキット,NSR50（'95～）,APE100,CRM80 ￥5,600（4pcs）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
210036TZR50,TZR50R（'93～'97）,YSR80 ￥7,000
211035TZM50R,RZ50（'98～'06） ￥9,500
200035YSR50 ￥5,000
610036NSR50（～'94）,NS-1,NS50F,CRM50 ￥5,200
611036NSR50（'95～）,NSR80,CRM80 ￥6,600
295031APE50,XR50 Motard ￥5,200
298031APE100 ￥6,600

●クラッチカバーガスケットも同時に交換をお願いします。
※クラッチカバーガスケットについてはP13を参照して下さい。

強化クラッチキット

補修用スペシャルクラッチディスクキット

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

210032TZR50/TZR50R/TZM50R/RZ50（'98） ￥1,200
220032NS-1,NSR50/80,NS50F,CRM50/80 ￥1,200

￥1,200270032モンキー（Fi使用可）,JAZZ（4速マニュアル車専用）
￥1,200295032APE50,XR50 Motard
￥1,200298032APE100,XR100 Motard

●HONDA純正タイプ。ディスクローター固定用。

品名 希望小売価格（税抜）品番

ローターボルト Type-H1B 1本入 800035-HB ￥350（1pc/1pac）

ローターボルト Type-H1B 3本入 220035-HB ￥1,000（3pcs/1pac）

ローターボルト Type-H1B 6本入 470035-HB ￥1,800（6pcs/1pac）
※重要保安部品の固定に使用しますので、再使用は絶対にしないで下さい。

適用車種 NSF100,NSR50/80K～
（※NSR50/80H,JはM8×33の為不適合）

Ø
1
6

3

9

Ø
1
0

M8P1.25 

6

Ø
1
2

24

ワイヤーロック用穴付
キャリパー固定ボルト（M8×25 P1.25）

ローターボルト
Type-H1B（M8×24）

●六角フランジボルト採用。
●SCM435／強度区分10.9／三価クロメート仕上げ

適用車種 NSR50/80,NSF100,GROM etc.

SUS304 A2-70
（一般的なステンレス製キャップボルト）

ＳＣＭ435  強度区分 10.9

耐力

900N/m㎡

450N/m㎡

1,000 N/m㎡

700N/m㎡

引張強度

品名 希望小売価格（税抜）品番

ワイヤーロック用 穴付キャリパー固定ボルト 2本入 820795-02 ￥500（2pcs/1pac）

ワイヤーロック用 穴付キャリパー固定ボルト 10本入 820795-10 ￥2,000（10pcs/1pac）

装着イメージ

材料名
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14T      40TNSR50（～'89） #420     106
14T      42TNSR50（'90～） #420     108
15T      37TNSR80（～'89） #420     104
16T      35TNSR80（'90～） #420     104
14T      41TNS-1 #420     128
15T      28TNSF100 #420     100

フロント リア リンク数チェーンサイズ

12T      37T6V  3 #420       76モンキー 速
12T      31T6V  4 #420       72モンキー 速

13T      31T12V  4 #420       72モンキー/バハ 速
12T      31T6V  4 #420       72ゴリラ 速

14T      46T #420     110APE50
15T      33T #420     104APE100
14T      46T #420     110XR50 Motard
15T      33T #420     104XR100 Motard

12V  4 13T      31T #420       72ゴリラ 速

標
準
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
＆
チ
ェ
ー
ン
サ
イ
ズ
表

●スプロケットに最適なA7075-T6材を使用。
●レーシングユースに最適な軽量高強度スプロケット。

NSR50/80,NS-1,NS50F,XR50/100 Motard用モンキー/バハ,ゴリラ用

歯数チェーンサイズ GOLD 品番 希望小売価格（税抜）
272282-2828T

29T
30T
31T
32T
33T
34T
35T

￥5,500
272282-29 ￥5,500
272282-30 ￥5,500

272282-34 ￥5,800
272282-35 ￥5,800

272282-31 ￥5,500
272282-32
272282-33

￥5,800
￥5,800

＃420

　モンキー（Fi使用可）/バハ,ゴリラ　6V,12V車共通
（フレーム No.Z50J-1300017～）

適用車種

品番 希望小売価格（税抜）

270822 ￥800
224822 ￥800

適用車種

モンキー（Fi使用可）/ゴリラ
XR50/100 Motard,NSR50/80,NS-1

235822 ￥1,000GROM

　モンキー（Fi使用可）,ゴリラ,NSR50,NS-1,APE50/100,XR50/100Motard適用車種

歯数チェーンサイズ 希望小売価格（税抜）
12T
13T
14T
15T
16T

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800

品番
270285-12
270285-13
270285-14
270285-15
270285-16 ￥1,800

17T 270285-17 ￥1,800

＃420

※17Tはクランクケースに干渉するため、モンキー,ゴリラ系,NSR50,NS-1への装着はできません。

ジュラルミンリアスプロケット

●モンキー/ゴリラ（3pcs/1set）
　      M8xp1.25 /フランジ付Uナット
●XR50/100 Motard,NSR50/80（3pcs/1set）
　      M10xp1.25 /フランジ付Uナット
●GROM（4pcs/1set）
　      M8xp1.25 /フランジ付Uナット

リアスプロケットナット フロントスプロケット
●強度、耐磨耗性に優れたSCM材を
使用。表面は、チェーンとの初期なじ
みをよくするためにメッキ処理を施
しました。
●フィキシングプレート付。

歯数 GOLD 品番 希望小売価格（税抜）

223282-3838T
39T
40T
41T
42T
43T

￥6,800
223282-39 ￥6,800
223282-40 ￥6,800
223282-41 ￥6,800
223282-42
223282-43

223282-3535T ￥5,800
223282-3434T ￥5,800
223282-3333T ￥5,800
223282-3232T ￥5,800

￥6,800
￥6,800

チェーンサイズ
＃420

　NSR50/80,NS-1,XR50/100 Motard,NSF100適用車種

品番 希望小売価格（税抜）

615126 ￥2,200（1pc）
適用車種

NSR50/80・NSF100

ショートステップバー（1pc）

装着イメージ

●ジュラルミン 2017S削り出しノンアルマイト加工。
　先端部、エンジニアプラスチック圧入。 ●デジタルメーターが視認性よく取付可能。

●取付可能メーター寸法：縦40mm×横62mm

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

615130NSR50/80（'95～）,NSRmini,NSF100 ￥3,800

デジタルメーター用

ユニバーサルステー

※レース専用部品です。メインスイッチの取り付けが
できません。

使用例
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470170
CB400SF/バージョンS/R,CB400FOUR（NC36）
X-4

￥2,800
470171 ￥2,800
470172 ￥2,800

BLUE
RED
PURPLE

470173 ￥2,800TITAN
（CB1000SF,CBR600F,JADE,STEED400/600,etc.）

●シフトペダルアーム長を調整可能。
●レーシングポジションキット又はレーシングショートステップキット装着時、
　ちょっと気になるシフトペダルポジションも、ライダーの好みにセッティング可能。

●ボルトオンでハードなコーナーリングに対応したレーシングポジションに変身。
●ポジションセレクトシステムを採用。お好みのポジションが選定できます。
●高強度ジュラルミン製、アルマイト仕上げ。

※補修部品については、お気軽にご相談下さい。

適用車種

611132NSR50/80,NS-1,TZM50R,RZ50（'98～） ￥6,800
モンキー（Fi使用不可）/バハ,ゴリラ 271132 ￥6,800
APE50/100,XR50/100 Motard 295132 ￥6,800

品番 希望小売価格（税抜）

※品番が赤色のキットは在庫終了次第廃番とさせて頂きます。
※レーシングポジションキットの補修部品については、お気軽にご相談下さい。

適用車種 PURPLE 品番 希望小売価格（税抜）

220262NSR50/80 各￥2,500
BLUE 品番
220260

RED 品番
220261

適用車種

2ポジション（19mmUp/9mmBack・28mmUp/10mmBack）

PURPLE 品番 希望小売価格（税抜）

210122TZ50,TZR50/R 各￥7,800
BLUE 品番
210121

RED 品番
210120

適用車種

3ポジション（7mmUp/6mmBack・21mmUp/15mmBack・35mmUp/21mmBack）

SILVER 品番 希望小売価格（税抜）

610123NS-1,NSR50/80 ￥7,800

TZ50,TZR50/R NSR50

NSR50/80,NS-1
TZM50R,RZ50
（105～125mm調整可能）

モンキー/バハ,ゴリラ
（77～105mm調整可能）

APE50/100,XR50/100 Motard
（115～125mm調整可能）

アジャスタブルシフトペダル

レーシングポジションキット

マスターシリンダーガード
●転倒時のマスターシリンダーのダメージを大幅に軽減。
●ジュラルミン削り出し、アルマイト仕上げ、NiCrはニッケルクロムメッキ仕上げ。

スーパーミニ

スーパーネイキッド

250170
スーパーJOG-Z/ZR

￥2,000
250171 ￥2,000
250172 ￥2,000

BLUE
RED
PURPLE

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

220170NSR50,NS-1,ストリートマジック,ドリーム50
TZR50/R,TZM50R,RZ50（'98）
XR50/100 Motard,GROM

￥2,000
220171 ￥2,000

COLOR

BLUE
RED

220173 ￥2,000TITAN

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

装着例

●アンダーカウル取り外し時に、アッパーカウルのばたつきを防止します。

アンダーカウルレスキット

装着例

◎フラットフェイススロットルコーン×1ケ
◎グリップスラストワッシャ×1ケ

キット
内容

●グリップ交換が容易なコーン本体に凸凹がないフラットフェイスタイプ。
●オープンエンドタイプ。
●271367は純正比約15%、465367は純正比約30％、855367は
純正比約10％、840365は純正比約8％ハイスロットル。

フラットフェイス スロットルコーン

参考写真
リモコンJOG ノーマルスロットルコーン

品番COLOR 希望小売価格（税抜）

405367 ￥800アドレスV50（4スト）/V125

493367 ￥800リモコンJOG/-ZR/ZⅡ

適用車種

※アクセルグリップはキットに含まれておりません。別途、ご購入下さい。

※（純正品番）5SU-F6240-00に対応。

Cygnus-X（5UA,28S）
※（純正品番）5UA-F6240-00に対応。

※（純正品番）53140-KWN-900/620に対応。

※JF56以降は使用不可

※KF18以降は使用不可

※（純正品番）53160-179-701等に対応。
※（'12）スーパーカブ（NBC50c）、カスタム、
　及びカブ110には使用できません。

271367 ￥800

405366 ￥800

493366 ￥800
モンキー（Fi使用可）,ゴリラ
APE50/100,XR50/100 Motard
Live Dio系,ZOOMER

PCX125（JF28）
PCX150（KF12）
（'12）スーパーカブ（NBC50c）

（～'11）スーパーカブ/70/90,リトルカブ

※（純正品番）57110-32G01-291に対応。

SR400/500
※（純正品番）2J2-26240-00に対応。

リモコンJOG/-ZR/ZⅡ

BLACK
CLEAR
BLACK
CLEAR

BLACK

465367 ￥800

855367 ￥800

BLACK

253367 ￥800BLACK

840365 ￥1,200BLACK

BLACK
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適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

431142（'94～）ライブDio-ZX ￥3,200

430144 ￥3,200

490141 ￥3,200

285140 ￥3,200

※（純正品番）23100-GAG-751に対応。

ZOOMER※（純正品番）23100-GEZ-003に対応。

（'94～）ライブDio/-SR,スーパーDio/-SR
（'90～）Dio/-SR,DJ-1,DJ-1L,DJ-1R（AF12-1309466～）
タクト（AF24,AF30）,ジョルノ

リモコンJOG/-ZR,BJ,（'95～）スーパーJOG-ZR,（'93～）
スーパーJOG-Z,JOG-ZⅡ,アプリオ-TYPEⅡ,6.8psJOG-Z
JOG-POCHE,JOG（3KJB/C/D,5BM1,5KN1/2）
AXIS50（3VP1～4,7～C）,Vino,メットインJOG90,AXIS90

※（純正品番）23100-GG2-750,23100-GG2-751,23100-GR1-003に対応。

※（純正品番）3VP-17641-00,3WF-17641-00,4JP-17641-00に対応。

心線材に引張り強度、屈曲疲労強度にすぐれたアラミド繊維、ケブラー®を採用。

※交換時にはプーリーカバーガスケットの交換をおすすめします。（P13参照）

※詳しくはP14の「スクーターメインパーツ適合表」をご参照下さい。

Rアラミド繊維、ケブラー

レーシングプーリーベルト

品番 希望小売価格（税抜）

431350 ￥1,000内容量 20mg
仕様

●ウエイトローラー重量表示プレート採用！
●優れた摺動特性及び高温下での優れた剛性を有したエンジニアリング
　プラスチックを採用。

●モリブデン含有率の高い当社ウエイトローラー塗布用
モリブデンペースト。プーリーウエイトにごく薄く塗布することにより、
摺動抵抗の軽減を実現。

プーリーウエイトローラー （3pcs/1set）

ウエイトローラー用モリブデンペースト

スクータープーリー補修用スライドピース （3pcs/1set）

品番 希望小売価格（税抜）

431355 ￥500ライブDio-ZX

491355 ￥500リモコンJOG/-ZR/ZⅡ

適用車種

※（純正品番）22132-GW0-000に対応。

※（純正品番）1NT-17653-00に対応。

各￥1,000
（3pcs/1set）

491300

■製品仕様■
　外径…φ15mm
　長さ…L=12mm

YAMAHA
　S-JOG-Z/ZR,アプリオ
                               etc　

3.0g
4913013.5g
4913024.0g
4913034.5g
4913045.0g
4913055.5g
4913066.0g
4913076.5g
4913087.0g
4913097.5g
4913108.0g
4913118.5g
4913129.0g
4913139.5g
49131410.0g

適用車種/仕様 品番 希望小売価格（税抜）

431300

■製品仕様■
　外径…φ16mm
　長さ…L=13mm

HONDA
　ライブDio/-ZX
　スーパーDio/-ZX    etc　 各￥1,000

（3pcs/1set）

サイズ

5.0g
4313015.5g
4313026.0g

4312994.5g
4312984.0g

4313036.5g
4313047.0g
4313057.5g
4313068.0g
4313078.5g
4313089.0g
4313099.5g
43131010.0g
43131110.5g
43131211.0g
43131311.5g
43131412.0g

HONDA
　ライブDio/-ZX
　スーパーDio/-ZX    etc　

YAMAHA
　S-JOG-Z/ZR,アプリオ　etc　

●ノーマルキャブレターに取り付ける
だけで、キャブレター吸気部の乱流
を整流。
　吸入抵抗を削減し、アクセルレスポ
ンスの向上を実現。
●ジュラルミン削り出し、アルマイト
仕上げ。

適用車種 品番COLOR 希望小売価格（税抜）
220270NSR50,NS-1,NS50F SILVER

BLUE
￥2,800

220271 ￥2,800

※キャブレター本体は含まれておりません。

取付径φ38

エアークリーナーボックスなどは装着できません。
エンジントラブルの原因となりますのでキャブからの異物進入には十分ご注意下さい。

《ご注意下さい》

SPレーシングファンネル

ライブDio-ZX用

リモコンJOG/-ZR/ZⅡ用

R

上　布
背ゴム

歯ゴム

アラミド繊維、ケブラー 下　布
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●大好評24Ｋメッキ仕様にタンクキャップカバーボルトセットを追加ラインナップ ！

24Kメッキ タンクキャップカバーボルトセット

24Kメッキ ステンレスカバーネジセット

品番 希望小売価格（税抜）

480805 ￥1,000

適用車種

ゼファー400/Χ/750,ZRX400/1100
GPZ750/900R,ZZR400/600/1100
バリウス250,～'99ZX-9R

485805 ￥850Ｎｉｎｊａ250/Ｒ

487805 ￥700ZRX1200DAEG,ZZR1200
ZZR1400（'06～'08）,Ｚ1000

640805 ￥1,100
TZM50/TZR50,'98～RZ50,TZR250/R1-Z
XJR1200/～'05XJR1300,～'00YZF-R6/R1
SRX400/600,～'99XJR400

671805 ￥800'01～YZF-R6/R1,'00～'07XJR400,FZS1000
FJR1300,FZ1/FAZER,'06～XJR1300

◎Ｍ5×12 7ｐｃｓセット
内容

◎Ｍ5×16 6ｐｃｓセット
内容

◎Ｍ5×8 2ｐｃｓ
◎Ｍ5×16 3ｐｃｓ

セット
内容

◎Ｍ5×8 4ｐｃｓ
◎Ｍ5×22 3ｐｃｓ

セット
内容

◎Ｍ5×8 2ｐｃｓ
◎Ｍ5×22 3ｐｃｓ

セット
内容

品番 希望小売価格（税抜）

475800 ￥2,400

適用車種

'10～CB1100
'98～CB1300SF,CB1300SB/ST

475801 ￥3,400'10～CB1100
'98～CB1300SF,CB1300SB/ST

485800 ￥1,200'83～'99GPZ900R,1000RX
ZX-10,'99～'01ZZR-1100

487800 ￥1,400'97～'00ZRX1100
'06ZRX1200S/R,'09ZRX1200DAEG

485801 ￥2,200
'83～'99GPZ900R,1000RX,ZX-10
'99～'01ZZR-1100,'97～'00ZRX1100
'06ZRX1200S/R,'09ZRX1200DAEG

◎M6×28 8pcs
◎M6×60 3pcs

セット
内容

◎M6×28 17pcsセット
内容

◎M6×20 7pcsセット
内容

◎M6×30 7pcsセット
内容

◎M6×25 6pcs
◎M6×40 4pcs
◎M6×55 2pcs

セット
内容

24K
メッキ
24K
メッキ

24K
メッキ
24K
メッキ

CB1100装着例

GPZ900R装着例

装着例

Blue Head仕様 タンクキャップカバーボルトセット

装着例

●ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルト
を採用。

品番 希望小売価格（税抜）

480815 ￥800

適用車種

ゼファー400/Χ/750,ZRX400/1100
GPZ750/900R,ZZR400/600/1100
バリウス250,～'99ZX-9R

485815 ￥750Ｎｉｎｊａ250/Ｒ

487815 ￥650ZRX1200DAEG,ZZR1200
ZZR1400（'06～'08）,Ｚ1000

640815 ￥900
TZM50/TZR50,98～RZ50,TZR250/R1-Z
XJR1200/～'05XJR1300,～'00YZF-R6/R1
SRX400/600,～'99XJR400

671815 ￥700
'14,'15 MT09/A/TRA,MT-07
'01～YZF-R6/R1,'00～'07XJR400,FZA1000
FJR1300,FZ1/FAZER,'06～XJR1300

◎Ｍ5×12 7ｐｃｓセット
内容

◎Ｍ5×16 6ｐｃｓセット
内容

◎Ｍ5×8 2ｐｃｓ
◎Ｍ5×16 3ｐｃｓ

セット
内容

◎Ｍ5×8 4ｐｃｓ
◎Ｍ5×22 3ｐｃｓ

セット
内容

◎Ｍ5×8 2ｐｃｓ
◎Ｍ5×22 3ｐｃｓ

セット
内容

※製作技術上の問題で、ネジ部に色の付着が多少発生する場合がございますのでご了承下さい。
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適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

TZM50R
TZR50/R
RZ50（'98～'00）

211136 ￥2,000（1pc）
COLOR

BLUE

211137 ￥2,000（1pc）PURPLE

品番 希望小売価格（税抜）

270820 ￥680（2pcs/1pac）モンキー/ゴリラ,APE50/100
NSR50/80,NS-1  etc

適用車種

●ネジサイズ：M12  P1.25

適用車種 
モンキー/ゴリラ
APE50/100
NSR50/80
NS-1,etc

ステアリングヘッドナット&ボルト

M12フランジ付Uナット
for アクスルシャフト

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
220180NSR50/80（～'94）

NSR50/80（'95～）
￥2,000

611180 ￥2,000

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
210180TZR50/R

TZM50R
￥2,000

211180 ￥2,000

●各車専用設計で取り付け簡単！

※ハンドルロックは使用できなくなります。

ハンドルストッパー

ノックピン5個セット

ステアリング用
テーパーローラーベアリング

●テーパーローラーベアリング採用による軸受面積の増加によりガタの少
ないスムーズなハンドリングを実現。

品番 希望小売価格（税抜）

270640 ￥6,000
※本製品の取り付けは、車輌本体メーカー発行の
　サービスマニュアルによる確かな知識及び、
　技術が必要です。
　又、確実な取り付けには専用工具が必要です。 

適用車種
モンキー/ゴリラ（Z50JZ～）
12Vモンキー/ゴリラ
APE50/100,XR50/100 Motard
NSR50/80/Mini,NS-1

●ホイールベアリングとダストシールをセットにしました。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

610631 ￥2,400

モンキー（Z50JZ～） 270621 ￥1,800

APE50/100
※ディスク車を除く。

295621 ￥1,800
270631 ￥1,800

NSR50（'93～） 610621 ￥2,400

NSR50（'88～'92） 220631 ￥2,400
220621 ￥2,400

品名

リアホイール用
フロントホイール用

フロントホイール用
リアホイール用

295631 ￥2,200リアホイール用

フロントホイール用
リアホイール用
フロントホイール用

ホイールベアリングリペアーキット

ストリートステアリングヘッドナット（取付ネジ寸法 M22 P1.0）

ステアリングヘッドボルト（ボルト寸法 M14×23 P1.25）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

271135NSR50/80,NS-1
モンキー,ゴリラ
APE50/100,XR50/100 Motard

￥1,500（1pc）
271136 ￥1,500（1pc）

COLOR

RED
BLUE

271138 ￥1,500（1pc）SILVER

φ10×16ノックピン 穴付き

φ10×14ノックピン
φ10×16ノックピン
φ12×20ノックピン

品番品名 希望小売価格（税抜）

￥1,280（5pcs/1set）

￥880（5pcs/1set）
￥880（5pcs/1set）
￥880（5pcs/1set）

￥780（5pcs/1set）
￥780（5pcs/1set）
￥880（5pcs/1set）

297014

272016
296014
296015

272014
272015
236014

φ8×12ノックピン
φ8×14ノックピン
φ10×12ノックピン

ピストンピン径 HONDA φ12ｍｍ用
ピストンピンサークリップ

適用車種

NSR50/80 etc.
※対応純正品番#13115-156-000。

品番 希望小売価格（税抜）

610097 ￥1,000（10pcs/1pac）

●対応ピストンピン径：φ12ｍｍ
●サークリップ線径：φ1ｍｍ
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●高密度複よりステンレスワイヤーとテフロンチューブの採用により、伸びが
少ない上、非常に滑らかなクラッチ操作を実現しました。

NSF100 615201 ￥1,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
NSR50/80（～'92）

モンキー（Fi使用不可）/ゴリラ
TZR50（～'92） 210201 ￥1,800

270201 ￥1,800
APE50/100 295201 ￥1,800

NS-1 230201 ￥1,800
NSR50/80（'93～） 610201 ￥1,800

220201 ￥1,800

（フレームNo.Z50J-1600008～）

※純正品番44830-GBL-000/700/860/870に対応。
　（'00,'01）Dio/-J/-Sには使用不可！

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

431175

（～'02）ライブDio-ZX,（～'99）ライブDio/-SR

※純正品番44830-GAH-000/700/A00に対応。
スーパーDio/-SR/-ZX

￥1,000

※純正品番3YK-83550-01,3RY-83550-00
5EM-83550-00/01に対応。（'01）JOG/-ZRには使用不可！ 492175
（～'00）JOG-ZR/-Z,JOG/-Z2（5EM1～4）

※純正品番3TU-83550-00/01に対応。TZR50
￥1,000

※純正品番44830-GT4-690に対応。 220175NSR50/80 ￥1,200

295175APE50/100 ￥1,200

224175XR50/100 Motard
￥1,800

※純正品番44830-GAA-000に対応。

※純正品番44830-KRL-000に対応。

※純正品番44830-KTK-000に対応。

283175
Today（AF61-1000001～/AF67-1000001～）
Dio（AF62-1000001～/AF68-1000001～）
Dioチェスタ（AF62-5000001～/AF68-3000001～） ￥1,200
※純正品番44830-GFC-771/44830-GFK-901に対応。

285175ZOOMER（AF58-1000001～）
￥1,200※純正品番44830-GEZ-020に対応。

27017412Vモンキー（Fi使用可）/ゴリラ/6Vモンキー（Z50JZ以降）
￥1,800※純正品番44830-165-000に対応。（L=550mm）

230175NS-1 ￥1,200

●補修用スピードメーターケーブルとタコメーターケーブル。
●ロングスピードメーターケーブルはメーターケーブル長 L=700mmに
設定のロングタイプ。ホイールインチアップ時の必需品。

スピードメーターケーブル

ステンレスクラッチワイヤーステンレスブレイデッドPVCコーティング
クラッチワイヤー

270202
APE50/100 

￥2,800
295202

12Vモンキー（Fi使用不可）/ゴリラ/6Vモンキー  
￥2,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

STDサイズ

STDサイズ
STDサイズ

270176
APE50/100 

￥2,500
295176

12Vモンキー（Fi使用可）/ゴリラ/6Vモンキー（Z50JZ以降）
￥2,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

スピードメーターケーブル
ステンレスブレイデッドPVCコーティング STDサイズ

タコメーターケーブル

※純正品番37260-GT4-000に対応。 220146NSR50/80 ￥1,500
※純正品番37260-GAA-000に対応。 230146NS-1 ￥1,500

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

STDサイズ

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

270175
モンキー（Fi使用可）/バハ、ゴリラ
　（フレームNo.Z50J-1300017～ ）
　（フレームNo.AB27-1000001～）

￥1,800

ロングスピードメーターケーブル L=700mm

モンキー（Fi使用可）/バハ、ゴリラ
　（フレームNo.Z50J-1300017～ ）
　（フレームNo.AB27-1000001～）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

270177 ￥2,500

ロングスピードメーターケーブル
ステンレスブレイデッドPVCコーティング L=700mm

スピードメーター & タコメーターケーブル

ブレイデッドタイプ

ブレイデッドタイプ

ブレイデッドタイプ

※写真はモンキー用です。 ※写真はモンキー用です。

※写真はモンキー用です。
※写真はモンキー用です。
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●プーリー部オーバーホールの必需品。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

490037
7psJOG/-Z,AXIS50,アプリオ（4JP1～8）
Vino（5AU1～8）,（～'98）スーパーJOG-Z/ZR ￥800（1pc）

253037シグナスX（'03～'11） ￥1,200（1pc）

純正部品番号4FB（3KJ）-15451-00に対応

242037

アプリオ（4JP9,A）,Vino（5AU9～）
スーパーJOG-ZR（'00）,BJ（BASIC JOG）
リモコンJOG/-ZR（'01～'07）
JOG（'00～'02）,JOG Z-Ⅱ

￥800（1pc）

純正部品番号5BM-15451-00,5SU-E5451-00に対応

純正部品番号5ML-E5451-00/10に対応

251037グランドAXIS100（'98～'07） ￥1,200（1pc）純正部品番号5DA-E5451-00に対応

405037アドレスV125/G（'05～'09）/S（'11） ￥1,500（1pc）純正部品番号11482-33G00に対応

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
220115NSR50（'87～'92）,NS50F ￥1,200
230115NS-1,NSR50（'93～'99） ￥1,200

298115APE100,XR100 Motard ￥1,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

611017 ￥450（1set）
NSR50（'87～'88）（'95～）
NS-1,NS50F（'88～）,NSR80
純正品番14132-GAA-000,14133-GAA-000に対応

400017 ￥250（1pc）セピアZZ
純正品番13125-29C00に対応

※セピアZZについては、適合を
　よく確認の上、ご使用下さい。

シリンダー交換を行なっている場合は、ガスケット形状をよく確認の上、
ご使用下さい。注意事項

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

211037TZM50R,TZR50R,RZ50（'98）
￥650（1pc）純正部品番号4BA-15461-00に対応

235037GROM
￥1,000（1pc）純正部品番号11394-KYZ-900に対応

295037APE50/100,XR50/100 Motard
￥850（1pc）純正部品番号11393-KN4-750に対応

220037NSR50/80,NS-1,NS50F,CRM50/80
￥650（1pc）純正部品番号11393-GAA-000,11393-GE2-000に対応

270038 ￥800（1pc）
純正部品番号11394-GW8-680,11394-035-010に対応

モンキー（6V&12V / Fi使用可）
ゴリラ（6V&12V）,JAZZ,モンキーR/RT,マグナ50

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295038APE50/100,XR50/100 Motard
￥650純正部品番号11394-KN4-750に対応

235038GROM
￥800純正部品番号11395-KPH-901に対応

●オーバーホール時に必要なヘッドガスケットとベースガスケットをセットに
しました。

※ガスケット寸法はスタンダードに対応しております。

●クラッチオーバーホール時の必需品。クラッチオーバーホール時には、その
都度新しいガスケットの使用をおすすめいたします。

プーリーカバーガスケット

リードバルブガスケット

リペアーガスケットセット

クラッチカバーガスケット

スプロケットカバー/ローターカバーガスケット

サイズ 品番 希望小売価格（税抜）
200630t=0.5mm　155mm×155mm ￥600
200631

200636

t=0.5mm　250mm×420mm ￥1,200
200635t=1.0mm　155mm×155mm ￥800

t=1.0mm　250mm×420mm ￥1,680

ノンアスガスケットシート
●アスベストを含まないノンアス
ベスト・汎用ガスケットシート。

スターティングクラッチカバーガスケット
適用車種

品番 希望小売価格（税抜）

276038

マグナ50

￥1,200

※対応純正品番#11395-GBZ-000に適合。

※対応純正品番#11395-GBＪ-730,#11395-GB4-780に適合。

スーパーカブ50/70/90（セル付車）
リトルカブ50（セル付車）

品番 希望小売価格（税抜）

850038 ￥800 ※写真はカブ用です。

純正部品番号#12251-KN4-751（ヘッド）12191-KN4-750（ベース）に対応
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'07～'09
'06～'07
'04～'05
'03
'06～'07
'04
'06～'07
'04
'03
'01～'02
'06～'07
'04
'03～'04
'00～'03
'99～'00
'98～'99
'97～'99
'00 
'96～'98
'95
'93/'94
'93
'92
'91
'91～'93
'91
'89
'99～'00
'94～'96
'93
'93
'96～'97
'89～'94
'97
'94
'92
'91
'90
'99～'00
'96～'98
'93～'95
'95～'97
'94
'08
'04～'07
'03
'99～'03
'97～'99
'06～'07
'04～'06
'00～'04
'94～'97
'01～'07
'98
'96～'97
'90～'95
'91～'97
'90

3P31～5
5ＸＮ4～6
5ＸＮ2/3
5ＸＮ1
5SW6/8
5SW4
5ＳＷ5/7
5ＳＷ3
5ＳＷ1/2
5ＰＴ1/2
5ＳＵ7/8/B/C
5ＳＵ5/6
5ＳＵ1～4
5ＫＮ1～6
5ＥＭ3/4
5ＥＭ1/2
5ＢＭ1/2/3
3ＹＫＢ
3ＹＫ8/9/Ａ
3ＹＫ7
3ＹＫ4～6
3ＹJ5
3ＹＫ2/3
3ＹＫ1
3YJ1～4
3ＲＹ3
3ＲＹ1/2
5GD1/2
3KＪ9/Ａ/C/Ｄ
3ＫＪ7
3ＫＪ5
3ＫＪB/Ｅ/Ｈ
3ＫＪ1～4/6/8
3ＶＰ9/Ａ/Ｃ
3ＶＰ7/8
3ＶＰ5/6
3ＶＰ3/4
3ＶＰ1/2
4ＪＰ9/Ａ
4ＪＰ5/7/8
4ＪＰ1～4/6
4ＬＶ2/3/4
4ＬＶ1
13P3/4
5ST1～X
5ＡＵＭ/Ｎ
5ＡＵ9～Ｌ
5ＡＵ1～8
3B31～5
4KNH/N
4KN9～G
4KN1～8
5FA2～6
5FA1
3ＷＦ4/5
3ＷＦ1～3
3ＶＲ2～9
3ＶＲ1

SA36J
ＳＡ24Ｊ
ＳＡ24Ｊ
ＳＡ24Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ16Ｊ
ＳＡ12Ｊ
ＳＡ04Ｊ
ＳＡ01Ｊ
ＳＡ13Ｊ
3YK-7323301～
3YK-6715101～7323300
3YK
3YK
3YK-3117101～4676000 
3YK-2660101～2780000
3YJ
3RY‐2175101～
3RY‐1541101～2175100
SA08J
3KJ-6615101～
3KJ-5729101～5770000 
3KJ-4719101～4992000
3ＫＪ
3KJ
3VP
3VP
3VP
3VP
3VP
ＳＡ11Ｊ
4JP
4JP
4LV
4LV-6342101～6433000 
SA37J
SA26J
ＳＡ10Ｊ
ＳＡ10Ｊ
5ＡＵ
SA31J
UA03J
UA03J
4KN
SB06J
SB01J
3ＷＦ
3ＷＦ
3ＶＲ
3ＶＲ　

4ｓt JOG

ＢＪ
ベーシックジョグ

JOG-ZⅡ

リモコンＪＯＧ-ＺＲ
ＺＲ EVOLUTION

リモコン ＪＯＧ/Ｃ
ＪＯＧ ＣＯＯＬＳＴＹＬＥ
（リモコンなしを含む）

ＪＯＧ/Ｃ
ＳＰＡＣＥＩＮＮＯＶＥＴＩＯＮ
（ＪＯＧ－ＺⅡを含む）

スーパーＪＯＧ-ＺR

スーパーＪＯＧ-Ｚ
JOG‐EX NEXTZONE

7PS JOG-Z
JOG‐Ｚ NEXTZONE
7PS JOG NEXTZONE

6.8PS ＪＯＧ-Ｚ

ＪＯＧ ＰＯＣＨＥ（ポシェ）
フロントバスケット付き

メットインJOG

ＡＸＩＳ50

ＡＰＲＩＯ
APRIO TYPEⅡ
APRIO-ＥＸ

4st ＶＩＮＯ

ＶＩＮＯ

VOX
GEAR-C

GEAR

グランドAXIS100

ＪＯＧ90

ＡＸＩＳ90

年　式 型　番 フレームＮｏ．適　用　車　種

設定なし
494460
493460
493460
494460
493460
494460
493460
493460
493460
494460
493460
493460
493460
493460
設定なし
設定なし
493460
492360
491360
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
493460
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
493460
設定なし
492360
492360
492360
設定なし
設定なし
493460
493460
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
252460
251460
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし

設定なし
494063
493063
493063
494063
493063
494063
493063
493063
493063
494063
493063
493063
493063
493063
242063
設定なし
493063
492063
491063
490063
490063
生産終了
生産終了
生産終了
生産終了
設定なし
243063
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
生産終了
生産終了
生産終了
生産終了
設定なし
243063
設定なし
241063
241063
241063
設定なし
設定なし
243063
243063
設定なし
設定なし
生産終了
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
生産終了
265063
266063
265063

スーパーバトル
Ｃ.Ｄ.Ｉ.

デジタル
Ｃ.Ｄ.Ｉ.

設定なし
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
242037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
242037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
490037
242037
490037
490037
490037
490037
設定なし
設定なし
242037
242037
490037
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
251037
251037
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし

未測定
6.5g×6
6.5g×6
6.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
5.5g×6
7.0g×6
6.0g×6
6.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
7.0g×6
6.5g×6
5.0g×6
7.0g×6
5.0g×6
5.0g×6
5.0g×6
7.5g×6
5.0g×6
6.5g×6
6.5g×6
7.0g×6
6.5g×6
6.5g×6
7.0g×6
5.5g×6
5.5g×6
6.0g×6
5.5g×6
未測定
未測定
6.5g×6
7.0g×6
5.5g×6
未測定
7.5g×6
7.5g×6
7.5g×6
未測定
未測定
9.5g×6
9.5g×6
9.5g×6
9.5g×6

純正ウエイトベルト プーリーカバー
ガスケット

設定なし
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
490141
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
490141
490141
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
490141
490141
490141
490141
設定なし
490141
490141
設定なし
設定なし
490141
490141
490141
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
490141
490141
490141
490141

注：'06モデル仕様に変更された車輌には494060/494460が適用します。

注 注

注 注

注注

注

注 注

注

※フレームNo.&エンジンNo.でスーパーDio-SRとの区別はありません。キャブレター号機（ZX=PB80R）を確認下さい。　          

※フレームNo.&エンジンNo.でスーパーDio-ZXとの区別はありません。キャブレター号機（SR=PB80M）を確認下さい。　          

年 式

'02
'01 
'00 
'98/'99
'97
'96
'95
'94 

'96
'95
'94 
'02
'02 
'01
'00
'00
'98
'97
'96
'95
'94 
'98
'95
'96
'93
'92

'93
'92
'91

'95
'94
'93
'92
'91 
'95
'94
'90
'90
～'89 
～'89 
～'99

　   型　番

SK50MM2
SK50MM１
SK50MY
SK50MW
SK50MV
SK50MT　※
SK50MS　※
SK50MR　※

SK50MT　※
SK50MS　※
SK50MR　※
SK50MM2
SK50MM１
SK50MM１
SK50MY
SK50MY
SK50MW
SK50MV
SK50MT
SK50MS
SK50MR
SK50MW
SK50MS
SK50MT
SK50MP　※
SK50MN　※

SK50MP　※
SK50MN　※
SK50Mm

SK50MMT
SK50MMR
SK50MP
SK50MN
SK50Mm
SK50MMT
SK50MMR
SK50ML
SK50ML
SK50MK
SK50MJ
SN50N～X
SU50MK
NPS50 8
NPS50 3～7
NPS50 1,2

フレームＮｏ．

AF35-2400001～
AF35-2300001～
AF35-2000001～
AF35-1700001～
AF35-1500001～
AF35-1400001～1459965
AF35-1200001～1266550
AF35-1000001～1080618

AF35-1400001～1459615
AF35-1200001～1267150
AF35-1000001～1078328
AF34-3500001～
AF34-4500001～
AF34-3400001～
AF34-3000001～3299999
AF35-2000001～
AF35-1700001～
AF35-1500001～
AF34-1500001～1564424
AF34-1200001～1314577
AF34-1000001～1084598
AF34-2000001～
AF34-1233145～
AF35-1400001～
AF28-1404733～1471638
AF28-1219654～1317704

AF28-1400001～1470438
AF28-1200001～1314504
AF28-1000001～1103272

AF27-2200001～2479750
AF27-2000001～2137494
AF27-1500001～1628469
AF27-1300001～1439027
AF27-1000001～1202664
AF28-2100001～2101194
AF28-2000001～2004016
AF25-1000005～

AF24-1400001～
AF23-100101～
AF58-1700001～
AF58-1200001～1699999
AF58-1000001～1199999

エンジンＮｏ．

AF34E-3600001～
AF34E-3600001～
AF34E-3600001～
AF34E-3400001～
AF34E-3400001～
AF34E-3300001～3353641
AF34E-3066165～3122264
AF34E-3000001～3066164

AF34E-1300001～1371627
AF34E-1092628～1200810
AF34E-1000001～1098638
AF34E-2200001～
AF34E-2200001～
AF34E-2200001～
AF34E-1700001～1799999
AF34E-1700001～
AF34E-1500001～
AF34E-1500001～
AF34E-1300001～1371999
AF34E-1092620～1201690
AF34E-1000001～1099122
AF34E-2100001～
AF34E-2000019～
AF34E-3300001～
AF18E-4000001～4052994
AF18E-2453163～2632989

AF18E-2638195～2804637
AF18E-2414300～2626769
AF18E-2001274～2288884

AF18E-3200001～
AF18E-3000001～3141685
AF18E-2638190～2804637
AF18E-2400001～2626769
AF18E-2000001～2305940
AF18E-3200001～3328005
AF18E-3025157～3035630

AF24E-1400001～
AF18E-6001001～
AF69E-1000001～
AF55E-5000001～5999999
AF55E-5000001～5999999

433063
433063
433063
432063
432063
431063
431063
431063

281063
281063
281063
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
432063
432063
281063
281063
281063
設定なし
設定なし
設定なし
430063
430063

設定なし
設定なし
設定なし

設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
280063
280063
設定なし
設定なし
設定なし
280063
設定なし
285060
285060

ベルト

431142
431142
431142
431142
431142
431142
431142
431142

430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし

430144
430144
430144

430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
430144
設定なし
285140
285140
285140

純正ウエイト

7.5g×6
7.5ｇ×6
7.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6

8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
9.0ｇ×6
9.0ｇ×6
9.0ｇ×6
9.0ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
設定なし
設定なし
設定なし
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6

8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6

8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
8.5ｇ×6
7.0ｇ×6
7.0ｇ×6
6.5ｇ×6

適　用　車　種

ライブDio-ZX
（排ガス規制車輌）

ライブDio-ZX
（排ガス規制前）

ライブDio-SR

ライブDio-S

ライブDio-J

ライブDio

ライブDioチェスタ
ライブDio ST

スーパーDio-ZX

スーパーDio-SR

スーパーDio

Dio ＸRバハ
Dio-SR

Dio

ジョルノ
ジーダッシュ（G'）

ZOOMER

※'94～'96ライブDio-SRとＺＸに関してはフレームNo.及び型番での区別はありません。必ずエンジンNo.も併せて確認願います。
　また別の見分け方として車体側C.D.I.接続部ハーネスのカプラー色（'94～'96 ZX=緑　'94～'96 SR=乳白色）も一つの目安として下さい。         

フレームNo.及びエンジンNo.では区別できない場合があるので、
型番を重視願います。

スーパーバトル
Ｃ.Ｄ.Ｉ.

デジタル
Ｃ.Ｄ.Ｉ.

※純正ウエイトの重さはあくまでも当社測定結果です。

スクーターメインパーツ適合表YAMAHA

HONDA
433460
433460
433460
433460
433460
431460
431460
431460

281460
281460
281460
282460
282460
282460
282460
282460
433460
433460
281460
281460
281460
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし

設定なし
設定なし
設定なし

設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
設定なし
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コンベックスミラー
タイプZⅡ＆タイプminiZⅡ＆
タイプminiZⅡショートステー

品番 希望小売価格（税抜）
270650
270651

￥2,000
￥2,000
￥2,200
￥2,200
￥2,000
￥2,200

BLACK/M8正ネジ
BLACK/M8逆ネジ

COLOR/タイプ

270655
270656

NiCr/M8正ネジ
NiCr/M8逆ネジ

品名

270652BLACK/M10正ネジ
270657NiCr/M10正ネジ

タイプminiZⅡ

品番 希望小売価格（税抜）

251391
251393

￥4,000（1pc）
￥3,850（1pc）

NiCr
BLACK

COLOR

295650
295655

￥2,000
￥2,200
￥2,000
￥2,200

BLACK/M8正ネジ
NiCr/M8正ネジ

295652
295657

BLACK/M10正ネジ
NiCr/M10正ネジ

タイプminiZⅡ
ショートステー

タイプZⅡ 480660
480665

￥2,300
￥2,500

BLACK/M10正ネジ
NiCr/M10正ネジ

●ミラーは視認性に優れたダブルカット R1350 凸ミラーを採用。
●ミラー可動部には、純正同様、耐久性に優れたキャストパーツを採用。

ミラー可動部に
キャストパーツを採用。
純正レベルのハイクオリティー。

タイプZⅡ

●高さを抑えたロープロファイルデザインを採用!
●Ｒ付クローム凸レンズ採用。　●左右共通。
●ミラー取付部 M8、M10共に使用可能。
　【取付用キャップボルト M8、M10（正ネジ、左ネジ）及びM8用カラー付。】

ロープロファイルミラー
クロームレンズ

※取付け車種によって、マスターシリンダーなどに干渉する場合があります。
　その場合は、ミラーアダプターなどとの併用により、取付けの工夫をお願いいたします。

タイプminiZⅡ
ショートステー

タイプminiZⅡ

●φ22.2mmハンドルバー用。
●取付幅を狭くし、取付箇所の自由度を大幅にUP!

ピッチ1.25サイズ

200240
200241M10

BLUE
RED

200243SILVER
200244BLACK

￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）

ピッチ1.25サイズ

200230 ￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）
￥2,200（1pc）

200231M8
BLUE
RED

200233SILVER
200234BLACK

ミラー取付ネジサイズ 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

モンキー系ヘッドライト用
バルブソケット

適用車種

モンキー/ゴリラ（3Pカプラー付）

※純正対応品番#33130-GY3-003/165-B11/165-A10。

品番 希望小売価格（税抜）

270829 ￥400

モンキー/ゴリラ（ギボシ付） 270837 ￥400

ヘッドライト用
H4 カプラー ＆ H7 カプラー

品名

ヘッドライト用 H4 カプラー

※焼損の原因となりますので、対応バルブワット数以上でのご使用はなさらないで下さい。

品番 希望小売価格（税抜）

200850 ￥650（1set）

ヘッドライト用 H7 カプラー 200851 ￥700（1set）

●ＯＥＭメーカー製・対応バルブワット数60Ｗ。

H4 カプラー H7 カプラー

ユニバーサルミラーホルダー
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●アルミ削り出しボディーを採用。
　（アルマイト加工なし。）
●取り付けは、安全性を考慮し、２箇所設定。
●バッフル固定用ボルトはステンレス製を採用。
　SUSキャップボルト（M６x１０）２個付。
●取付け性を考慮し、外径は表示寸法に対し、
　０．２～０．４小さめのサイズで製作しています。

品番

801738
801739
801740
801741
801742
801743
801744
801745
801746
801747
801748
801749
801750
801751
801752
801753
801754
801755
801756
801757
801758
801759
801760
801763

希望小売価格（税抜）外径/内径

φ38/φ16
φ39/φ16
φ40/φ16
φ41/φ16
φ42/φ16
φ43/φ16
φ44/φ16
φ45/φ16
φ46/φ18
φ47/φ18
φ48/φ18
φ49/φ18
φ50/φ18
φ51/φ20
φ52/φ20
φ53/φ20
φ54/φ20
φ55/φ20
φ56/φ22
φ57/φ22
φ58/φ22
φ59/φ22
φ60/φ22
φ63/φ24

￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,600
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥2,000
￥2,000
￥2,000
￥2,000
￥2,000
￥2,000
￥2,200

サイレンサー用
アルミ削り出しバッフル

●テールパイプ外径Φ52、Φ54、Φ60.5用の3種類を
ラインナップ！

※サイレンサーの構造によっては使用できない場合があります。
　サイレンサーの構造をよくご確認の上、ご使用願います。
※サイレンサーの取り付け位置が後方線上に3mm（SUS）～5ｍｍ（AL）下がります。

※溶解破損の原因となりますので、バッフル周辺の排気温度が600℃以上
となる場合は、必ずSUS製（耐熱温度約1400℃）をご使用下さい。

外
径
Φ
A
-0
.2

-0
.4

内
径
Φ
B

27

外径Φ38～Φ60、及びΦ63の計２４種類を
フルラインナップ ！

当社テスト車輌において、サイレンサー
 バッフルとの併用により、約10%音量を削減。
テールパイプとサイレンサーの間に挿入するだけ。

800650-52 ￥2,500対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ52
φ30

品番 外径/内径 希望小売価格（税抜）

ジェラルミン削り出しエキゾーストバッフル （全長27mm）

800650-54 ￥2,500対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ54
φ30

800650-60 ￥2,500対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ60.5
φ30

800655-52 ￥3,600対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ52
φ30

品番 外径/内径 希望小売価格（税抜）

ステンレス削り出しエキゾーストバッフル （全長25mm）

800655-54 ￥3,600対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ54
φ30

800655-60 ￥4,200対応テールパイプ外径
EX-バッフル穴径

φ60.5
φ30

サイレンサー
エキゾーストバッフル テールパイプ

エキパイガードEX-006/-007/-011

フレキシブルヒートガード for エキゾーストパイプ

L=185mm 幅＝66mm
ステンレス製。SUS製取付バンド2pcs付。

品番 希望小売価格（税抜）
800770 ￥3,200（1pc）

L=185mm 幅＝66mm
ステンレス製。SUS製取付バンド2pcs付。

φ40mm～φ55mm
 エキパイガードEX-006 プレーン

品番 希望小売価格（税抜）
800771 ￥3,200（1pc）

品番 希望小売価格（税抜）
800780 ￥8,500

L=315mm 幅＝45mm
アルミ製。SUS製取付バンド2pcs付。

●全長200mm・幅100mm/対応エキゾースト径φ40mm～φ55mm。
●耐熱温度730℃。
●表面:溶融アルミ含有ファイバー/裏面:耐熱性繊維（89％ シリカ含有）。
●SUS製取付バンド 2pcs 付。

φ26mm～φ50mm
 エキパイガードEX-011 ロングタイプ

品番 希望小売価格（税抜）
800775 ￥2,900（1pc）

φ40mm～φ55mm
 エキパイガードEX-007 マルチホール

裏面:耐熱性繊維
（89％ シリカ含有）

ジュラルミン削り出し&ステンレス削り出し
エキゾーストバッフル
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品番 希望小売価格（税抜）

800463

800467

800475

63mm

67mm

75mm
80048383mm

サイズ

￥1,800（2pcs/1set）
￥1,800（2pcs/1set）
￥1,800（2pcs/1set）
￥1,800（2pcs/1set）

●ねじれ、振動に強いスイベル型を採用。 ●米国有名マフラーメーカーで採用されている本格派
ヘビーデューティタイプのエキゾーストバンド。

ステンレスエキゾーストバンドステンレスエキゾーストスプリング

●手切れ可能、ケーブル結束用テープ。●HDハーネステープは自動車エンジン部位でのケーブル結束に。高耐熱・高耐摩耗タイプ。

ハーネステープ＆HDハーネステープ 19mm×25m

エキゾースト インシュレイティングバンテ－ジ

品番 希望小売価格（税抜）
801656
801658
801660

φ38～φ41
φ41～φ47
φ44～φ50

801663φ49～φ55
801666φ54～φ60
801669φ58～φ65
801673φ65～φ72
801677φ71～φ79

サイズ（mm）

￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,600（1pc）
￥1,600（1pc）
￥1,600（1pc）
￥1,600（1pc）

品番 希望小売価格（税抜）

800395ハーネステープ
品名

￥1,200

●排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を
極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。

装着例

25mm/グラファイト

25mm/TITANIUM

25mm/STD

製品仕様
■ 素材はSTD、グラファイト、TITANIUM、BLACK TITANIUMの4種類を、
　 サイズは幅25mm×長さ3mと4.5m、幅50mm×長さ3mと4.5mの4種類をラインナップ。
■ 耐熱温度1100℃/STD、グラファイト、耐熱温度1370℃/TITANIUM、BLACK TITANIUM
■ ノンアスベスト  ■ L＝200mmはエキパイガード装着時、ステー部の断熱に併用下さい。

■ 基材はPETフリース ■ 耐熱温度（3000時間） 105℃
■ 総厚 280μm ■ 引張強度 40N/cm ■ 19mm×25m

■ 基材はPET布 ■ 耐熱温度（3000時間） 150℃
■ 総厚 260μm ■ 引張強度 275N/cm ■ 19mm×25m

品番 希望小売価格（税抜）

800490-30
800491-30

￥2,400
￥2,600
￥2,800

STD
グラファイト 

サイズ 素材

800492-30

800490-45 ￥3,400
￥3,600
￥3,800

TITANIUM

800491-45グラファイト 
800492-45TITANIUM

STD 

25mm
×
3m

25mm
×
4.5m

800495-30
800496-30

￥3,600
￥3,800
￥4,000
￥4,000

STD
グラファイト 

800498-30

800495-45 ￥5,200
￥5,400
￥5,600
￥5,600

BLACK TITANIUM
800497-30TITANIUM

800496-45グラファイト 
800497-45TITANIUM
800498-45BLACK TITANIUM

STD 

50mm
×
3m

50mm
×
4.5m

801400-02 ￥680（2pcs入）
￥780（2pcs入）801401-02グラファイト 

STD 25mm
×

200mm
801405-02 ￥880（2pcs入）

￥980（2pcs入）801406-02グラファイト 
STD 50mm

×
200mm

品番 希望小売価格（税抜）

800396HDハーネステープ
品名

￥1,500

装着イメージHDハーネステープハーネステープ

50mm/BLACK TITANIUM
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品番 希望小売価格（税抜）

800370
800380
800371
800381
800372
800382

￥650
￥650
￥650
￥650
￥750
￥750

内径φ6mm/長さ1m

内径φ10mm/長さ1m

内径φ15mm/長さ1m

サイズ

※樹脂に真空蒸着処理を行っているため、スリット大きく広げたり、大きく屈曲させた場合、表面
処理が多少はがれ落ちますのでご了承下さい。

●ハーネス処理の必需品。大好評ＮｉＣｒタイプに引き続き、ブラックコートタイ
プをラインナップ。

コルゲートチューブ

品番 希望小売価格（税抜）

800390-10
800391-10

￥980
￥1,080
￥1,180
￥1,280

内径φ5mm/長さ1m
内径φ8mm/長さ1m

800392-10
800393-10

内径φ13mm/長さ1m
内径φ25mm/長さ1m

サイズ

導電性樹脂スパイラルチューブ
●配線の結束とノイズ対策
を両立。

長繊維消音グラスウール&
アドバンテックスマット消音グラスウール

アドバンテックスマット
消音グラスウール

長繊維消音グラスウール

断熱・保護 アルミガラステープ＆
アルミガラスクロス

●長繊維消音グラスウールは品質と性能にこだわったグラスファイバーで密
度は当社通常使用グラスウールの約2倍。アドバンテックスマット消音グラ
スウールは高密度・次世代型グラスファイバーアドバンテックスマット。密度
は当社通常使用グラスウールの約3倍。
●自然に優しく、肌触りも良くかゆみを感じにくくなっています。

品番 希望小売価格（税抜）

800410
800415

￥1,000
￥2,000

50×2000
250×500 t=3

アルミガラステープ
アルミガラスクロス

サイズ品名

●エキゾーストなど高温部からの熱伝達対策に！　●片面粘着テープ付。
●耐熱温度 ・ガラスクロス 350℃ ・アルミ部 200℃ ・粘着テープ 120℃。

長繊維消音グラスウールCOLOR

NiCr
BLACK
NiCr
BLACK
NiCr
BLACK

※耐熱温度:120℃/シリンダー、エキゾースト等高温部に直接ふれないよう、ご注意下さい。

●ワイヤーハーネス、ケーブル、ウォーターホース等の保護用スリーブ。
●スリーブセンターにカットラインが入ったイージーインストールタイプ。

プロテクティブスプリットスリーブ

φ5mm φ8mm

φ13mm φ25mm

密度（密度が高いほど高性能です）

100kg/㎥

150kg/㎥

安全使用温度

650°C
（融点：850°C）

700°C
（融点：916°C）

作業時は防護マスク、防護手袋等を装着し、直接肌に触れないようご注意下
さい。また、周りにひとけのない通気性のよい場所で作業を行って下さい。取扱注意事項

アドバンテックスマット
消音グラスウール

長繊維消音グラスウール

品番 希望小売価格（税抜）

800435
800436

￥1,000
￥1,200
￥1,500

200×500 t=10
250×500 t=10

サイズ品名

800437330×500 t=10

800430
800431

￥1,600
￥2,000
￥2,700

200×500 t=10
250×500 t=10

800432330×500 t=10

※初期は熱が入ると集束材が原因で、多少、煙と臭いが生じる場合がございますが、
　性能面には特に影響がありません。

アルミガラスクロス

アルミガラステープ

品番仕様（長さ） 希望小売価格（税抜）

200720-05 ￥1,800
200720-10

0.5m
1m ￥3,000

◎導電性樹脂スパイラルチューブ
　（参考適合ケーブル径 φ6ｍｍ）
◎導電性樹脂クランプ（取付穴 Ｍ4）
　（参考適合ケーブル径 φ8ｍｍ）

※写真は200720-05です。装着例

200720-05 200720-10

キット
内容

×1pc ×2pcs

0.5m ×1pc 1m ×1pc
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ORIGINAL
WINKER

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）

270571 ￥10,600 6v8wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付・アダプター付

車種別ボルトオンフルウインカーキット（4pcs）

271571 ￥10,600

295571 ￥11,000

297571 ￥11,800

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）

270570 ￥9,000 バルブの付属なし

バルブの付属なし
アース線付

バルブの付属なし
アース線付・アダプター付

295570 ￥9,400

297570 ￥10,200

●取り付け用サブステー、アース線、接続アダプターなど、1台分に必要な部品を付属。

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）Rear
12Vゴリラ（JW～J7）Front
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
APE100（XZ100 9）Front
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）Rear

270576 ￥5,600 6v8wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付・アダプター付

車種別ウインカーキット（2pcs）

271576 ￥5,600

295576 ￥5,800

297576 ￥6,200

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6V/12Vモンキー・ゴリラ（JZ～J7）
12Vゴリラ（JN～J7）Rear
12Vゴリラ（JW～J7）Front
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
APE100（XZ100 9）Front
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）Rear

270575 ￥4,800 バルブの付属なし

バルブの付属なし
アース線付

バルブの付属なし
アース線付・アダプター付

295575 ￥5,000

297575 ￥5,400

￥5,600

￥5,600

￥5,800

￥6,200

￥4,800

￥5,000

￥5,400

●取り付け用サブステー、アース線、接続アダプターなど、2pcsに必要な部品を付属。

品名 品番 希望小売価格（税抜）
シングルソケット/オレンジレンズ
ダブルソケット/オレンジレンズ
シングルソケット/クリアーレンズ
ダブルソケット/クリアーレンズ

205020 ￥4,000

ユニバーサル（2pcs）

205025 ￥4,000
205021 ￥4,000
205026 ￥4,000

●シングルソケットタイプ＆ダブルソケットタイプの2-ｔｙｐｅをラインナップ。
●取り付け部ネジ寸法:Ｍ10×25。

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）

270581 ￥10,600 6v8wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付・アダプター付

車種別ボルトオンフルウインカーキット（4pcs）

271581 ￥10,600

295581 ￥11,000

297581 ￥11,800

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）

270580 ￥9,000 バルブの付属なし

バルブの付属なし
アース線付

バルブの付属なし
アース線付・アダプター付

295580 ￥9,400

297580 ￥10,200

●取り付け用サブステー、アース線、接続アダプターなど、1台分に必要な部品を付属。

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6Vモンキー（JZ～JL）
12Vモンキー（JN～J7）
12Vゴリラ（JW～J7）Rear
12Vゴリラ（JW～J7）Front
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
APE100（XZ100 9）Front
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）Rear

270586 6v8wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付

12v10wオレンジバルブ付
アース線付・アダプター付

車種別ウインカーキット（2pcs）

271586

295586

297586

適用車種 品番 備考希望小売価格（税抜）
6V/12Vモンキー・ゴリラ（JZ～J7）
12Vゴリラ（JN～J7）Rear
12Vゴリラ（JW～J7）Front
APE50（XZ50 1～7）
APE100（XZ100 2～8）
APE100（XZ100 9）Front
Fiモンキー（J9）
APE50（XZ50 8～9）
APE100（XZ100 9）Rear

270585 バルブの付属なし

バルブの付属なし
アース線付

バルブの付属なし
アース線付・アダプター付

295585

297585

●取り付け用サブステー、アース線、接続アダプターなど、2pcsに必要な部品を付属。

品名 品番 希望小売価格（税抜）
シングルソケット/オレンジレンズ
ダブルソケット/オレンジレンズ
シングルソケット/クリアーレンズ
ダブルソケット/クリアーレンズ

205030 ￥4,000

ユニバーサル（2pcs）

205035 ￥4,000
205031 ￥4,000
205036 ￥4,000

●シングルソケットタイプ＆ダブルソケットタイプの2-ｔｙｐｅをラインナップ。
●取り付け部ネジ寸法:Ｍ10×25。

フラットバレル ウインカー

●ボディー本体は高級感あふれるNiCr仕上げ。
●取り付けステーを一体成型＆アルミキャスティング製法により重量比を約25％軽減。
   （当社従来モデル比、当社測定結果。）
●前後どちらかにご使用頂ける2ｐｃｓキットタイプと１台分/4ｐｃｓのフルキットタイプを
　ユニバーサルのシングルソケットタイプ＆ダブルソケットタイプと豊富なラインナップ！　

ティアードロップ ウインカー

φ37
mm 54

mm

60mm

φ37
mm 58

mm

70mm

オ
レ
ン
ジ
レ
ン
ズ

オ
レ
ン
ジ
レ
ン
ズ

オ
レ
ン
ジ
レ
ン
ズ

オ
レ
ン
ジ
レ
ン
ズ

ク
リ
ア
ー
レ
ン
ズ

ク
リ
ア
ー
レ
ン
ズ

ク
リ
ア
ー
レ
ン
ズ

ク
リ
ア
ー
レ
ン
ズ

オレンジレンズ（2pcs） #270248 ¥450（税抜）
パッキン（2pcs） #270247 ¥120（税抜）

クリアーレンズ（2pcs） #270249 ¥450（税抜）
ステーベース（2pcs） #270296 ¥900（税抜）

ビス（4pcs） #270245 ¥180（税抜）

※ ウインカーバルブは付属しておりません。
　別途、適合電圧/ワットのＧ18型をご購入下さい。

※ ウインカーバルブは付属しておりません。
　別途、適合電圧/ワットのＧ18型をご購入下さい。

補修パーツ
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Miniブレットウインカー（2pcs/1set）

●高輝度LED（6ｐｃｓ）を採用。
●取り付け部ネジ寸法:M10×P1.25/L25

スプラッシュLEDウインカー（2pcs/1set）

オレンジレンズ スモークレンズクリアーレンズ

約63mm
約17mm

マルチワットウインカーリレー

L型2タイプ
ウインカーリレー用カプラー

●12V10W～30Wのウインカーバルブに対応。
●前後片方のバルブが切れても破損していない方の
ウインカーバルブは正常に点滅します。
※取り付け端子はL型2Pタイプ
※LEDウインカーには使用できません。
品名 品番 希望小売価格（税抜）

200810マルチワットウインカーリレー ￥1,800
適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

297218
（'08～）APE50
インジェクション仕様
（'09～）モンキー
インジェクション仕様

￥1,400
（4pcs/1set）

297219
（'09）APE100
キャタライザー付
※リアウインカーのみ
　交換が必要。

￥900
（2pcs/1set）

スーパーマルチワットウインカーリレー
●LEDウインカー対応。　●LED＆バルブタイプウインカーの混合使用可。
●適合ウインカーバルブ 12V-1W～30W。（各ウインカー当り）
※ハザード同時駆動の場合は12V25Wまで。

品名 品番 希望小売価格（税抜）

200815
200816
200817

TypeⅠ
TypeⅡ
TypeⅢ

￥3,500
￥3,500
￥3,500
￥4,200

￥4,200

200818

200819

TypeⅣ
TypeS7P

品名 品番 希望小売価格（税抜）

200811L型2タイプ
ウインカーリレー用カプラー ￥400

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

（'09～）モンキー・（'08～）APE50・（'09）APE100
ウインカー接続端子変換アダプター

写真は（'09）APE100用です。

●ウインカーの配線をコネクター　　ギボシ端子に変換。
　（～'07）APE50・（～'08）APE100用ウインカーKITが（'08～）
APE50・（'09）APE100に、（～'08）モンキー用ウインカーKITが
（'09～）モンキーに装着可能になります。

205120 ￥3,400
￥3,400
￥3,400
￥3,400

205121Miniブレットウインカー
（2pcs/1set）

オレンジレンズ
クリアーレンズ

205130オレンジレンズ
205131クリアーレンズ

品名 品番 希望小売価格（税抜）

NiCr

BLACK

205310 ￥7,800
￥7,800
￥7,800

205311
スプラッシュ
LEDウインカー
（2pcs/1set）

オレンジレンズ
クリアーレンズ

205312スモークレンズ

品名 品番 希望小売価格（税抜）

φ51
mm 70

mm

74mm
●アメリカンカスタムのスタンダード。  ●ＮｉＣｒミニ、BLACKミニの2種をラインナップ。
●Ｇ18型12V21バルブ付き。シングルソケットタイプ。アース線付き。
●取り付け部ネジ寸法:Ｍ10ｘ30mm。

※ウインカーリレーはスーパーマルチワットウインカーリレーを別途ご購入下さい。
※車種によりウインカーインジケーターが、正常に作動しなくなる、
　もしくはウインカーインジケーターが使用できなくなる場合があります。

●サイズ：７ｍｍ×7ｍｍ×14ｍｍ（インラインウインカーリレー本体）
●入力電圧：10Ｖ～15Ｖ
●対応ワット数：～30Ｗ（同時点灯の最大総ワット数）
※ウインカーインジケーターを含む。

超小型 ＬＥＤ対応
インラインウインカーリレー

品名 品番 希望小売価格（税抜）

200813超小型 ＬＥＤ対応
インラインウインカーリレー ￥2,800

14mm

※バルブタイプのウインカーをLEDウインカーに交換した車輌に使用
頂いた場合、スーパーマルチワットウインカーリレーを使用頂いて
も、車種によりウインカーインジケーターが正常に作動しなくなる、
もしくはウインカーインジケーターが使用できない場合があります。

純正部品番号
＃38610-03F00に対応

TypeⅣ TypeS7P
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装着イメージ

中型/大型2輪用ナンバープレートホルダーTypeⅠ・Ⅱ・Ⅲ

品番 希望小売価格（税抜）
200540
200541

￥2,500
￥2,500
￥2,500200542

SILVER
BLUE
BLACK

COLOR

※中型・大型2輪車用は、ナンバープレート振動防止機能付。

中型／大型2輪用 TypeⅠ

縦160ｍｍ×横234ｍｍ ナンバー下部に約35ｍｍのステッカー
添付スペースを確保。
※ステッカー、リフレクターは含まれておりません。 

品番 希望小売価格（税抜）
200590
200592

￥2,200
￥2,200

SILVER
BLACK

COLOR

中型／大型2輪用 TypeⅢ

SILVER BLACK

TypeⅢ/SILVER
TypeⅢ/BLACK

BLUE

品番仕様 希望小売価格（税抜）

200335

￥4,200200337

￥2,800

ナンバープレートホルダー付
（12V10/5W G18型 バルブ付）

テールランプ単体
（12V10/5W G18型 バルブ付）

●ZⅡタイプテールランプのテール部面積を約60%にサイズダウン。

ミニZⅡタイプテールランプ for UNIVERSAL

ご使用上の注意

約99mm

約83mm

テール部面積を
約60%にサイズダウン

品番 希望小売価格（税抜）

200335-01
200335-02

￥1,500
￥50

品名
レンズ
ボルト（１本）

補修用
パーツ

ミニZⅡタイプテールランプのレンズに加工されたリフレクターは公式な承認を得ていません。
道路運送車両法厳守のため、リフレクターの装着をお願いします。

●リフレクターは両面テープ固定タイプ。
●50～125cc用・中型／大型2輪用に共通。

角型リフレクターTypeⅠ・Ⅱ・Ⅲ

品番 希望小売価格（税抜）

800092
800093

￥600（1pc）
￥600（1pc）

TypeⅠ（45×65mm）
TypeⅡ（35×90mm）

800094 ￥880（1pc）TypeⅢ（10×120mm）

品名

補修用
パーツ

品番 希望小売価格（税抜）

200545
200547

￥2,800
￥2,800

SILVER
BLACK

COLOR

中型／大型2輪用 TypeⅡ

●サイズ：50mm×100mm。 裏面 粘着テープ付。

リフレクターシート

品番 希望小売価格（税抜）

800095-10 ￥50050mm×100mm
サイズ

※車検適合最小面積は10㎠です。カット寸法にご注意下さい。

●ナンバープレート裏面に貼り付けることにより、ナンバープレートの耐震強度をUP。

ナンバープレート耐震性強化シート

品番 希望小売価格（税抜）

800097 ￥1,200145mm×240mm
サイズ

施行後 施行前

TypeⅠ TypeⅡ TypeⅢ

TypeⅡ/BLACK TypeⅡ/SILVER

約
35
ｍ
ｍ
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50～125cc用 ナンバープレートホルダー

SUSナンバープレート固定用 軽量ヘッド・スモールフランジ六角ボルト＆ナットセット

角小型ナンバープレートホルダー 山型ナンバープレートホルダー

品番 希望小売価格（税抜）

201040
201041

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800

201042

SILVER
BLUE
BLACK

COLOR

50～125cc用（三角ステッカー付）

200045
200046

￥2,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

200047

SILVER
BLUE
BLACK

品番 希望小売価格（税抜）

200040
200041

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800

200042

SILVER
BLUE
BLACK

COLOR

201043RED 200043RED

201045
201046

￥2,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

201047

SILVER
BLUE
BLACK

200048RED201048RED

50～125cc用（リフレクター付）

50～125cc用（三角ステッカー付）

50～125cc用（リフレクター付）

※但し、三角ステッカーは未貼付。 ※但し、三角ステッカーは未貼付。

※リフレクターは両面テープでの固定となります。お手数ですがお客さま自身で固定願います。

品番 希望小売価格（税抜）

800090
800091

￥400
￥300

ステッカーセット
三角ステッカー

品名

50～125cc用ステッカーセット
三角ステッカー

補修用
パーツ

●三角マーク、リフレクター添付スペース付きナンバープレートホルダーに「角小型タイプ」をラインナップ！

●モンキー/ゴリラ/APEのノーマルフェンダーに対応。

※写真はステッカーセットです。

50～125cc用

SILVER RED

RED

BLACKBLUE

SILVER

BLACKBLUE

◎SUS M6×20トルクス（T30）
　センタードットテーパーボルト
◎テーパーボルトホルダー
◎SUS M6Uナット
◎SUS M6ワッシャ

キット
内容

専用
工具

品番 希望小売価格（税抜）

810600 ￥1,000M6トルクスセンタードットテーパーボルト用
T30ヘクスローブL型レンチ

品名

200370
COLOR 品番 希望小売価格（税抜）

BLUE
200371RED
200373SILVER
200374GOLD
200375BLACK
200376NiCr

※写真はBLUE。

◎SUS M6×18キャップボルト
◎キャップボルトホルダー
◎SUS M6Uナット
◎SUS M6ワッシャ

キット
内容

◎24Kメッキ・軽量ヘッド・スモール
　フランジ六角ボルトM6×20
◎ローハイト・ボルトホルダー
◎SUS M6 ナイロンナット
◎SUS M6 フラットワッシャ

2pcs
2pcs
2pcs
2pcs

キット
内容

キット
内容

◎軽量ヘッド・スモールフランジ
　六角ボルトM6×20
◎ローハイト・ボルトホルダー
◎SUS M6 ナイロンナット
◎SUS M6 フラットワッシャ

2pcs
2pcs
2pcs
2pcs

200380 ￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,100（2sets/1pac）

COLOR 品番 希望小売価格（税抜）

BLUE
200381RED
200382PURPLE
200383SILVER
200384GOLD
200385BLACK
200386NiCr

200670 ￥1,400（1set）
￥1,400（1set）
￥1,400（1set）
￥1,400（1set）
￥1,400（1set）
￥1,500（1set）
￥1,800（1set）

COLOR 品番 希望小売価格（税抜）

BLUE
200671RED
200673SILVER
200674GOLD
200675BLACK
200676NiCr
20067824Kメッキ

※写真はRED。

SUSナンバープレート固定用
キャップボルト＆ナットセット

SUSナンバープレート固定用
トルクステーパーボルト＆ナットセット

￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,000（2sets/1pac）
￥1,100（2sets/1pac）

24Kメッキボルト

200680 ￥1,250（1set）
￥1,250（1set）
￥1,250（1set）
￥1,250（1set）
￥1,250（1set）
￥1,350（1set）
￥1,700（1set）

COLOR 品番 希望小売価格（税抜）

BLUE
200681RED
200683SILVER
200684GOLD
200685BLACK
200686NiCr
20068824Kメッキ

STDボルト24Kメッキ
ボルト

STDボルト
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キャップボルトホルダー（2pcs/1set）

ユニバーサルハンドルステーセット
●取付幅を狭くし、取付箇所の自由度を大幅にUP!
●φ22.2mmハンドルバー用。

ピッチ1.25
付属キャップボルト長さ＝25mm

200140
200141M10

BLUE
RED

200142PURPLE
200143SILVER
200144GOLD

取付ネジサイズ 品番

ピッチ1.25
付属キャップボルト長さ＝25mm

希望小売価格（税抜）
200130 ￥2,600（1set）

￥2,600（1set）
￥2,600（1set）
￥2,600（1set）
￥2,600（1set）

200131M8

キャップボルトホルダーカラー

ピッチ1.0
付属キャップボルト長さ＝20mm

200173M6 ￥2,600（1set）SILVER

200174 ￥2,600（1set）BLACK

取付ネジサイズ 品番 希望小売価格（税抜）ハンドルステー＆
キャップボルトホルダーカラー

BLUE
RED

200132PURPLE
200133SILVER
200134GOLD

※取り付けネジサイズM8及びM10のハンドルステー本体は全てシルバーとなります。

※取り付けネジサイズM6はハンドルステー本体とキャップボルトホルダーカラーが同色となります。

◎ハンドルステー
◎キャップボルト
◎キャップボルトホルダー

●キャップボルト専用デコレーションワッシャ、カウル取り付け時などにご使用下さい。
●ジュラルミン削り出し、アルマイト仕上げ。

M6用ローハイト・ボルトホルダー（2pcs/1set）
●当社軽量ヘッド・スモールフランジ六角ボルト及びSTDキャップボルトに使用化。
●ジュラルミン製COLORアルマイト&NiCrメッキ、24Kメッキ仕上げ。

サイズ 品番 希望小売価格（税抜）

200300 ￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

￥1,200（2pcs/1set）

200301
M6用

COLOR

BLUE
RED

200302PURPLE
200303SILVER
200304GOLD
200315BLACK

20032324Kメッキ
200320NiCrメッキ

20065824Kメッキ
200656NiCrメッキ

200650 ￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

￥1,200（2pcs/1set）

200651M5用 BLUE
RED

200653SILVER
200654GOLD
200655BLACK

200640 ￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）

200641
M4用 BLUE

RED
200643SILVER
200644GOLD
200645BLACK

200305 ￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

￥1,400（2pcs/1set）

200306
M8用 BLUE

RED
200307PURPLE
200308SILVER
200309GOLD
200316BLACK
200321NiCrメッキ
20032424Kメッキ

200310 ￥1,000（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）
￥1,100（2pcs/1set）
￥1,800（2pcs/1set）

200311M10用 BLUE
RED

200312PURPLE
200313SILVER
200314GOLD
200317BLACK

20032824Kメッキ
200322NiCrメッキ

キット
内容

SUS M6トルクス（T30）センタードット
テーパーボルト（2pcs/1set）

テーパーボルトホルダー
（2pcs/1set）

専用
工具

ネジサイズ 品番 希望小売価格（税抜）

810615 ￥300（2pcs/1set）
￥300（2pcs/1set）
￥350（2pcs/1set）
￥350（2pcs/1set）

810620
M6×15 ピッチ1.0サイズ
M6×20 ピッチ1.0サイズ
M6×25 ピッチ1.0サイズ
M6×30 ピッチ1.0サイズ

810625
810630

BLUESILVER GOLD NiCr

品番 希望小売価格（税抜）

200360
200361

COLOR

BLUE
RED

200363SILVER
200364GOLD
200365BLACK
200366NiCr

品番 希望小売価格（税抜）

810600 ￥1,000M6トルクスセンタードットテーパーボルト用
T30ヘクスローブL型レンチ

品名

￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

品番 希望小売価格（税抜）

200660
200661

COLOR

BLUE
RED

200663SILVER
200664GOLD
200665BLACK
200666NiCrメッキ
20066824Kメッキ

￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥800（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

￥1,200（2pcs/1set）

￥2,800（1set）
￥2,800（1set）
￥2,800（1set）
￥2,800（1set）
￥2,800（1set）
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補
修
用
パ
ー
ツ

●確実なワイヤー
ロックを約束す
る新機構採用！ 
ワイヤーを確実に
ホールドできるよ
う溝を設けました。

適用車種 （取付ネジサイズ M20×L10×P2.5） 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

★NSR50/80  ★NS-1  ★NS50F  ★モンキー  ★ゴリラ  ★APE 50/100 etc.
★TZR50/R   ★TZM50R  ★RZ50 etc.
★KSRⅠ/Ⅱ etc.

220220
220221
220223
220224

￥2,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

BLUE
RED
GOLD
SILVER

● HONDA

● YAMAHA

● KAWASAKI

適用車種 （取付ネジサイズ M30×L10×P1.5） 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

★ゼファー400  ★ゼファーχ  ★ZRX400/-Ⅱ/1100  ★ゼファー750/1100  ★（～'76）750RS,（～'76）900RS  ★Z400GP,750GP
★ZX-4 ★ZX-10 ★ZXR250/-R,400/-R,（～'90）750/-R ★ZZR250/400/1100 ★GPZ250R,400R,600R,750R,900R ★VULCAN400
★GPZ250,400/-F,550F,750F,1100F  ★Z250FT,400FX,750FX,1000MK-Ⅱ  ★ELIMINATOR250,400,750,900
★GSX750SⅠ～Ⅲ,1100S  ★GS750  ★GSX400E  ★GSX400FSインパルス  ★GS650G  ★GSX400F

480220 ￥2,200BLUE
● KAWASAKI

● SUZUKI

適用車種 （取付ネジサイズ M27×L10×P3.0） 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

★（～'97）XJR400（4HM1～7）  ★XJR1200  ★Zeal  ★FZ250  ★FZR250,400/R/RR  ★ビラーゴ400 640220 ￥2,200BLUE● YAMAHA

適用車種 （取付ネジサイズ M20×L10×P2.5） 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

★（'99～）CB400SFハイパーVテック（NC39）  ★（～'02）CB1300  ★VTR1000  ★X4  ★RVF400（NC35）
★CBR250F/R/RR  ★VFR400R（NC30）  ★JADE  ★NSR250R  ★CB250RS/-RS-Z  ★AX-1  ★CBX250S/-RS
★RZ125/S,250/R/RR,350/R/RR  ★SRX250  ★TZR125,250  ★R1-Z  ★TW200
★XAHTHUS

660220
660221
660223
660224

￥2,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

BLUE
RED
GOLD
SILVER

● HONDA

● YAMAHA
● KAWASAKI

● HONDA
● YAMAHA
● SUZUKI

★（'88～）NSR250R
★（'89～）TZR250R
★RG50Γ  ★ウルフ50  ★TS50水冷モデル

適用車種 （取付ネジサイズ M10×L15×P1.25） 品番 希望小売価格（税抜）

450232 ￥1,200
COLOR

BLUE

450233 ￥1,200TITAN

● SUZUKI ★GSX-R250/400  ★GSX-R750/1100油冷  ★GSX-R750/1100水冷  ★カタナ250/400/750/1100
★バンディット250/250V/400/400V  ★RF400/600/900  ★RG250/200/125Γ  ★RGV250Γ
★ウルフ200/250/125  ★（'94）インパルスGSX400  ★イントルダー400/750/800  ★DR200/125

適用車種 （取付ネジサイズ M14×L11×P1.25） 品番 希望小売価格（税抜）

680232 ￥1,200
COLOR

BLUE

680233 ￥1,200TITAN

● HONDA

適用車種 （取付ネジサイズ M12×L13×P1.5） 品番 希望小売価格（税抜）COLOR

★NSR50/80  ★モンキー/R/RT/BAJA  ★CBX400F  ★CBR400R/RR  ★CB400SF  ★CBR750
★（～'88）VFR400R/Z  ★（'89～）VFR400R  ★RVF400 

● KAWASAKI
● YAMAHA ★（～'92）TZR50  ★TZ50  ★RZ50  ★TDR50/80  ★YSR50/80  ★DT50

★ZEPHYR400/750/χ  ★ZXR250/400/750  ★ZZ-R250/400  ★ZX-4  ★GPZ1100
★GPZ250R/400R ★GPZ750R/900R/1000RX  ★ZX-10  ★ZZ-R1000  ★ZEPHYR1100

220232 ￥1,200BLUE

220233 ￥1,200TITAN

補修用ドレンワッシャ
品番サイズ

※徳用パック（30枚入）￥3,500（税抜）もあります。

希望小売価格（税抜）

220235 ￥200（1pc）
450235 ￥200（1pc）

M12用 ドレンワッシャ

M10用 ドレンワッシャ

470235 ￥200（1pc）M14用 ドレンワッシャ

アルミドレンボルト

●確実なワイヤーロックを約束する新機構採用！

オイルフィラーキャップ

スムースラインバーエンド ラウンドＴｙｐｅ1
品番 希望小売価格（税抜）

200900
200901
200903
200904
200905

COLOR

BLUE
RED
SILVER
GOLD
BLACK

各￥2,200
（2pcs/1set）

※本製品は当社スムースラインバーエンド ラウンドＴｙｐｅ1用リペア
ヘッドです。スムースラインバーエンド用補修部品となりますのでご
注意下さい。また、本品のみではバーエンドとしてご使用頂けません。

補
修
用
パ
ー
ツ

スムースラインバーエンド ラウンドＴｙｐｅ1用リペアヘッド
品番 希望小売価格（税抜）

200900-01
200901-01
200903-01
200904-01
200905-01

COLOR

BLUE
RED
SILVER
GOLD
BLACK

各￥1,200
（2pcs/1set）

●バーエンド端から取付ネジヘッドの露出
を排除した新デザインバーエンド！
●対応ハンドルパイプ寸法：外径φ22.2ｍｍ/
肉厚ｔ＝2ｍｍまたはｔ＝4ｍｍ

スムースラインバーエンド
装着イメージ

一般的なバーエンド
装着イメージ

バーエンドホルダーをハンドルに固定。

①

②

● HONDA

適用車種 （取付ネジサイズ M14×L13×P1.5） 品番 希望小売価格（税抜）

470232 ￥1,200
COLOR

BLUE

470233 ￥1,200TITAN● YAMAHA ★XJR400/1200  ★SRX4/6  ★FZR400/R/RR  ★FZR250/R  ★FZ400R  ★FZ250

★CB1000SF  ★CB750F/900F/1100F/R  ★CBR250F/R/RR  ★JADE  ★STEED400/600

①
③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

②

①バーエンドヘッド ×2ｐｃｓ
②バーエンドホルダー ×2ｐｃｓ
③ネジ M5×45×2ｐｃｓ
④フランジ付ナット Ｍ5×2ｐｃｓ
⑤ラバー 鉄ハンドル用 ×2ｐｃｓ（外径φ18ｍｍ）
⑥ラバー アルミハンドル用 ×2ｐｃｓ（外径φ14ｍｍ）
⑦ホローセット M4×5×2ｐｃｓ
⑧Lレンチ ×1ｐｃ　

キ
ッ
ト
内
容

取
付
方
法

バーエンドホルダーにバーエンドを固定。
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●外観をステンレスメッシュカバーすることにより質感を高めました。　●ポッシュオリジナルフィッティングの採用で取り付け、取り外しが簡単です。
●フィッティング部にO-リングを採用し、オイルにじみを完全にシャットアウト！

アルマイト仕上げ シルバーアルマイト仕上げ

装着例装着例

……￥8,500（税抜） ……￥8,500（税抜）

PARTS  No.470080（アルマイト仕上げ）  希望小売価格（税抜）￥8,500

PARTS  No.480080（アルマイト仕上げ）  希望小売価格（税抜）￥8,500 PARTS  No.480082（シルバーアルマイト仕上げ） 希望小売価格（税抜）￥8,500

PARTS  No.660080（アルマイト仕上げ）  希望小売価格（税抜）￥8,500

★（～'98）CB400SF/-バージョンR/S ★CBR400R/RR ★CB-1 ★CBX400F/インテグラ ★CBR400F/F-Ⅲ
★VF400F ★（～'88）VFR400R/Z ★VT250SPADA ★VT250F ★VTZ250
★VT250Z ★XELVIS ★CB750,900,1100F ★CBX750F ★（'92）CB750
★CB1000SF ★CB1100R ★VF750F ★CBR750,1000F ★VFR750Ｒ（RC30） ★VFR750F
★STEED400,600 ★BROS400,650 ★Vツインマグナ ★（'03～）CB1300

★GSX750SⅠ～Ⅲ,1100S  ★GS750  ★GSX400E  ★GSX400FSインパルス  ★GS650G  ★GSX400F

★（'99～）CB400SFハイパーVテック（ＮＣ39） ★（～'02）CB1300 ★VTR1000 ★X4 ★RVF400（ＮＣ35） ★ホーネット
★CBR250F/R/RR   ★VFR400Ｒ（ＮＣ30） ★JADE  ★CB250RS/-RS-Z ★GB250 ★AX-1 ★CBX250S/-RS

★SRX250  

★XAHTHUS

★ゼファー400 ★ゼファーχ ★ZRX400/-Ⅱ/1100 ★FX400R ★ゼファー750,1100  ★（～'76）750RS,（～'76）900RS 
★ZX-4 ★ZXR250/-R,400/-R ★ZX-10 ★ZZR250,400,1100 ★BALIUS/Ⅱ  
★GPX250R/R-Ⅱ,400R,750 ★Z400GP,750GP ★GPZ250R,400R,600R,750R,900R ★GPZ250,400/-F,550F,750F,1100F  
★Z250FT,400FX,750FX,1000MK-Ⅱ ★ELIMINATOR250,400,750,900 ★VULCAN400

取り出しネジサイズ　M24/P3.0

取り出しネジサイズ　M30/P1.5

取り出しネジサイズ　M20/P2.5

クランクケース側取り出しタイプ

HONDA

HONDA

KAWASAKI

KAWASAKI

SUZUKI

YAMAHA

ステンレスブレードブリーザーホースキット

品番は PARTS No.-01 
となります。
例）PARTS No.470080の
　 ブリーザー取り出しの品番
　 470080-01

COLOR 希望小売価格（税抜）

アルマイト仕上げ ￥3,000

ブリーザー取り出し

COLOR 希望小売価格（税抜）

レッドアルマイト仕上げ ￥1,200
シルバーアルマイト仕上げ

200080-04
200082-04 ￥1,200

品 番

ブリーザーホース用締め付けナット

COLOR 希望小売価格（税抜）

ブルーアルマイト仕上げ ￥1,600
シルバーアルマイト仕上げ

200080-03
200082-03 ￥1,600

品 番

ブリーザーホース用エンドキャップ補修用
パーツ

PARTS  No.270080（アルマイト仕上げ）  希望小売価格（税抜）￥8,500 取り出しネジサイズ　M30/P1.5

PARTS  No.270081（アルマイト仕上げ）  希望小売価格（税抜）￥8,500

★モンキー（Fi使用不可）  ★モンキーBAJA   ★ゴリラ  ★モンキーR/-RT  ★JAZZ  ★DAX

★モンキー（Fi使用可）  ★モンキーBAJA   ★ゴリラ  ★モンキーR/-RT  ★APE 50/100  ★XR 50/100 Motard ★JAZZ  ★DAX

取り出しネジサイズ　M20/P2.5

ヘッド側取り出しタイプ

HONDA

HONDA
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●ステンレスバンドを採用。

品番 希望小売価格（税抜）

800520 ￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）
￥1,600（1pc）

800521

800522

BLUE

RED

PURPLE

800523SILVER

800524BLACK

800525メッキ

COLOR

a

c

e

b

d

f

品番品名 希望小売価格（税抜）

800518 ￥1,500（1pc）
￥1,500（1pc）800519

BLUE/RED
BLUE/RED

#6 ユニフィット
#8 ユニフィット

COLOR

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
200250 ￥3,600

￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,800

200251
RC30
（L=70mm）

COLOR
BLUE
RED

200252BLUE/RED
200247PURPLE
200260SILVER
200263BLACK
200266メッキ

200253 ￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,800

200254
NSR250R,NC35
（L=120mm）

BLUE
RED

200255BLUE/RED
200248PURPLE
200261SILVER
200264BLACK
200267メッキ

200256 ￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,600
￥3,800

200257
NC30
（L=105mm）

BLUE
RED

200258BLUE/RED
200249PURPLE
200262SILVER
200265BLACK
200268メッキ

※その他適合なき車種につきましては、ホースの長さをご指定下さい。
　別途見積りの上、受注生産にて対応させて頂きます。

●SEフィッティングとステンレスブレード耐
油ホースの組合せにより、ノーマルホース
と交換するだけで、メカニカルな雰囲気を
演出できます。

装着例

SEフィット＃6

ユニフィット

フロントマスター用
ブレードホースキット

a b c

d e f

●ロックナット幅をノーマルの2倍とし、素手によるロックナットの操作性を
大幅にUPしました。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
200110 ￥1,000

￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000

200111
ゼファー400/750
CB400SF
NSR250,XJR400
NSR50（'93～'95）
NS-1,TZR50R
RZ50（'98）       etc.

COLOR
BLUE
RED

200112PURPLE
200113GOLD
200114BLUE/RED

200116BLACK
200115SILVER

クラッチアジャスター

●ユニバーサルアルミスペーサー。
　外径は平ワッシャー（JIS 大：旧JIS規格）寸法を採用。

Ｍ6用・M8用・M10用 アルミスペーサー

●レバータッチのソフトフィーリング化、及び操作性向上を実現。

品番 希望小売価格（税抜）

811500
811501

￥400
￥400
￥400
￥400
￥400

BLACK
RED

COLOR

811502
811503

BLUE
YELLOW

811504GRAY

装着例

レバーグリップ（2pcs/1set）

品 番 希望小売価格（税抜）
200330-03 ￥800（2pcs/1set）

￥800（2pcs/1set）
￥850（2pcs/1set）
￥850（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）

200330-05

厚み寸法
t=3mm

200330-08t=8mm
t=5mm

200330-10
200330-12
200330-15

t=10mm
t=12mm
t=15mm

品 番 希望小売価格（税抜）
200331-03 ￥850（2pcs/1set）

￥850（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）
￥900（2pcs/1set）
￥950（2pcs/1set）
￥950（2pcs/1set）

200331-05

厚み寸法
t=3mm

200331-08t=8mm
t=5mm

200331-10
200331-12
200331-15

t=10mm
t=12mm
t=15mm

品 番 希望小売価格（税抜）
200332-05 ￥900（2pcs/1set）

￥950（2pcs/1set）
￥1,000（2pcs/1set）

厚み寸法
t=5mm

材質：A2017Sジュラルミン　表面処理：NiCrメッキ

M6用 A2017S NiCr 外径φ13mm 内径φ6.5mm M8用 A2017S NiCr 外径φ18mm 内径φ8.5mm M10用 A2017S NiCr 外径φ22mm 内径φ10.5mm
写真はM10用。

♯6　取り付け可能ホース外径φ15mm
♯8　取り付け可能ホース外径φ17mm

取り付け可能ホース外径φ15mm

ホース内径φ8mm

200332-10
200332-15

t=10mm
t=15mm
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ガソリンタンクキャップ用ワンウェイバルブ
エアーベントキャップ

シャットオフバルブ付
ワンタッチホースジョイント

フューエルホースライン用パーツ

800055 ￥800（1pc）
￥800（1pc）
￥800（1pc）

800056
800058

φ8×φ5mm
φ8×φ6mm
φ8×φ8mm

品番 希望小売価格（税抜）

800065 ￥800（1pc）
￥800（1pc）
￥800（1pc）

800066
800067

φ5×φ5mm
φ5×φ6mm
φ6×φ6mm

ホース内径

品番 希望小売価格（税抜）

800610 ￥600（2pcs/1set）
800612 ￥600（2pcs/1set）

φ8～φ10mm
φ10～φ12mm

締付け範囲

●フューエルホース用オール
ステンレスホースクランプ。

●ナイロン球使用により、確実な動作性能
を実現！

品番 希望小売価格（税抜）
200100 ￥1,000（1pc）

￥1,000（1pc）
￥1,000（1pc）
￥1,000（1pc）
￥1,000（1pc）

200101
200103

BLUE
RED
TITAN

200104SILVER
200105BLACK

COLOR
※取付ホース径φ6mm

品番 希望小売価格（税抜）
200120 ￥1,500
200123 ￥1,500

BLUE
SILVER

COLOR

●耐油プラスチック製。
●キャブレターとガソリンタンクをジョイントして
いるホースの取り付け、取り外しをスピードアップ。

●シャットオフバルブ付タイプでは、ガソリンタン
ク側にシャットオフバルブ付を使用すれば、
フューエルホース取り外し時の、ガソリンタンク
からの漏れを最小限に！

品番サイズ 希望小売価格（税抜）

801052 ￥4,600
￥4,600
￥4,600

801053
適用チューブ内径φ5mm 
適用チューブ内径φ6mm 

801054適用チューブ内径φ8mm 

品番サイズ 希望小売価格（税抜）
800442-05 ￥1,3000.5m
800442-10 ￥2,4001m

Color

BLUE

800443-05 ￥1,3000.5m
800443-10 ￥2,4001mRED

品番品名 希望小売価格（税抜）

801052-01 ￥550（1pc）
801054-01 ￥550（1pc）

801052・801053 補修用Oリング
801054　　　　 補修用Oリング

注意事項 シャットオフバルブ付を使用する場合でも、ホースの取り付け、
取り外しを行う場合は、必ずガソリンタンクのコックはOFFにして下さい。

●耐候性、耐油性に優れたフューエル
ホースをアメリカより直輸入。

サイズ 品番 希望小売価格（税抜）

800345 ￥850
￥850
￥850
￥850

800346
ホース内径φ5mm
　　　　（L=50cm）

COLOR

RED
800347YELLOW
800349GREEN

GREEN

800355 ￥900
￥900
￥900
￥900
￥900

800356
ホース内径φ6mm
　　　　（L=50cm）

BLUE

BLUE

RED
800357YELLOW
800358PURPLE
800359
800365 ￥1,000

￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000

800366
ホース内径φ8mm
　　　　（L=50cm）

BLUE
RED

800367YELLOW
800368PURPLE
800369GREEN

フューエルホース

●Fi（フューエルインジェクション）対応。

H.P.(High Pressure)フューエルホース

ワンウェイバルブ

●材質：伸銅（鍛造品削り出し）　●表面処理：クロームメッキ仕上げ

アングルホースジョイント

オールステンレスホースクランプ

●ジュラルミン削り出しアルマイト仕上げ。
●対応ホース内径 φ6mm。
●ホース付。（約40mm）

802623
802624
802625

φ30～φ45
φ40～φ60
φ50～φ70

品番 希望小売価格（税抜）

802620 ￥1,100（2pcs）
￥1,180（2pcs）
￥1,200（2pcs）
￥1,280（2pcs）
￥1,300（2pcs）
￥1,380（2pcs）

802621
802622

φ8～φ16
φ12～φ20
φ20～φ32

使用範囲外径
ブラックタイプ

ブラックタイプ

品番 希望小売価格（税抜）
802620-10 ￥4,400

￥5,200802621-10
φ8～φ16
φ12～φ20

使用範囲外径
ブラックタイプ（10pcsパック）

802603
802604
802605

φ30～φ45
φ40～φ60
φ50～φ70

品番 希望小売価格（税抜）
802600 ￥900（2pcs）

￥980（2pcs）
￥1,000（2pcs）
￥1,080（2pcs）
￥1,100（2pcs）
￥1,180（2pcs）

802601
802602

φ8～φ16
φ12～φ20
φ20～φ32

使用範囲外径 ●バンド部、ネジ部、ハウジング部全て
ステンレス（SUS304）製。
●バンド幅9mm。（使用範囲外径8～
16のみ幅8mm）

●ネジ頭部形状・・・六角対辺6mm/－溝

オールステンレスホースバンド

装着例

ホース内径φ6.3mm /外径φ10mm

品番サイズ 希望小売価格（税抜）
800452-05 ￥1,5000.5m
800452-10 ￥2,6001m

Color

BLUE

800453-05 ￥1,5000.5m
800453-10 ￥2,6001mRED

ホース内径φ8mm /外径φ12mm

※ホースクランプは別途ご購入下さい。

ブレイド材質：ナイロン
ホース材質：ウレタン
耐圧：200PSI（14kgf/㎠）
耐圧温度：70℃

製
品
仕
様

補修用
パーツ



P
arts

http://www.cf-posh.com

28カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。

D.I.Y.ホーンリレーキット
●ホーンの合計消費電力を120W（電流値10A）までご使用可能。
●2連装の場合、1ホーン当り（12V-5A）以下のホーンをご使用下さい。
●当社から販売しているディスクホーンは、（12V-1.2A）及び（12V-3.0A)
のため、当キットを使用し、2連装が可能です。

カスタムグラフィック用3Dラップシート
●曲面への追従性に優れた柔軟性。
●位置合わせ時のフィルムの貼り付きが少なく、
　エア抜き性のよい粘着剤を採用。
●フィルム本来の発色を実現する高い下地隠ぺい性。

品番 希望小売価格（税抜）

200828 ￥2,200

●音質はLOW TONE 400±20HZ、HIGH TONE 480±20HZの2タイ
プをラインナップ。
●音量：105±5dB　●外径：φ72mm

Type 320S & Type 307SG
ディスクホーン（12V-1.2A/外径φ72mm）

品番 希望小売価格（税抜）

200840 ￥2,200
￥2,200
￥2,200
￥2,200

200841

品名

Type 320S    / Low Tone
Type 320S    / High Tone

200822
200823

Type 307SG  / Low Tone

Type 320S

Type 307SG

Type 307SG  / High Tone

●音質はLOW TONE 335±10HZ、HIGH TONE 420±10HZの2タイ
プをラインナップ。
●音量：115±5dB　●外径：φ101mm

Type 305C & Type 305GT
ディスクホーン（12V-3.0A/外径φ101mm）

品番 希望小売価格（税抜）

200830 ￥2,800
￥2,800
￥2,800
￥2,800

200831

品名

Type 305C    / Low Tone
Type 305C    / High Tone

200835
200836

Type 305GT  / Low Tone

Type 305C

Type 305GT

Type 305GT  / High Tone

品番 希望小売価格（税抜）

800632-CS ￥1,200
800633-CS

サイズ

245mm×200mm
245mm×400mm ￥1,800

Color

カーボンシルバー

カーボンシルバー

800632-CB ￥1,200
800633-CB

245mm×200mm
245mm×400mm ￥1,800カーボンブラック

カーボンブラック

キット
内容

◎パワーリレー　◎パワーリレー用4Pカプラー
◎フューズボックス　◎ブレードフューズ 15A/1ｐｃ
◎端子 カプラー＆フューズボックス/6ｐcs　◎平端子 メス/4ｐｃｓ
◎カバー 平端子 メス/4ｐｃｓ　◎平端子 オス/2ｐcs　◎オスギボシ/4pcs
◎カバー 平端子 オス&オスギボシ/6pcs　◎2-WAY メスギボシ/2pcs
◎カバー ２-WAY メスギボシ/2pcs　◎Ｍ６用丸端子/2pcs 
◎配線 茶 0.75sq/1m　◎配線 茶 0.5sq/1m　◎配線 緑 0.75sq/1m 
◎配線 緑 0.5sq/1m　◎配線 赤 0.75sq/1m　◎配線 黒 0.5sq/1m　

製品仕様 ■ 材質：ポリ塩化ビニール
■ 厚み:約0.12mm
■ 貼り付け温度:16℃～38℃
■ 使用可能温度:－30℃～107℃

品番 希望小売価格（税抜）
811510 ￥1,200
811511 ￥1,200

COLOR
BLACK
RED

811509 ￥1,400CLEAR

品番 希望小売価格（税抜）
811515 ￥1,500
811516 ￥1,500

COLOR
BLACK
RED

●ロングツーリングの必需品。手のひら部
で楽々アクセル操作。取り付け可能最
大グリップ外径約32mmと約40mm
のTypeLの2サイズをラインナップ。
面ファスナータイプは当社タル型グ
リップに装着可能!

※当社フォームグリップ、タル型グリップには取り付け
できません。

※当社タル型グリップには取り付けできません。

品番 希望小売価格（税抜）
811507 ￥1,600

COLOR
BLACK

※当社タル型グリップには取り付け可能!

アクセレーター
アシスタントマット

アクセレーター アシスタントマット
 取付可能最大グリップ 外径約32mm

アクセレーター アシスタントマット Type Ｌ
 取付可能最大グリップ 外径約40mm

アクセレーター アシスタントマット
 面ファスナータイプ
 取付可能最大グリップ 外径約40mm

BLACK

RED

CLEAR

アクセレーター
アシスタントマット

アクセレーター アシスタントマット
面ファスナータイプ

装着例装着例

ユニバーサルアースコード
●フレームとエンジン間のアース強化などにご利用下さい。
●芯線断面積ブラックタイプ（8sq）/ブレイデッドタイプ（5sq）
●両端はM6丸端子仕上げ。

品番 希望小売価格（税抜）

200430 ￥600
200431

品名

ブラックタイプ/150mm
ブラックタイプ/250mm ￥800

200435 ￥800
200436

ブレイデッドタイプ/150mm
ブレイデッドタイプ/250mm ￥1,000

ブラックタイプ

ブレイデッドタイプ
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￥400
￥600
￥600
￥600
￥600
￥600
￥600

800240
800241
800242
800243
800244
800245
800246
800250 ￥800

￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200
￥1,200

800251
800252
800253
800254
800255
800256
800257
800260 ￥2,000

￥3,000
￥3,000
￥3,000

800261
800262
800263

お徳用100本入セット

品番 希望小売価格（税抜）
800270 ￥400

￥400
￥500
￥500

WHITE
800271BLACK
800280WHITE
800281BLACK

COLOR
M:208mm
M:208mm
L:397mm
L:397mm

サイズ

●5本入りで１セットになっております。

8の字に2つの結束ループ
ができるタイで、平行する
2系統の結束に対応。

●t=1.5mm
●取付ネジサイズM6,M8,M10。

品番 希望小売価格（税抜）品名

￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000

200600TypeⅠ/M6
200601TypeⅠ/M8
200602TypeⅠ/M10
200610TypeⅡ/M6
200611TypeⅡ/M8
200612TypeⅡ/M10

ダブルヘッドタイ

インシュロックタイ

ステンレスユニバーサルステー
TypeⅠ&TypeⅡ

40mm

40
mm65

mm

TypeⅠ

52mm

52
mm77

mm

TypeⅡ

サイズ
品番 希望小売価格（税抜）
800200 ￥250

￥300
￥300
￥300
￥300
￥300
￥300

800201
S
100mm

M
152mm

L
251mm

COLOR

WHITE
BLACK

800202RED
800203BLUE
800204HOT YELLOW
800205HOT ORANGE
800206HOT PINK
800210 ￥300

￥400
￥400
￥400
￥400
￥400
￥400
￥400

WHITE
800211BLACK
800212RED
800213BLUE
800214PURPLE
800215HOT YELLOW
800216HOT ORANGE
800217HOT PINK
800220 ￥600

￥700
￥700
￥700

WHITE
800221BLACK
800222BLUE
800223RED

品番 希望小売価格（税抜）
15本入セット

●難燃性ナイロン採用。＃2＆＃3ホースに対応。●米国軍用統一規格（ＭＩＬ Ｓｐｅｃ）をクリアする品質と信頼性により世界各国
で採用されています。

品番 希望小売価格（税抜）COLOR

800300 ￥800（2m/1pac）
￥800（2m/1pac）
￥800（2m/1pac）
￥800（2m/1pac）
￥900（2m/1pac）

800301
WHITE
BLACK

800302RED
800303BLUE
801306ORANGE

スパイラルチューブ

品番 希望小売価格（税抜）
800276 ￥500（2pcs/1set）
800286 ￥550（2pcs/1set）

M:180mm
L:260mm

サイズ

●柔軟性に優れた再結束可能タイプ。
●最大結束径はMはφ45mm、
　Lはφ79mm。
●ベルト幅7mm。

ソフトリリースタイ

●油の吸収性に優れた耐熱性のある使い捨
てタイプのウエスです。
●拭き取り面にチリやケバを残しにくいため
エンジンのオーバーホール等に最適です。

品番 希望小売価格（税抜）

800045 ￥380380×330mm
10枚1Pack

サイズ

（本品は株式会社クレシア製のキムタオル
ホワイトを使用しています。）

サーキットウエス
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品番 希望小売価格（税抜）

810996-12 ￥2,800
￥3,000
￥3,200

対辺12mm
810996-14対辺14mm
810996-17対辺17mm

サイズ

●プラグに装着することにより、ス
パークの状態をリアルタイムに
目視確認が可能！

●取付、取り外しが便利！

品番 希望小売価格（税抜）

800061 ￥650

スパークチェッカー

センサーボルト用ソケット
●コード付きセンサーの締め付けトルク管理の必需品。

注意事項
本製品はスパークの状態をチェックする
検査用工具です。絶対に装着したままの
走行はなさらないで下さい。

クラッチロックナットレンチ
●クラッチオーバーホール時の必需品。
●内径：24.6mm/外径：30mm/
レンチ差込角：3/8インチ（9.5mm角）

品番 希望小売価格（税抜）

810995

適用車種

12Vモンキー/ゴリラ
NSR50/80（～'94）/NS50F（'88～） ￥1,300

ロータープーラー
●295569は、モンキー・ゴリラ・APE50/100 HONDAミニ系 ノーマルロ
ーター、当社エンデュランスアウターローター＆DLローターに対応。
●456569は、KSR110 ノーマルローター、当社エンデュランスアウター
ローターに対応。

品番 希望小売価格（税抜）
295569 ￥2,200モンキー・ゴリラ・APE50/100 HONDAミニ系 / M27×P1.0逆ねじ
456569 ￥3,600KSR110 / M28×P1.0＆M26×P1.0

適用車種/サイズ

写真は#295569。

タイヤチェンジベース
●組立式木製。丈夫なヤニの出ない合成材を採用。（組立は各自でお願いいた
します。また、組立用六角レンチはお客様でご用意ください。）
●10～12インチ用 Sタイプと15～21インチ用 Lタイプの2種類をライン
ナップ。

品番 希望小売価格（税抜）

810980 ￥5,500（1pc）
￥6,500（1pc）

10～12インチ用タイヤチェンジベース Sタイプ
81098515～21インチ用タイヤチェンジベース Lタイプ

サイズ

ホイールリムプロテクター
●タイヤ交換時の必需品。

希望小売価格（税抜）

810990 ￥850（2pcs/1set）
品番

●純正エアフィルターと交換タイプ。
●低い圧力損失で、高い粉塵捕集率を実現。

品名 品番 希望小売価格（税抜）
ハイフローフィルター 200190 ￥2,500

適用車種
ユニバーサルシート（320×280×20）

※排ガス対策車は使用不可。

ハイフローフィルター

品名

ステンレス製 鍛造 蝶ネジ M6×15 p1.0
品番 希望小売価格（税抜）

820730-615 ￥300（1pc）
ステンレス製 鍛造 蝶ナット M6 p1.0 820735-06 ￥180（1pc）

ステンレス製 鍛造
蝶ネジ ＆ 蝶ナット M6 p1.0

蝶ネジ M6×15 p1.0 蝶ナット M6 p1.0
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オプションパーツ

￥500271569CPU取り外し専用工具 
ICエキストラクター

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

271561 ￥56,000
適用車種

12Vモンキー/ゴリラ
品番 希望小売価格（税抜）

271565-01 ￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

品名

MK-1

品番 希望小売価格（税抜）

（税抜）

271565-02MK-2

271565-03MK-3

271565-04MK-4

271565-05

271565-01L（rpmリミッター付） 

271565-02L（rpmリミッター付） 

271565-03L（rpmリミッター付） 

271565-04L（rpmリミッター付） 

271565-05L（rpmリミッター付） 
MK-5

●軽量アウターローターを採用し、STDよりもPick Up特性を向上。
●デジタルC.D.I.を採用、CPU交換による点火時期設定変更可。
●ステーターコイル極数を従来の4極から8極に変更し、発電性能を向上。
●低回転でも安定した点火を実現し、アイドリングを確保。

※ステーターコイル極数の変更により、C.D.I.、ローター共に設計変更。従来のエン
デュランスアウターローターとの互換性はございません。
※5,000rpm以下では発電能力が低下します。長時間の低回転使用によるバッテ
リー上がりにご注意下さい。また、追加電装部品の消費電力にご注意下さい。

5種類（MK-1/MK-2/MK-3/MK-4/MK-5）のプログラム済みCPUからチョイスして頂けます。1CPUに4種
類の点火時期がプログラムされております。リミッター付の回転リミッターは1CPUにつき1種類指定できます。

※CPUは従来のエンデュランスアウター
ローター用CPUがご使用いただけます。

モンキー/ゴリラ用
エンデュランスアウターローターキットTYPEⅡ

■点火方式【DC-CDI】/デジタル制御点火移行回転数【約3,000rpm】
■アイドル時点火時期【BTC16°/1,500rpm】
■ローター重量【445g】/ローター発電能力【50W/5,000rpm】

製品仕様

オプションパーツ

￥500271569CPU取り外し専用工具 
ICエキストラクター

￥2,200295569HONDAミニ系 ロータープーラー
（M27×P1.0逆ねじ）

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

271661 ￥28,000
271664 ￥28,000

適用車種

12Vモンキー/ゴリラ DENSO製対応
12Vモンキー/ゴリラ MITSUBA製対応

品番 希望小売価格（税抜）

271665-01（12,000rpmリミッター付） ￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

品名

DLMA-1

品番 希望小売価格（税抜）

（税抜）

（税抜）

DLMA-2

DLMA-3

DLMA-4

271665-01L（リミッター回転数指定） 
271665-02（12,000rpmリミッター付） 
271665-02L（リミッター回転数指定） 
271665-03（12,000rpmリミッター付） 
271665-03L（リミッター回転数指定） 
271665-04（12,000rpmリミッター付） 
271665-04L（リミッター回転数指定） 
271665-05（12,000rpmリミッター付） 
271665-05L（リミッター回転数指定） 

DLMA-5

●純正ローターに対し、約25％軽量化。Pick Up の向上を実現。
   （DENSO：ノーマル1,020g/D.L.754g　MITSUBA：ノーマル1,076g/D.L.800g　当社測定値）
●点火時期デジタル処理に対応したローターピックアップ部を採用。
●デジタルC.D.I.を採用。（標準装備CPU/12,000rpm回転リミッター付）
   内蔵ディップスイッチによりMAP1～MAP4の点火時期がチョイス可能。
●オプションCPUへの交換による点火時期設定変更可。

※ステーターコイルは純正をご使用下さい。
※ノーマルC.D.I.はご使用いただけません。
※モンキーにはデンソー製用(MONKEY-A)とミツバ製用(MONKEY-B)の
2種類がございます。
○デンソー製：ローター外周部に DENSO と刻印あり
○ミツバ製　：ローター正面部に MITSUBA と刻印あり
※JAZZ用ローター及びステーターコイルに変更なさっている場合、
　形状はよく似ていますが、ローターピックアップ部とピックアップコイルが干渉し、
使用できません。

5種類（DLMA-1/DLMA-2/DLMA-3/DLMA-4/DLMA-5）のプログラム済みCPUからチョイスして頂けます。
1CPUに4種類の点火時期がプログラムされております。リミッター回転数の指定は1CPUにつき1種類又はリミッ
ター解除指定できます。

モンキー/ゴリラ用
D.L.ローターキット Digital Light-Weight

Monkey
 Gorilla
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●シリンダーヘッドをビッグフィンとし、放熱面積を増加させ、
　出力アップによる発熱量の増加に対応！　
●圧縮比を12に抑えることにより、高出力の追求一辺倒ではなくキャブセッ
　ティングや、出力特性などの扱い易さを考慮したボアアップキットです。

◎ビッグフィンヘッドASSY
  （強化バルブスプリング組込済）
◎シリンダー ◎ピストンキット
◎ガスケットセット
◎ロッカーアームASSY

■ボア…φ52mm
■排気量…88cc
■圧縮比…12

271500 ￥50,000ビッグフィンヘッドボアアップキット

271505 ￥58,000ビッグフィンヘッドボアアップキット（ハイカムシャフト付）

品名 品番 希望小売価格（税抜）
270001 ￥19,000アルミシリンダーボアアップキット

品名 品番 希望小売価格（税抜）

※当社シャーシダイナモによる測定値

品名 希望小売価格（税抜）
￥18,000シリンダーヘッド単体 271501
￥15,000シリンダー（φ52mm） 271500-01
￥5,000ピストン（φ52mm） 271500-02
￥3,000271594ピストンリングセット（φ52mm）
￥300270096ピストンピン

270097サークリップ（2pcs/1set） ￥50
271595ガスケットセット（φ52mm用） ￥1,200
271501-01インテークバルブ（バルブ径φ23mm） ￥2,000
271501-12エキゾーストバルブ（バルブ径φ20mm） ￥5,000

品番

270817 ￥680バルブアジャストスクリューセット（2set/1kit）
270816 ￥1,200ロッカーアームTypeⅡ（1pc）
270815ロッカーアームシャフト（2pcs/1set） ￥800
270812バルブコッター（4pcs/1set） ￥680
270811ステムシール（2pcs/1set） ￥680
270111強化バルブスプリング（2pcs/1set） ￥2,800
270110ハイカムシャフト　　　　　　　　　　 ￥8,800

製品仕様

製品仕様

◎取り扱い注意事項◎
●CD50、リトルカブなどレッグシールド装着車のシリンダー側取り付けボスは、当社キットのシリンダーは備え
ておりませんのでご注意下さい。
●当キットはキャブレター及びマフラーの変更を前提としております。PC20以上のポテンシャルをもったキャ
ブレターとの併用をお願いいたします。
●モンキー・ゴリラ（E-No.Z50JE-1606093～1805927）の純正カム＆カムギヤは使用できません。別途、
適合した12Vモンキー用カム、カムギヤ＆ノックピンをご用意下さい。また、モンキーR/RTにつきましては
純正カムが使用できません。別途、適合した12Vモンキー用カムをご用意下さい。

●新設計C.F.POSHオリジナルピストンにより、シリンダーヘッドを
　交換せずにボアアップが可能！
●シリンダーは純正の鋳鉄シリンダーに比べ、軽量で放熱効果の高いアルミ
シリンダーを採用！

適用車種 エンジンナンバー

Z50JE-2000001～
AB27E-1000001～

AB26E-1000001～
CD50E-1500001～
C50E-0200001～

12Vモンキー,12Vゴリラ

DAX（'95～）
CD50（12V仕様）
スーパーカブ50（12V仕様）

全車使用可モンキーバハ
全車使用可JAZZ
全車使用可マグナ50
Z50JE-1606093～18059276Vモンキー/ゴリラ
全車使用可モンキーR/RT

品名 希望小売価格（税抜）

￥13,000アルミシリンダー
（φ48mm） 270001-01

￥5,000270001-02ピストン（φ48mm）

￥1,500270094ピストンリングセット
（φ48mm）

270096ピストンピン ￥300
270097サークリップ （2pcs/1set） ￥50
270095ガスケットセット ￥1,200

品番

※当社シャーシダイナモによる測定値。

■ボ　ア…φ48mm
■排気量…75cc
■圧縮比…10

◎シリンダー
◎ピストンキット
◎ガスケットセット

◎取り扱い注意事項◎
CD50、リトルカブなどレッグシールド装着
車のシリンダー側取り付けボスは、当社キッ
トのシリンダーは備えておりませんのでご
注意下さい。

キット
内容

補修用
パーツ

補修用
パーツ

キット
内容

アルミシリンダーボアアップキットビッグフィンヘッドボアアップキット

ビッグフィンヘッドボアアップキット&
アルミシリンダーボアアップキット

ボアアップした車輌を一般公道で使用する
場合は、絶対に下記の3点をお守り下さい。

①市町村役場へ、排気量アップの申請を行い、ナンバープレートを原付から、小型
自動二輪のものに変更して下さい。
②任意、及び強制保険についても、排気量アップの申請を行い、所定の手続きを
行って下さい。
③排気量アップの申請により、車輌は小型自動二輪車となりますので、それに対応
した免許を取得していることが必要となります。

●12V車輌ノーマルヘッド用ハイカムシャフト最新テクノロジーを織り込んだ
　オリジナルカムプロフィールを採用。

●当社オリジナルハイカムシャフト
　向け専用設計。

品名 品番 希望小売価格（税抜）

270111 ￥2,800強化バルブ
スプリング

品名 品番 希望小売価格（税抜）

270110 ￥8,800ハイカム
シャフト

《当社ハイカムシャフト装着時のエンジン許容回転数》
純正バルブスプリング使用の場合………10,000回転以下
専用強化バルブスプリング使用の場合…13,000回転以下

※当社シャーシダイナモによる測定値。

※トラブル防止のため、回転数はタコメーターにて正確に管理して下さい。

適用車種 エンジンナンバー

Z50JE-2000001～
AB27E-1000001～

AB26E-1000001～
CD50E-1500001～
C50E-0200001～

12Vモンキー,12Vゴリラ

DAX（'95～）
CD50（12V）

全車使用可モンキーバハ
全車使用可JAZZ
全車使用可マグナ50

全車使用可モンキーR/RT

スーパーカブ50（12V）

※モンキーR／モンキーRTの場合インテーク側、
　エキゾースト側共にロッカーアームの交換が必要です。
　当社品番…270816 ￥1,200（税抜）を2コ、別途ご購入下さい。

１２Vモンキー
７５ccボアアップ、ショートストリートマフラー
　　　　　PC２０キャブレター

車　　輌 ：
共通仕様 ：

ハイカムシャフト＆
強化バルブスプリング

純正カムシャフト

ハイカムシャフト＆強化バルブスプリング

適用
車種
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●メンテナンスフリーバッテリー
に比べ、大幅に重量の軽減を
実現。
●バッテリー点火C.D.I.方式の
Live-Dioにおいて、バッテリー
を取り外すとC.D.I.への供給
電圧が不安定になりますが、
バッテリーレスキット装着によ
り安定した電圧供給が可能。

※但し、CF POSH製C.D.I.＆ノーマル
C.D.I.のみ作動確認。

※モンキーBajaには使用することができません。

※本製品はバッテリーではございません。バッテリーのような蓄電能力を備えて
おりません。よって盗難防止装置、セルモーターの作動はしません。

※アイドリング時等、発電量が少ない場合、ウインカー、ホーン、ヘッドライト、
　ブレーキランプ等が状況によっては正常に作動しない場合がございます。
※12Vの安定した電源を必要とするアフターパーツの作動保証はできません。

備考
●サイドスタンドスイッチが装備されていないため
　サイドスタンドスイッチハーネスを使用しません。

Z50JN
FNo.Z50J-2000001～

Z50JP/JS/JT/JV/JW/JX
FNo.Z50J-2100001～

Z50JY/J1～J7
FNo.AB27-1000001～

車種型式＆フレームＮｏ．
純正No.32100-165-A11に対応。

●サイドスタンドスイッチの型式が異なるため、
　サイドスタンドスイッチカプラーが装着できません。
　従ってサイドスタンドインジケーター及びサイドスタンドを
　出したままチェンジを入れると、エンジンが停止する
　サイドスタンドエンジンカットOFF機能は作動しなくなります。
●12Vゴリラのフロントウインカー用アース端子は装備しておりません。
ウインカーアース端子は別途ボディアースする必要があります。
●12Vゴリラのフロントウインカー用アース端子は装備しておりません。
ウインカーアース端子は別途ボディアースする必要があります。

ミニバイクレースの必須アイテム！

適用
車種

12Vモンキー
12Vゴリラ、e.t.c....
（'94～）ライブDio/-ZX

●純正アラームキットが接続可能。
●エンジンアースを追加しエンジン←→フレーム間アース接合の信頼性をＵＰ。

強化メインハーネスキット

ツインリミッターユニット
ピットロードリミッター＆オーバーレブリミッター搭載

バッテリーレスユニット

キット内容 ◎カプラー（1pc）
◎バッテリー用端子（2pcs）

◎フューズ用端子（2pcs）
◎フューズ〔10A〕（2pcs）

◎TWIN LIMITERユニット
◎切り替え用スイッチ

◎rpm信号取込用ハーネス
◎レギュレーター接続用電源ハーネス

品番品名 希望小売価格（税抜）

シールドバッテリー用カプラー 271842 ￥1,800

モンキーシールドバッテリー用カプラー

品番 希望小売価格（税抜）
271401強化メインハーネスキット ￥9,800

品名

●リミッター回転数は、ピットロード用、メインコース用の２種類を
　ハンドルに取り付けたスイッチにて走行中に切り替え可能。
●設定リミット回転数は、ピットロード用、メインコース用にそれぞれ１6種類を内蔵。
ピットロード用4000rpm～7750rpm/ステップ250rpm
メインコース用8000rpm～15500rpm/ステップ500rpm
●電源はDC12Vバッテリー又は6P9V電池にて作動
　MONKEY/APEの灯火系コイル装着車はレギュレーターから電源を確保可。

※Fi車には使用できません。

品番 希望小売価格（税抜）

271510 ￥18,000

295510 ￥18,000

12V MONKEY,APE100（XZ100 9）
APE50（XZ50 1～7）,XR50/100 Motard
APE100（XZ100 2～8）

品名

品番 希望小売価格（税抜）

271510-01 ￥1,0006P9Vスイッチ付電池ケース for ツインリミッター
品名

オプションパーツ

品番 希望小売価格（税抜）

271540 ￥3,800バッテリーレスユニット
品名

品番 希望小売価格（税抜）

27144012V系モンキー、ゴリラ
（フレームNo.Z50J-2000001～AB27-1000001～） ￥14,200

適用車種

●ポジションランプ、ハザードランプ機能搭載のLEDウインカー対応マルチ
ワットタイプ。
●付属の専用ハーネスによるボルトオンキット。

ポジション・ハザードランプ機能付
マルチファンクション・ウインカーリレーキット

各16種類を内蔵、
変更可能

キット
内容

キット
内容

◎ウインカーリレー本体×1
◎専用ハーネス×1
◎ハザード用スイッチ×1
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※キャブレター及びマニホールドは含まれておりません。

270323SILVER
270324GOLD

品番 希望小売価格（税抜）

270320 ￥1,000
￥1,000
￥1,000
￥1,000

270321
BLUE
RED

COLOR

●アジャスターヘッド部形状を、大型化し、
　素手によるアイドリング調整を可能にしました。
●ジュラルミン削り出し。

KEIHIN PC20 キャブレター用
アイドルアジャスター

●当社ノーマルヘッド使用の75ccボアアップキットに最適なBigキャブキット。
（Z50J-1600008～）
●専用設計マニホールドの採用により、無理なくボルトオン。ノーマルヘッドの
ポート径φ14mmに対応。

※補修用部品及びセット内容についてはお気軽にご相談下さい。

品名 品番 希望小売価格（税抜）

272020PC20キャブレター本体 ￥14,500

271021ノーマルヘッド用
マニホールド（ポート径14mm） ￥4,500

271021-01ノーマルヘッド用
マニホールドスペーサーセット ￥1,800

品番 希望小売価格（税抜）

272023マニホールド、
ショートカールファンネル付

￥22,000
272024 ￥22,000

SILVER
BLUE

品名 COLOR（ファンネル）

品番 希望小売価格（税抜）

272022マニホールド付 ￥18,500
品名

ノーマルヘッド用

補修用
パーツ

※キャブレター本体は含まれておりません。

品番 希望小売価格（税抜）

270270 ￥3,800
270271 ￥3,800

SILVER
BLUE

COLOR

●キャブレター吸気部の乱流を整流。吸入
抵抗を削減し、アクセルレスポンスの向
上を実現。
●ジュラルミン削り出し、アルマイト仕上げ、
ステンレスネット付。

KEIHIN PC20
キャブレターキット

KEIHIN PC20 キャブレター用
ショートカールファンネル

※当社モンキー用キャブレターキットには、メインジェット＃95、パイロットジェット
　＃38が装着されています。

●ファンネル型ラバージョイントを採用。
　空気の吸気抵抗を減少し吸入効率をアップ。
●取付径：φ35mmのユニバーサルタイプ。

NEW 12V モンキー/ゴリラ
（AB27-1000001以降のモデル）
HONDA APE50/100
ケイヒンPC20キャブレター装着車 etc

適用車種

製品仕様
：70mm
：外径Φ75mm/長さ52mm
：6.2mm

■
■
■

全長
フィルター部寸法
ニップル外径

エアーブリードホース取り付け用
ニップル付タイプもラインナップ。
                  ↓

ファンネル型ラバージョイントを採用。

製品仕様
■ フィルター部寸法：長部高さ 約102mm

 短部高さ 約77mm
 幅 約52mm  長さ 約72mm

品名 品番 希望小売価格（税抜）

471480オーバルパワーフィルター  ニップル無 ￥2,400
471485オーバルパワーフィルター  エアーブリ－ザ－ニップル付 ￥3,000

●取り付け径：φ44mm（ユニバーサルタイプ）
●代表的な適用キャブレター ：京浜PE24/22/20、ミクニVM26/24/22

オーバルパワーフィルター

パワーファンネルフィルター

　　　　　↑
エアーブリードホース取り付け用
ニップル付タイプもラインナップ。

品番品名 希望小売価格（税抜）

271480ニップル無しタイプ ￥2,200
271485エアーブリードホース取付用ニップル付タイプ ￥2,800

■ ニップル外径：6.2mm
 取付位置/中心線上、端部より
 約17mm
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品番適用車種 希望小売価格（税抜）

272435 ￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥6,000
￥5,000

272437
ユーロタイプ/BLACK
ユーロタイプ/NiCr

STDタイプ/NiCr

272434
272438
272436

ユーロタイプスモーク/BLACK
ユーロタイプスモーク/NiCr

レンズタイプ/フレームカラー
12V系
モンキー、ゴリラ
（フレームNo.
　Z50J-2000001～
　AB27-1000001～）

●上部取付穴を長穴とし、前部オフセット取り付けに対応。
※ノーマルマフラーは装着できません。

●ノーマルステー及び当社キャリアレスキットにボルトオン。
　(12V10/5W G18型 バルブ付）
※注1：テールランプ接続端子変換アダプター（PARTS No.271436-01 

¥600税抜）使用によりFiモンキーに使用可。

●ナンバープレートステーはNiCr仕上げとブラック2種ラインナップ。（STDタイプはNiCrのみ）

ルーカス型テールランプキット

ユーロタイプレンズ・ユーロタイプスモークレンズ
STDタイプレンズ・テールランプキット

ミニキャッツアイテールランプキット

ミニZⅡタイプテールランプキット

装着例 装着例

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
6V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-1300017～1805477） 270256

12V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-2000001～・AB27-1000001～）

￥5,400

271256 ￥5,400

レンズカラー 品番 希望小売価格（税抜）
オレンジレンズ 205010 ￥3,200
クリアーレンズ 205011 ￥3,200
スモークレンズ 205012 ￥3,200

レンズカラー品名 品番 希望小売価格（税抜）
オレンジ4Lモンキータイプ

ウインカー用レンズ（2pcs/1set）
Oリング付

205010-02 ￥1,000
￥1,000
￥1,000

クリアー 205011-02
スモーク 205012-02

6V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-1300017～1805477） 270266

12V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-2000001～・AB27-1000001～）

￥5,400

271266 ￥5,400

●ZⅡタイプテールランプのテール部面積を約60%にサイズダウン。
●ZⅡタイプテールカウルとグッドマッチング。

装着例

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
6V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-1300017～1805477） 270336

12V系モンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50J-2000001～・AB27-1000001～）

￥6,400

271336 ￥6,400

※モンキーの場合：当社モンキー用ZⅡタイプテールカウルキット。
　ゴリラの場合：当社キャリアレスキット及び当社オリジナルシートを装着している場合、
　専用のオフセットプレート（PARTS No.270335-10 ¥1,000税抜）が別途必要です。

テール部面積を
約60%にサイズダウン

約99mm

約83mm

適用車種：モンキー/ゴリラ （フレームNo. Z50J-1300017～/AB27-1000001～）

品名 品番COLOR 希望小売価格（税抜）
270075

各￥5,500270076
BLACK
WHITEレーシングリアフェンダー

レーシングリアフェンダー

ABS製

24Kメッキ仕様

ボルトオンテールランプキット4Lモンキータイプウインカー（2pcs/1set）

ユーロタイプ/NiCr

STDタイプ/NiCr

ユーロタイプスモーク/NiCr

テールランプキットのレンズに加工されたリフレクターは公式な承認を得ていません。
道路運送車両法厳守のため、リフレクターの装着をお願いします。ご使用上の注意

モンキー・ゴリラ用
ステンレス製メタルリアフェンダー

●付属カラーの使用により、
確実なフレームへの取付を
実現。

希望小売価格（税抜）品番

￥4,800270410

●耐振性向上のため、取り付けステー部を強化。

※ウインカーバルブは付属していません。G18型10W以下を別途ご購入下さい。

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

※注1

※注1

※注1

※注1

オレンジ
レンズ

クリアー
レンズ

スモーク
レンズ

レンズカラー 品番 希望小売価格（税抜）
オレンジレンズ 205015 ￥4,800

￥4,800
￥4,800

クリアーレンズ 205016
スモークレンズ 205017

※ウインカーバルブは付属していません。G18型10W以下を別途ご購入下さい。

オレンジ
レンズ

クリアー
レンズ

スモーク
レンズ

補修用
パーツ



M
onkey &

 G
orilla

http://www.cf-posh.com

カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。 36

（フレームNo.AB27-1000001～）

REDモンキー

ゴリラ

（フレームNo.Z50J-1300017～ ）

（フレームNo.AB27-1000001～）
（フレームNo.Z50J-1300027～ ）

適用車種 品番COLOR 希望小売価格（税抜）

270300BLUE

PURPLE

￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,400
￥1,500
￥2,200

270301
270302

SILVER 270303
GOLD 270304
BLACK 270305
NiCr 270306
24Kメッキ 270308

●フロントフォークトップボルト（Ｍ10）とＭ10用キャップボルトをセットにしました。

●オープンエンドタイプ。
●純正比約15％ハイスロットル。

※トップブリッヂは含まれません。
装着例

トップブリッヂ
固定ボルトセット（2pcs/1set）

トップブリッヂ固定ボルトセット（2pcs/1set）

◎フラットフェイス  スロットルコーン×1ケ
◎グリップスラストワッシャ×1ケ

フラットフェイススロットルコーン

品番 希望小売価格（税抜）

271367 ￥800BLACK
COLOR

※アクセルグリップはキットに含まれて
　おりません。別途、ご購入下さい。

純正比
約15％
ハイスロットル

●ノーマルテールランプ、ウインカーをボルトオンでキャリアレスにチェンジ。
ノーマルシート、ハニービーシート＆スラントバックシートに使用可能です。

品名 品番COLOR 希望小売価格（税抜）
270040

各￥4,800270042
SILVER
BLACK

適用車種：モンキー/ゴリラ
（フレームNo. Z50J-1300017～/AB27-1000001～）

アルミサイドプレートタイプ

アルミサイドプレート
キャリアレスキット

品名 品番 希望小売価格（税抜）

270716 ￥4,800φ30/φ31フロントフォーク用ウインカーステーベース

フォーククランプタイプ
ウインカーステーベース

■ウインカーステー用穴径：φ8.5mm 
ウインカーステーベース

使用可使用可

使用可使用可

アルミブレース付き

写真はType155。

●大好評のType225（High Positionタイプ）、Type155（Middle 
Positionタイプ）に続くシリーズ第3弾。

Type115（Low Position）

640

120

Type155・115共通。

115Type115

155Type155

適用車種　モンキー、ゴリラ用

品名 品番 希望小売価格（税抜）

272225Type225 ￥3,500
272225-AType225/アルミブレース付 ￥4,000
272225-ANType225/NiCr 仕上げアルミブレース付 ￥4,800

品名 品番 希望小売価格（税抜）

272155Type155 ￥3,000
272155-AType155/アルミブレース付 ￥4,000
272155-ANType155/NiCr 仕上げアルミブレース付 ￥4,800

品名 品番 希望小売価格（税抜）

272115Type115 ￥3,000
272115-AType115/アルミブレース付 ￥4,000
272115-ANType115/NiCr 仕上げアルミブレース付 ￥4,800

290

170

8°

225
698

120

●ハンドル本体は、ポピュラーなNiCr仕上げ。アルマイト仕上げ及びNiCr仕上
げのアルミブレース付もラインナップ。

●ゆとりあるライディングポジションを追求したHighPositionタイプ。
Type225（High Position）

●大好評、Type225のローダウンタイプ。
Type155（Middle Position）

レーシングハンドル

写真はType225。

アルミブレース付き

品名 品番 希望小売価格（税抜）

270150-Aアルマイト仕上げ ￥1,500
270150-ANNiCr 仕上げ ￥2,000

●クランプ中心間距離約260mm。当社ハンドル採用分。

アルミハンドルブレース Type260

キット内容
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●クランクケースオーバー
ホール時の必需品。
●クランクケースガスケット
とクラッチカバーガスケッ
トをセットにしました。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

2700376Vモンキー,6Vゴリラ
（純正対応品番#11191-035-060 及び 11394-035-010） ￥1,500（1set）

271037
12Vモンキー,12Vゴリラ
JAZZ,モンキーR/RT,マグナ50
（純正対応品番#11191-GW8-680 及び 11394-GW8-680）

￥1,500（1set）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

2700396Vモンキー,6Vゴリラ
（純正対応品番#11191-035-060/070） ￥950

271039
12Vモンキー,12Vゴリラ
JAZZ,モンキーR/RT,マグナ50
（純正対応品番#11191-GW8-680/681）

￥950

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

270038
6V・12Vモンキー,6V・12Vゴリラ
JAZZ,モンキーR/RT,マグナ50
（純正対応品番#11394-GW8-680 及び 11394-035-010）

￥800

クラッチカバーガスケット

クランクセンターガスケット

クランクケースガスケットセット&
クラッチカバーガスケット,クランクセンターガスケット

クラッチカバーパネルガスケット

使用可使用可

使用可使用可

シリンダーベースガスケット
品番 希望小売価格（税抜）

270853 ￥400

品番 希望小売価格（税抜）

270823 ￥500

品番 希望小売価格（税抜）

270850 ￥300

純正対応品番
#12191-GW8-681
#12191-GW8-682
#12191-118-670
#12191-GB2-004

シリンダーヘッドカバーガスケット

純正対応品番
#12391-GW8-680
#12391-GW8-681
#12391-035-000
#12391-GB2-003

品番 希望小売価格（税抜）

270851 ￥300
純正対応品番
#12394-GB4-680
#12394-GW8-680
#12394-GW8-681

品番 希望小売価格（税抜）

270852 ￥300
純正対応品番
#12395-GB8-680
#12395-GB8-681
#12395-035-000
#12395-GB2-00

品番 希望小売価格（税抜）

270854 ￥300
純正対応品番
#11655-165-950/951
#11655-035-000/010/306

オイルポンプボディーガスケット
品番 希望小売価格（税抜）

270855 ￥300
純正対応品番
#15119-178-000

Rシリンダーヘッドサイドカバーガスケット

Lシリンダーヘッドサイドカバーガスケット

●クラッチオーバーホール時の必需品。
●クラッチアウターカバー固定用皿ビス
　（Ｍ5×10）4本付。

クラッチアウターカバーガスケット

使用可使用可

適用車種 
モンキー,ゴリラ（マニュアルクラッチ車）
※純正対応品番#22119-165-950,22119-035-000。

品番 希望小売価格（税抜）

271405 ￥3,000

クランクケース部ガスケットセット
適用車種 
12Vモンキー
12Vゴリラ（Z50JP～Z50J7）
※純正対応品番 ガスケットキットB #06112-GAR-000。 ①クランクケースG/K          

　（11191-GW8-680/1）
②RクランクケースカバーG/K
　（11394-GW8-680/1）
③クラッチカバーG/K
　（11655-165-950/1）
④オイルポンプボディーG/K
　（15119-178-000）
⑤クラッチアウターカバーG/K
　（22119-165-950/1）
⑥ドレンコックパッキン
　（90407-259-000）
⑦ラバー19mm シフトドラム左側
　（90801-035-000）
⑧Oリング φ107×2 ジェネレーター部
　（91301-035-003）
⑨Oリング φ6×1.7 ジェネレーター部
　（91317-171-003）
⑩Oリング φ14×1.5 クラッチレバー部
　（91304-035-000）
⑪Oリング φ18×3 オイルフィラー部
　（91307-035-000）
⑫Oリング φ7×1.7 ニュートラルスイッチ
　（91312-107-000） 

1pc

1pc

1pc

1pc

1pc

1pc

1pc

1pc

2pcs

1pc

1pc

1pc

キット
内容

※（　）内は純正対応品番。

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 
モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ
（Z50JF以降及び12V系エンジン）

適用車種 
モンキー,ゴリラ
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モンキー系ヘッドライト用
バルブソケット

アルミドレンボルト

カムチェーンテンショナーボルト
●ジュラルミン削り出し、アルマイト仕上げ。

適用車種 品番COLOR 希望小売価格（税抜）

12Vモンキー/ゴリラ
（フレームNo.Z50JE-200001～及び
　　　　　　　　AB27E-1000001～）

271430BLUE ￥1,500

※6V系エンジンには使用できません。

品番サイズ 希望小売価格（税抜）
470235 ￥200（1pc）M14用 

補修用ドレンワッシャ

●確実なワイヤーロックを約束する新機構採用！
　ワイヤーを確実にホールドできるよう溝を設けました。
●M12×L14×P1.5

品番 希望小売価格（税抜）

220232 ￥1,200
COLOR

BLUE
220233 ￥1,200TITAN

※徳用パック（30枚入）￥3,500（税抜）もあります。

品番サイズ 希望小売価格（税抜）

220235 ￥200（1pc）M12用 

補修用ドレンワッシャ

●ジュラルミン削り出し、アルマイト仕上げ。

ストリートステアリングヘッドナット

ラジエイションバルブキャップ

品番 希望小売価格（税抜）

271135 ￥1,500（1pc）
271136 ￥1,500（1pc）

RED
BLUE

COLOR

271138 ￥1,500（1pc）SILVER

品番 希望小売価格（税抜）

270035 ￥2,000（1pc）BLUE
COLOR

270036 ￥2,000（1pc）RED

品番 希望小売価格（税抜）
220220 ￥2,200（1pc）
220221 ￥2,200（1pc）

BLUE
RED

COLOR

220223 ￥2,200（1pc）GOLD
220224 ￥2,200（1pc）SILVER

●ジュラルミン削り出しアルマイト仕上げ。
  （取り付けネジ寸法：M22 P1.0）

●確実なワイヤーロックを約束する新機構採用！

オイルフィラーキャップ

フロントストップスイッチハーネス

キット
内容

品番 希望小売価格（税抜）

270018 ￥800

品名適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

メッキチェーンアジャスターモンキー
ゴリラ

270830 ￥1,000
ステンレスチェーンアジャスター 270831 ￥1,600

◎チェーンアジャスターAssy
　　　　　　　　　　　×2ケ

●形状は純正形状を採用。付属のナット、平ワッシャ、およびスプリングワッシャは
ステンレス製を採用。また、ナットは2ヶ付属し、ダブルナット仕様としました。

チェーンアジャスターセット

メッキチェーンアジャスター

●ハーネス長さはモンキー純正
の500mmに対し、100mm
ロングの600mmに設定。
●ブレーキ側端子は、NSR50、
TZM50Rマスターシリンダー
対応のL型平端子を採用。

バッテリーバンド
適用車種

12Vモンキー,ゴリラ
※対応純正品番#95012-13001。

品番 希望小売価格（税抜）

270824 ￥400

適用車種

モンキー/ゴリラ（3Pカプラー付）

※対応純正品番#33130-GY3-003/165-B11/165-A10。

品番 希望小売価格（税抜）

270829 ￥400

モンキー/ゴリラ（ギボシ付） 270837 ￥400

※対応純正品番#95014-10010。　※Cub用はP50を参照。

適用車種 モンキー,ゴリラ
フロントディスク装着車用

6Vモンキー
6Vゴリラ
（Z50JZ～JL）

適用
車種

品名 品番 希望小売価格（税抜）

270860 ￥1,600ヒタチタイプコンタクトブレーカー
※対応純正品番#30202-041-015。

270861 ￥1,000ヒタチタイプコンタクトブレーカー用コンデンサー
※対応純正品番#30250-041-005。

ヒタチタイプ
コンタクトブレーカー&コンデンサー

使用可使用可

使用可使用可

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 
モンキー,ゴリラ
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適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

270011モンキー,ゴリラ,JAZZ,マグナ50,CUB, etc. ￥800

キット
内容

ステンレスヘッドナットセット
◎ステンレスM6袋ナット×4ヶ
◎ステンレス平ワッシャ×3ヶ
◎銅平ワッシャ×1ヶ

●ノーマルスタットボルトとの嵌
合部長さがノーマルの5mm
から7mmと約40％長くなり、
ねじ1山あたりの応力を軽減
できます。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー,ゴリラ 270800 ￥1,500

◎ロングキャップフランジナット（M6×L12×P1.0）×4ヶ
◎ステンレス平ワッシャ×3ヶ
◎銅平ワッシャ×1ヶ

キット
内容

品名 品番 希望小売価格（税抜）

ステンレスリアショック用ナットセット 270017 ￥1,200（1set）
24kメッキリアショック用ナットセット 270838 ￥2,000（1set）

◎M10袋ナット×4ヶ
◎φ22平ワッシャ×6ヶ
◎φ26平ワッシャ×6ヶ

※モンキー/ゴリラ用リアサス固定用袋ナット＆平ワッシャを1台分セットにしました。
　・Z50JZ～JF……………φ22平ワッシャ6枚使用。
　・Z50JJ以降のモデル… φ22平ワッシャ2枚、φ26平ワッシャ6枚使用。

ロングヘッドナットセット

リアショック用ナットセット

品番 希望小売価格（税抜）

270826 ￥350（2pcs/1set）

キット
内容

適用車種 モンキー,ゴリラ
APE50/100,ZOOMER

◎ステンレスM6スタッドボルト
　L=35mm×2ヶ

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

270012モンキー,ゴリラ,JAZZ,マグナ50,CUB, etc. ￥350

キット
内容

270019 ￥500（2pcs/1set）
品名/仕様 品番 希望小売価格（税抜）

M6×L12×P1.0

◎ロングエキゾーストナット×2ヶキット
内容

●CB900Fなどエキゾーストナットに採用されてい
る、スチール製、NiCrメッキ仕上げのロングタイプ
キャップフランジナット。シリンダーヘッドナットとし
ても使用可能。エキゾースト部、シリンダーヘッド
部のドレスアップに最適です。

ロングエキゾーストナット

ステンレスエキゾースト
スタッドボルトセット

HONDA純正タイプ
クランクケース＆ケースカバーネジセット

品番 希望小売価格（税抜）

270807 ￥1,200（1set）
270808 ￥800（1set）
270835 ￥2,500（1set）

ステンレスクランクケースカバーネジセット
ステンレスクランクケースボルトセット
24Kメッキステンレスクランクケースカバーネジセット

品名

品番 希望小売価格（税抜）

270846 ￥1,100（1set）
270847 ￥750（1set）

クランクケースカバーネジセット
クランクケースネジセット

品名

◎クランクケースカバーR用
　（M6×40…5本/M6×55…1本）
　（M6×65…1本/M6×100…1本）
◎クラッチカバー用
　（M5×12…2本）

◎クランクケースカバーL用
　（M6×28…1本/M6×35…2本）

ステンレスクランクケースカバーネジセット
24Kメッキステンレスクランクケースカバーネジセット

ステンレスクランクケース
ボルトセット

◎クランクケース用
　（M6×50…1本/M6×60…2本）
　（M6×65…4本）

●12V系エンジンに対応したクランクケースカバー、クラッチカバー＆
クランクケース用ステンレス製キャップボルト、ステンレス製皿小ネジ
をラインナップ。

※M6は全てステンレス製キャップボルト、M5はステンレス製皿小ネジ。

ステンレス＆ステンレス24Kメッキ
クランクケース＆ケースカバーネジセット

キット
内容

キット
内容

テールランプレンズ固定用 NiCr仕上げ
タッピングビスセット 3×42

テールライトASSYは含まれません。テールライトASSYは含まれません。

◎クランクケースカバーネジセット
　（M6×28…1本/M6×35…2本）
　（M6×40…5本/M6×55…1本）
　（M6×65…1本/M6×100…1本）
　（M5×12…2本）

◎クランクケースネジセット
　（M6×50…1本/M6×60…2本）
　（M6×65…4本）

キット
内容

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

24K
メッキ
24K
メッキ

クランクケースカバーネジセット クランクケースネジセット
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品名

カムチェーンガイドローラー
対応純正品番＃14610-086-010/013

品番 希望小売価格（税抜）

270833 ￥800

カムチェーンテンショナーローラー
対応純正品番＃14502-086-000 270834 ￥500

品名 品番 希望小売価格（税抜）

ロッカーアームTypeⅠ（1pc）

ロッカーアームシャフト（2pcs/1set）
※対応純正品番＃14431-035-020。

※対応純正品番＃14451-035-000。

270814 ￥1,280

270815 ￥800

ロッカーアームTypeⅡ（1pc）

バルブアジャストスクリューセット（2set/1kit）
※対応純正品番＃14431-GK4-760。

※対応純正品番 NUT ＃90206-001-000 / SCREW＃90012-333-000。

270816 ￥1,200

270817 ￥680

●ヘッドオーバーホール時に使用頻度の高いパーツをラインナップしました。
全て日本製で、純正相当品です。

ロッカーアーム

ロッカーアームシャフト
バルブアジャストスクリューセット

ロッカーアーム・ロッカーアームシャフト
バルブアジャストスクリューセット

ステンレス＆ステンレス24Kメッキ＆HONDA純正タイプ
シリンダーヘッドサイドネジセット

カムチェーンガイドローラー&
カムチェーンテンショナーローラー

カムチェーンガイドローラーピン
24Kメッキ カムチェーンガイドローラーピン

レーシングカムチェーン

強化クラッチスプリング

①継ぎ目のない滑らかな表面と優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュの採用により巻ブッ
シュ採用の標準型ローラーチェーンに比べ、磨耗寿命が1.8～4倍という性能を実現。
②リンクプレートの厚みをDID標準型の約1.4倍とし、最大許容張力を約1.5倍に設定。使用条件の厳し
いハイチューンエンジンに対応。（標準型DID25→75kgf,DID25HT→110kgf）
③ピンをダイハードα処理することにより、ピン表面に非常に硬い被膜を形成し、エンジンオイル内に混
入した微細な鉄粉などに対しても優れた耐磨耗性を発揮。

モンキー,ゴリラ、etc.
（チェーンサイズ＃25、 リンク数82リンクに対応。）

品番適用車種/仕様 希望小売価格（税抜）

270115 ￥3,200

●DID最高級チェーンDID25HT・DHAを採用！

●ノーマルに比べ
　20％バネレートUP！

適用車種

モンキー、ゴリラ、JAZZ 4速マニュアル車
品番 希望小売価格（税抜）
270032 ￥1,200（1set）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー,ゴリラ 270801 ￥1,280

◎スタッドボルト1×2本（L=188mm）
◎スタッドボルト2×2本（L=196mm）

●純正と同材質、同寸法のノーマル
リプレイス用スタッドボルト。

品番 希望小売価格（税抜）

270821 ￥800（1set）ステンレス製

270848 ￥500（1set）HONDA純正タイプ

270836 ￥1,200（1set）ステンレス製
24Kメッキ

品名

●12Vモンキー/12Vゴリラ系エンジンに対
応した、シリンダーヘッドサイドネジセット。
　ステンレス製キャップボルト&銅ワッシャのセ
ット。

◎ステンレス製/ステンレス製24Kメッキ用
　（M6x110…1本）
　（M6x20…  2本）
　（銅ワッシャ…1個）

◎HONDA純正タイプ用
　（M6x110…1本）
　（銅ワッシャ…1個）

シリンダースタッドボルトセット

キット
内容

キット
内容

made in japan

適用車種

モンキー,ゴリラ
※対応純正品番#14615-035-010。

品番 希望小売価格（税抜）

270828 ￥500（1set）
made in japan

適用車種

モンキー,ゴリラ
※対応純正品番#14615-035-010。

品番 希望小売価格（税抜）

270849 ￥800（1set）
made in japan

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

24K
メッキ
24K
メッキ

24K
メッキ
24K
メッキ

●オーバーホール時に使用頻度
の高いオイルシール3点をラ
インナップ。

品番 希望小売価格（税抜）

270803

270804

￥800

￥500

オイルシールセット

キックアーム部オイルシール（2pcs）

品名

270805

270806

￥500

￥500

フロントスプロケット部オイルシール（2pcs）

シフトアーム部オイルシール（2pcs）

※対応純正品番＃91202-302-010。
　オイルシール寸法13.8×24×5。

※対応純正品番＃91203-GB5-761。
　オイルシール寸法17×29×5。

※対応純正品番＃91208-KB4-671。
　オイルシール寸法11.6×24×10。

※各オイルシール1pcをセットに。

A

B

C

A

B

C

オイルシールセット

使用可使用可

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 
モンキー,ゴリラ

適用車種 
モンキー,ゴリラ

24Kメッキ カムチェーンガイドローラーピン（ガスケット付）

カムチェーンガイドローラーピン（ガスケット付）

HONDA純正タイプ
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ノーマルマニュアルクラッチプッシュロッド用
オイルシール 12×21×4

キット
内容

●日本製で、純正相当品です。

◎ジェネレーター部
　オイルシール（1pc）
◎Oリング（107×2…1pc）
◎Oリング（6×1.7…2pcs）
◎皿小ネジ（6×16…2pcs）

●オーバーホール時に使用頻度の高い、ジェネレーター部オイルシールを
追加ラインナップ。（全て、日本製、純正相当品。）

品番 希望小売価格（税抜）

270840 ￥500（2pcs）

￥300（5pcs/1pack）

ジェネレーター部
オイルシール

270841 ￥800ジェネレーター部
オーバーホールキット

品名

270843

270825

￥550ジェネレーター部
オーリングキット（皿小ネジ付）
ジェネレーター部 皿小ネジ
M6×16

ジェネレーター部オイルシール
ジェネレーター部オーバーホールキット 

●ホイールベアリングとダスト
シールをセットにしました。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー（Z50JZ～） 270621 ￥1,800
270631 ￥1,800

品名
フロントホイール用
リアホイール用

ホイールベアリング リペアーキット

フロント/リアホイールオイルシールセット

※対応純正品番#93600-06016-OA。

※対応純正品番#91302-001-020。

品番 希望小売価格（税抜）

270844 ￥400（2pcs/1set）

タペットキャップ用O-リング

品名 品番 希望小売価格（税抜）

クラッチ補修用ロックワッシャ（2pcs）
※対応純正品番＃90431-086-000。 270810 ￥400

●ヘッドオーバーホール時に使用頻度
の高いパーツをラインナップしまし
た。全て日本製で、純正相当品です。

品番 希望小売価格（税抜）

270811 ￥680（2pcs/1set）

270812 ￥680（4pcs/1set）

ステムシールセット

コッターセット

品名

270813 ￥680ヘッドワッシャセット
（M6 ステンレスワッシャ×3／M6銅ワッシャ×1）

※対応純正品番＃12209-GB4-681/2。

※対応純正品番＃14781-MA6-000。

コッター・ステムシール・
ヘッドワッシャ

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
モンキー,ゴリラ 272013 ￥1,180

◎クラッチカバー用ノックピン φ8×12×2ケ
◎クランクケース用ノックピン φ10×14×2ケ
◎シリンダー下側用ノックピン φ8×12×2ケ
◎シリンダー上側用ノックピン φ8×14×2ケ
◎カムギヤ用ノックピン φ8×12×1ケ
※カムギヤ用ノックピンは12V系エンジンでのみ使用。

●モンキー/ゴリラ系エンジンで使用
されているノックピンを1台分セッ
トにしました。

キット
内容

ノックピンセット

クラッチ補修用 ロックワッシャ

品名 品番 希望小売価格（税抜）

レベルゲージオーリング（1pc） 270818 ￥250

※レベルゲージは含まれません。
※対応純正品番＃91307-035-000。

品番 希望小売価格（税抜）

270845 ￥500
※対応純正品番#91201-035-015。

レベルゲージオーリング

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー（Z50JZ～） 270626 ￥880（1set）
※対応純正品番 F＃91252-001-023（21×35×5.5） R＃91251-045-005（18×32×8）。

ステンレス製リアホイールカラー
適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー（Z50J～J9） 270628 ￥1,000
※対応純正品番 ＃42312-120-000。

●モンキー/ゴリラ系エンジンのク
ラッチ補修に欠かせない、ロック
ワッシャをラインナップ。

※ワッシャBは含まれません。

適用車種 モンキー,ゴリラ
（Z50JF以降及び12V系エンジン）

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

適用車種 モンキー,ゴリラ

※補修用パーツはP11をご参照下さい。
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ロングアクセルワイヤー
●ハンドル交換時の必須アイテム。アクセルワイヤー長L=650mm及び
800mmに設定。
●純正アクセルホルダー、京浜PC20キャブに対応。

●高密度複よりステンレスワイヤーとテフロンチューブの採用により、伸びが
少ない上、非常に滑らかなクラッチ操作を実現しました。

●ホイールインチアップ時の必需品。　●メーターケーブル長 L=700mmに設定。

品番LENGTH 希望小売価格（税抜）

270276 ￥2,000
270277

650mm
800mm ￥2,000

品番COLOR 希望小売価格（税抜）

270201 ￥1,800BLACK

品番 希望小売価格（税抜）

270175 ￥1,800

《ノーマルスピードメーターケーブル長（当社測定値）》
モンキー 550mm（JZ～JE）
 530mm（JF～J2）

ゴリラ 600mm（JZ～JJ）
 530mm（JW～J1）

《ノーマルアクセルワイヤー長（当社測定値）》
モンキー（590mm）・ゴリラ（600mm）・モンキーBAJA（620mm）
※フレームNo.Z50J-1600007以前のモンキー・ゴリラ及びモンキーR/RTには使用で
きません。

ステンレスクラッチワイヤー

ロングスピードメーターケーブル

品番 希望小売価格（税抜）

270202 ￥2,800

品番 希望小売価格（税抜）

270177 ￥2,500

品番 希望小売価格（税抜）

270174 ￥1,800

品番 希望小売価格（税抜）

270176 ￥2,500

STDサイズ

スピードメーターケーブル STDサイズ

使用可使用可

使用可使用可

適用車種 モンキー/バハ,ゴリラ（フレーム No.Z50J-1600008～）
　　　　　　　　　　　　　　  （フレーム No.AB27-1000001～）

適用車種 モンキー,ゴリラ（フレーム No.Z50J-1600008～）
　　　　　　　　　　　  （フレーム No.AB27-1000001～）

適用車種 
12Vモンキー/ゴリラ/6Vモンキー（Z50Jz以降）

適用車種 モンキー/バハ,ゴリラ（フレーム No.Z50J-1300017～）
　　　　　　　　　　　　　　  （フレーム No.AB27-1000001～）

ラバーコーティッドメタルベースガスケット
●シール性、耐震性に優れた
メタルラバーコートタイプ。
●t=0.45mm

品番 希望小売価格（税抜）

270114 ￥800

適用車種 モンキー,ゴリラ

※純正対応品番#44830-165-000（L=550mm）。

ステンレスブレイデッドPVCコーティング

ステンレスブレイデッドPVCコーティング

ステンレスブレイデッドPVCコーティング
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●外観をステンレスメッシュ
でカバーすることにより
質感を高めました。

●ポッシュオリジナルフィッ
ティングで取り付け、取り
外しが簡単です。

品番COLOR適用車種 希望小売価格（税抜）

270180 ￥18,000モンキー,ゴリラ
（フレームNo.Z50J-1300017～）アルマイト仕上げ

品番COLOR 希望小売価格（税抜）

298080-01 ￥1,800
298082-01 ￥1,800

ブルーアルマイト仕上げ
シルバーアルマイト仕上げ

品番COLOR品名 希望小売価格（税抜）

298080 ￥3,200
298082 ￥3,200

ブリーザーホースキット
（ホースエンド付）

ブルーアルマイト仕上げ
シルバーアルマイト仕上げ

品番COLOR 希望小売価格（税抜）

200085-03 ￥1,600
200087-03 ￥1,600

ブルーアルマイト仕上げ
シルバーアルマイト仕上げ

品番COLOR適用車種 希望小売価格（税抜）
270080 ￥8,500
270081 ￥8,500

モンキー,ゴリラ
JAZZ

ヘッド取り出しタイプ
クランクケース取り出しタイプ

●ステンレスブレードホースを採用することにより質感を高めました。
●オリジナルフィッティングの採用で取り付け、取り外しが簡単です。
●フィッティング部にOリングを採用し、オイルにじみをシャットアウト。

装着例

●クランクケース取り出しタイプ。
※アルミ削り出しホースエンド採用。

ステンレスブレード
ブリーザーホースキット

オイルキャッチタンク

ブリーザーホースキット
（ホースエンド付）

※補修用パーツについては、お気軽にご相談下さい。

※補修用パーツについては、P25
　をご参照下さい。
※♯270080（ヘッド取り出しタイ
　プ）はFi車使用不可。

モンキー/バハ,ゴリラ（77～105mm調整可能）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

モンキー/バハ,ゴリラ 271132 ￥6,800

●シフトペダルアーム長を調整可能。
●レーシングショートステップキット
装着時、ちょっと気になるシフトペ
ダルポジションも、ライダーの好み
にセッティング可能。

装着例

●アルミ削り出しアルマイト仕上げ。
●リターンスプリング付。

品番 希望小売価格（税抜）

270225 ￥6,500SILVER
COLOR
（フレームNo.Z50J-1300017～）

271225 ￥6,500SILVER
（フレームNo.AB27-1000001～）

※12Vモンキー
　（フレームNo.Z50J-2100001～）に 
　付いている、サイドスタンド警告灯及び、
　イグニッションカットオフスイッチは作動
　しなくなります。

モンキー,ゴリラ適用
車種

8インチ用アルミサイドスタンド

アジャスタブルシフトペダル

ステアリング用
テーパーローラーベアリング

●テーパーローラーベアリング採用による軸受面積の増加によりガタの少な
いスムーズなハンドリングを実現。

品番 希望小売価格（税抜）

270640 ￥6,000

※本製品の取り付けは、車輌本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、
　技術が必要です。又、確実な取り付けには専用工具が必要です。

適用車種
モンキー/ゴリラ（Z50JZ～）
12Vモンキー/ゴリラ
APE50/100
XR50/100 Motard
NSR50/80/Mini,NS-1

使用可使用可

使用可使用可

使用可使用可

キット
内容

◎SUS・M8キャップボルト×1pc
◎SUS・M8ナット×1pc
◎SUS・M8スプリングワッシャ×1pc
◎SUS・M8平ワッシャ×2pcs

サイズ 品番 希望小売価格（税抜）

200390-100M8×100 ￥650
￥700
￥750
￥800

200390-110M8×110
200390-120M8×120
200390-130M8×130

M8ステンレスキャップボルト
ロングサイズセット

ブリーザー取り出し

ホースエンド

補修用
パーツ

適用車種 モンキー,ゴリラ

アルマイト仕上げ
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ジュラルミンリアスプロケット
●スプロケットに最適なA7075-T6材を使用。
●レーシングユースに最適な軽量高強度スプロケット。
●6V,12V車共通。

●強度、耐磨耗性にすぐれたSCM材を使用。表面は、チェーンとの
　初期なじみをよくするためにメッキ処理を施しました。
●フィキシングプレート付

歯数チェーンサイズ 希望小売価格（税抜）

12T
13T
14T
15T
16T

￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800
￥1,800

品番

270285-12
270285-13
270285-14
270285-15
270285-16

＃420

適用車種
モンキー,ゴリラ,マグナ50
JAZZ,リトルカブ　etc.

適用車種 モンキー/バハ,ゴリラ（フレーム No.Z50J-1300017～） 6V,12V車共通

リアスプロケットナット

品名 品番 希望小売価格（税抜）

Ｍ8Ｐ1.25フランジ付Uナット3pcs/1set 270822 ￥800
補修用
パーツ

フロントスプロケット 使用可使用可

使用可使用可

歯数チェーンサイズ GOLD 品番 希望小売価格（税抜）
272282-2828T

29T
30T
31T
32T
33T
34T
35T

272282-29 ￥5,500
￥5,500

272282-30 ￥5,500

272282-34 ￥5,800
272282-35 ￥5,800

272282-31 ￥5,500
272282-32
272282-33

￥5,800
￥5,800

＃420

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
270822モンキー,ゴリラ ￥800

◎Ｍ8 Ｐ1.25
　フランジ付Uナット×3ヶ

キット
内容

リアスプロケットナット

品番 希望小売価格（税抜）

270820 ￥680（2pcs/1pac）M12フランジ付Uナット for アクスルシャフト
品名

●ネジサイズ：M12  P1.25

適用車種 モンキー,ゴリラ,APE50/100
　　　　　NSR50/80,NS-1 etc

M12フランジ付Uナット
for アクスルシャフト

使用可使用可

使用可使用可

標準スプロケット＆チェーンサイズ表
フロント リア チェーンサイズ リンク数

モンキー 6V 3速 12T   37T #420 76
モンキー 6V 4速 12T   31T #420 72
ゴリラ 6V 4速 12T   31T #420 72
モンキー 速 13T   31T #420 7212V 4
ゴリラ 速 13T   31T #420 7212V 4

Fe製NiCrメッキ仕上げ
シート固定ボルト&ナットセット

品番 希望小売価格（税抜）

270832 ￥400

※ボルトは全ネジタイプとなります。
　（純正は全ネジタイプではありません。）

適用車種 
モンキー,ゴリラ（Fi車は除く。）
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APE & XR MotardAPE & XR Motard

APE50

APE100

295560 ￥55,000
適用車種
APE50・XR50Motard

298560 ￥55,000APE100・XR100Motard

品番 希望小売価格（税抜）

●軽量アウターローター（ローター重量約445g）を採用、Pick Upの向上を実現。
●デジタルC.D.I.を採用、CPU交換によるプログラマブルシステムを採用。
●低回転でも安定した点火を実現し、アイドリングを確保。

APE50/100・XR50/100Motard用
エンデュランスアウターローターキット

ツインリミッターユニット
ピットロードリミッター＆オーバーレブリミッター搭載

for APE50/100 for XR50/100 Motard

5種類（AP-1/AP-2/
AP-3/AP-4/AP-5）
の プログラム済 み
CPUからチョイスして
頂けます。1CPUに4
種類の点火時期がプロ
グラムされております。
リミッター付の回転リ
ミッターは1CPUにつ
き1種類指定できます。

5種類（DLMA-1/DLMA-2/
DLMA-3/DLMA-4/DLMA-
5）のプログラム済みCPUから
チョイスして頂けます。1CPU
に4種類の点火時期がプログ
ラムされております。
リミッター回転数の指定は
1CPUにつき1種類又はリミッ
ター解除指定できます。

オプションパーツ
￥500（税抜）271569CPU取り外し専用工具 ICエキストラクター

￥2,200（税抜）295569HONDAミニ系 ロータープーラー（M27×P1.0逆ねじ）

オプションパーツ

オプションパーツ

￥500（税抜）271569CPU取り外し専用工具 ICエキストラクター

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

295565-01
品名

AP-1

品番 希望小売価格（税抜）

295565-02AP-2

295565-03AP-3

295565-04AP-4

295565-05

295565-01L（rpmリミッター付） 

295565-02L（rpmリミッター付） 

295565-03L（rpmリミッター付） 

295565-04L（rpmリミッター付） 

295565-05L（rpmリミッター付） 
AP-5

※APE50・XR50Motardと　
　APE100・XR100Motard
　はステータ－コイルステー形
　状が異なります。

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

295661 ￥28,000
適用車種

APE50/100・XR50/100 Motard
品番 希望小売価格（税抜）

271665-01（12,000rpmリミッター付） 
品名

DLMA-1

品番 希望小売価格（税抜）

DLMA-2

DLMA-3

DLMA-4

271665-01L（リミッター回転数指定） 
271665-02（12,000rpmリミッター付） 
271665-02L（リミッター回転数指定） 
271665-03（12,000rpmリミッター付） 
271665-03L（リミッター回転数指定） 
271665-04（12,000rpmリミッター付） 
271665-04L（リミッター回転数指定） 
271665-05（12,000rpmリミッター付） 
271665-05L（リミッター回転数指定） 

DLMA-5

●純正ローターに対し、約25％軽量化。Pick Up の向上を実現。
　（ノーマル1,076g/D.L.800g　当社測定値）
●点火時期デジタル処理に対応したローターピックアップ部を採用。
●デジタルC.D.I.を採用。（標準装備CPU/12,000rpm回転リミッター付）
   内蔵ディップスイッチによりMAP1～MAP4の点火時期がチョイス可能。
●オプションCPUへの交換による点火時期設定変更可。
※ステーターコイルは純正をご使用下さい。
※ノーマルC.D.I.はご使用頂けません。

APE50/100・XR50/100Motard用
D.L.ローターキット Digital Light-Weight

for APE50/100

for XR50/100 Motard◎レーシングSPハーネス×1
◎キルスイッチ×1
◎インシュロックタイ（250mm）×2
◎インシュロックタイ（150mm）×2
◎2Pカプラー（オス端子2pcs付）×1

●当社電気式タコメーターが駆動可能な直流電
源《+16V（Max）》を設定しました。

キット
内容

※蓄電能力はございませんので、発電能力の低い低回転や
　消費電力の大きな電子パーツを接続した場合は、正常に作動しない場合があります。

※当社C.D.I.スーパーバトル専用。
　ノーマルC.D.I.使用不可。

レーシングSPハーネスキット
レーシングSPハーネスキット用アダプター

適用車種品名 品番 希望小売価格（税抜）

APE50/100用レーシングSPハーネスキット 295215 ￥4,800
APE100（XZ1009）レーシングSPハーネスキット用

アダプター
295215-01 ￥650

XR50/100Motard用 295215-02 ￥650

各16種類を内蔵、変更可能。

●リミッター回転数は、ピットロード用、メインコース用の２種類を
　ハンドルに取り付けたスイッチにて走行中に切り替え可能。
●設定リミット回転数は、ピットロード用、メインコース用にそれぞれ１6種類を内蔵。
ピットロード用4000rpm～7750rpm/ステップ250rpm
メインコース用8000rpm～15500rpm/ステップ500rpm
●電源はDC12Vバッテリー又は6P9V電池にて作動。
　APE/MONKEYの灯火系コイル装着車はレギュレーターから電源を確保可。

キット内容 ◎TWIN LIMITERユニット
◎切り替え用スイッチ

◎rpm信号取込用ハーネス
◎レギュレーター接続用電源ハーネス

品番 希望小売価格（税抜）

271510-01 ￥1,0006P9Vスイッチ付電池ケース for ツインリミッター
品名

※Fi車には使用できません。

品番 希望小売価格（税抜）

295510 ￥18,000APE50（XZ50 1～7）,XR50/100 Motard
APE100（XZ100 2～8）

品名

271510 ￥18,00012V MONKEY,APE100（XZ100 9）

￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
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適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

APE50
XR50/100 Motard 295225 ￥6,500

●ジュラルミン削り出しアルマイト仕上げ。

※補修部品については、お気軽にご相談下さい。
※サイドスタンドを未格納状態で、トランスミッションを
   ニュートラル以外に入れた場合、エンジンが停止する
   イグニッションカットオフ機能は作動しなくなりますの
　でご了承下さい。
※写真はAPE50用。

●ZⅡタイプテールランプのテール部面積を約60%にサイズダウン。
●ZⅡタイプテールカウルとグッドマッチング。

テールランプキットのレンズに加工されたリフレクターは公式な承認を得ていません。
道路運送車両法厳守のため、リフレクターの装着をお願いします。ご使用上の注意

約99mm

約83mm

●ノーマルフェンダーにボルトオン、ジャストフィット。
（12V10/5W G18型バルブ付） for APE50/100

298045 ￥2,800
品番COLOR 希望小売価格（税抜）

SILVER
●スカチューンの必須アイテム。

for APE50/100

APE100装着例

マッドガード

アルミサイドスタンド

ボルトオンテールランプキット

品番適用車種 希望小売価格（税抜）

296437 ￥5,800ユーロタイプ/NiCr
STDタイプ/NiCr

296438 ￥6,000

296436 ￥5,000

ユーロタイプスモーク/NiCr

レンズタイプ/フレームカラー

APE50（～'07）
APE100（～'08）

●ナンバープレートステーはNiCr仕上げ。

ユーロタイプ/NiCr

STDタイプ/NiCr

ユーロタイプスモーク/NiCr

for APE50/100
for XR50/100 Motard

ユーロタイプレンズ・ユーロタイプスモークレンズ
STDタイプレンズ・NiCr仕上げフレームテールランプキット

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295256 ￥5,400APE50（～'07）/ APE100（～'08）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295266 ￥5,400APE50（～'07）/ APE100（～'08）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295336 ￥6,400APE50（～'07）/ APE100（～'08）

ルーカス型テールランプキット

ミニZⅡタイプテールランプキット

ミニキャッツアイテールランプキット

ルーカス型テールランプキット ミニキャッツアイテールランプキット

※APE50：インジェクション仕様（'08～）APE100：キャタ
ライザー付車輌（'09）は接続端子形状が異なります。
このアダプターを使用頂くとボルトオンで装着できます。

オプションパーツ

￥600295436-01APE50（'08～）
APE100（'09）

APE50：インジェクション仕様（'08～）APE100：キャタライザー付車輌（'09）対応用
テールランプ接続端子変換アダプター

※HONDA APEにご使用の場合はノーマルケーブルがご使用頂けます。

NiCrミニトラッカーバー

アルミブレース付ミニトラッカーバー

●ノーマルに比べ、若干絞り込まれたポジションを選択。

品番 希望小売価格（税抜）

295150 ￥3,200NiCrミニトラッカーバー
295155
295155-AN

￥4,200
￥5,000

NiCrミニトラッカーバーアルミブレース付
NiCrミニトラッカーバーNiCr仕上げアルミブレース付

COLOR

for APE50/100 for XR50/100 Motard

ミニトラッカーバー

オプションパーツ
品名 品番 希望小売価格（税抜）

270150-AアルミハンドルブレースType260/アルマイト仕上げ
アルミハンドルブレースType260/NiCr 仕上げ

￥1,500
270150-AN ￥2,000
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キット
内容

適用車種 希望小売価格（税抜）

APE50,XR50 Motard
APE100,XR100 Motard

品番

295028
298028

￥1,200
￥1,200

◎パワー
　ブースター1ケ
◎ガスケット1枚

●ノーマルスペーサーにより制御されているキャブレターのポテンシャルをパ
ワーブースターの装着により100％発揮させることが可能となります。

パワーブースター

for APE50/100 for XR50/100 Motard

APE100APE50

パワーファンネルフィルター 取付径 φ35mm

NEW 12V モンキー/ゴリラ(AB27-1000001以降のモデル）
HONDA APE50/100　ケイヒンPC20キャブレター装着車・etc

適用車種

品番品名 希望小売価格（税抜）

271480ニップルなしタイプ ￥2,200
271485エアーブリードホース取付用ニップル付タイプ ￥2,800

製品仕様
■ 全長：70mm
■ フィルター部寸法
　 外径Φ75mm 長さ52mm
■ ニップル外径：6.2mm

　エアーブリードホース取り付け用
←ニップル付タイプも
　ラインナップ。

ファンネル型
ラバージョイントを採用。

●ファンネル型ラバージョイントを採用。空気の吸気抵抗を減少し吸入効率をアップ。
●取り付け径：φ35mmのユニバーサルタイプ。

製品仕様 ■ フィルター部寸法：長部高さ 約102mm / 短部高さ 約77mm
 幅 約52mm  長さ 約72mm

■ ニップル外径 ：6.2mm
取り付け位置/中心線上、端部より約17mm

品名 品番 希望小売価格（税抜）

471480オーバルパワーフィルター　ニップルなし ￥2,400
471485オーバルパワーフィルター　エアーブリ－ザ－ニップル付 ￥3,000

●取り付け径：φ44mm（ユニバーサルタイプ）
●代表的な適合キャブレター：ケイヒンPE24/22/20、ミクニVM26/24/22

オーバルパワーフィルター

エアーブリードホース取り付け用
ニップル付タイプもラインナップ
                                   ↓

for APE50/100 for XR50/100 Motard

品番COLOR 希望小売価格（税抜）

298080
298082

￥3,200
￥3,200

ブリーザーホースキット
（ホースエンド付）

ブルーアルマイト
シルバーアルマイト

品名

●クランクケース取出しタイプ。
※アルミ削り出し・ホースエンド採用。 for APE50/100

for XR50/100 Motard

ブリーザーホースキット（ホースエンド付）

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

APE50/100,XR50/100 Motard 295132 ￥6,800
※補修部品については、お気軽にご相談下さい。

●シフトペダルアーム長を調整可能。
●レーシングポジションキット又はレーシングショートステップキット装着時、
ちょっと気になるシフトペダルポジションも、ライダーの好みに
　セッティング可能。

for APE50/100 for XR50/100 Motard

アジャスタブルシフトペダル

●オープンエンドタイプ。
●純正比約15％ハイスロットル。

◎フラットフェイススロットルコーン×1ケ
◎グリップスラストワッシャー×1ケ

フラットフェイススロットルコーン

キット
内容

for APE50/100
for XR50/100 Motard

純正比
約15％
ハイスロットル

品番 希望小売価格（税抜）
271367 ￥800BLACK

COLOR

※アクセルグリップはキットに含まれておりません。別途、ご購入下さい。
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●ヨーロッパテクノロジーに
よる新開発、高摩擦係数
クラッチ板を採用。
　強化クラッチスプリングと
の併用により、エンジンパ
ワーを確実に伝達します。

適用車種 希望小売価格（税抜）
APE50,XR50 Motard
APE100,XR100 Motard

￥1,200
￥1,200

品番
295032
298032

適用車種 希望小売価格（税抜）
APE50,XR50 Motard
APE100

￥5,200
￥6,600

品番
295031
298031

●プレッシャー圧力20％UP！

for APE50/100
for XR50/100 Motard

for APE50/100
for XR50 Motard

強化クラッチスプリング

強化クラッチキット
ユーロバージョン

●テーパーローラーベアリング
採用による軸受面積の増加に
よりガタの少ないスムーズな
ハンドリングを実現。

品番 希望小売価格（税抜）

270640 ￥6,000
※本製品の取り付けは、車輌本体メーカー発行の
　サービスマニュアルによる確かな知識及び、技術が
　必要です。又、確実な取り付けには専用工具が必要です。

適用車種
モンキー,ゴリラ（Z50JZ～）
12Vモンキー,ゴリラ
APE50/100
XR50/100 Motard
NSR50/80/Mini,NS-1

●高密度複よりステンレスワイヤーとテフロンチューブの採用により、伸びが
少ない上、非常に滑らかなクラッチ操作を実現しました。

for APE50/100

ステンレスクラッチワイヤー

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295175APE50/100 ￥1,200
224175XR50/100 Motard ￥1,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295176APE50/100 ￥2,800

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295201APE50/100 ￥1,800

●補修用スピードメーターケーブル。

for APE50/100 for XR50/100 Motard

スピードメーターケーブル

for APE50/100
for XR50/100 Motard

295807 ￥1,800
適用車種

APE50/100（～'05：XZ501～4/XZ1002～4）
APE50/100（'06～'08XZ506～8/XZ1006/7） 224807 ￥2,000XR50/100 Motard

品番 希望小売価格（税抜）

キット
内容

◎Rクランクケースカバー用(品番：295807)
（M6×35…1本、M6×40…1本・M6×80…6本、M6×100…1本）
◎Rクランクケースカバー用(品番：224807)
（M6×35…1本、M6×40…1本・M6×80…5本、M6×100…2本）
◎Lクランクケースカバー用（品番：295807,224807共通）
（M6×35…4本、M6×50…1本）

for APE50/100
for XR50/100 Motard

ステンレス クランク
ケースカバー ボルトセット

●ホイールベアリングとダストシールを
セットにしました。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

APE50/100
（※ディスク車を除く）

295621 ￥1,800
品名
フロントホイール用

295631 ￥2,200リアホイール用

XR50/100 Motard 610621 ￥2,400フロントホイール用
610631 ￥2,400リアホイール用

ホイールベアリング
リペアーキット

ステアリング用
テーパーローラーベアリング

ステンレスブレイデッドPVCコーティング

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295202APE50/100 ￥2,800

ステンレスブレイデッドPVCコーティング

使用可使用可

※対応純正品番#12251-KN4-751（ヘッド）12191-KN4-750（ベース）に対応。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
298115APE100,XR100 Motard ￥1,800

リペアーガスケットキット

for APE100,XR100Motard

※写真はAPE用です。 ※写真はAPE用です。

※写真はAPE用です。 ※写真はAPE用です。
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for APE50/100
for XR50/100 Motard

for APE50/100
for XR50/100 Motard

for APE100
for XR100 Motard

for APE50/100
for XR50/100 Motard

※対応純正品番#12391-149-003。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295093APE50/100,XR50/100 Motard ￥950

※対応純正品番#12208-413-003。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295811APE50/100
XR50/100 Motard ￥800（2pcs/1set）

A

B

適用車種

APE50,XR50Motard
品名 品番 希望小売価格（税抜）

クランクケースガスケットセット 295036 ￥2,400（3pcs/1set）
APE100,XR100Motard

APE50,XR50Motard

クランクケースガスケットセット 298036 ￥2,400（3pcs/1set）

295039 ￥950（1pc）クランクセンターガスケット
※対応純正品番#11191-GN1-730。

APE100,XR100Motard 298039 ￥950（1pc）クランクセンターガスケット
※対応純正品番#11191-KN4-750。

APE50,XR50Motard
APE100,XR100Motard

295037 ￥850（1pc）クラッチカバーガスケット
※対応純正品番#11393-KN4-750。

295038 ￥650（1pc）スプロケットカバーガスケット
※対応純正品番#11394-KN4-750。

A

B

C

C

適用車種

APE50
XR50Motard

品名 品番 希望小売価格（税抜）

オイルシールセット（3pcs/1set）

オイルシールセット（3pcs/1set）

295803 ￥800

APE100
XR100Motard
APE50,XR50Motard
APE100,XR100Motard

298803 ￥1,000

295804 ￥500（2pcs）キックアーム部オイルシール
※対応純正品番#91204-286-003。

APE50,XR50Motard
モンキー（Fi車使用可）,ゴリラ 270806 ￥500（2pcs）シフトアーム部オイルシール

※対応純正品番#91208-KB4-671。

APE100
XR100Motard 298806 ￥900（2pcs）シフトアーム部オイルシール

※対応純正品番#91203-436-004。

270805 ￥500（2pcs）
フロントスプロケット部オイルシール

※対応純正品番#91203-GB5-761。
※対応純正品番#91203-035-005。

A

B

B

CAPE50/100
XR50/100Motard
モンキー（Fi車使用可）,ゴリラ

適用車種

APE50,XR50Motard
品名 品番 希望小売価格（税抜）

ノックピンセット 296013 ￥1,380
APE100,XR100Motard ノックピンセット 297013 ￥1,580

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

298840
APE100
XR100 Motard

￥900（2pcs/1set）

298843

品名

￥700（2pcs/1set）

ジェネレーター部オイルシール
※対応純正品番#91202-436-003。

ジェネレーター部オーリング
※対応純正品番#91303-436-003。

ヘッドカバーガスケット

ノックピンセット

ステムシールセット

for APE50/100
for XR50/100 Motard

※対応純正品番#90541-195-670。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

295094APE50/100
XR50/100 Motard ￥600（2pcs/1set）

オイルシールセット

クランクケースガスケットセット

キット
内容

◎φ8×14ノックピン
◎φ10×16ノックピン
◎φ10×16ノックピン穴付
◎φ12×20ノックピン

（2pcs）
（4pcs）
（2pcs）
（2pcs）

◎φ8×14ノックピン
◎φ10×16ノックピン
◎φ12×20ノックピン

（2pcs）
（6pcs）
（2pcs）

for APE50,XR50Motard for APE100,XR100Motard

●使用頻度の高いオイルシール
3点。キックアーム部、フロント
スプロケット部、シフトアーム
部を1setに。

ジェネレーター部オイルシール
ジェネレーター部オーリング

ヘッドカバー用
ラバーマウンティング

CBA

使用可使用可

※補修用パーツはP11をご参照下さい。
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※取り外しには専用ロータープーラーが必要です。

※ロータープーラーは純正ローター及びエンデュランスアウターローターの取り外しが可能です。

OthersOthers

456560 ￥60,000
品番 希望小売価格（税抜） ●点火時期のデジタル制御に対応

した軽量ローター（重量約450ｇ）
の採用により、幅広いチューニン
グエンジンに対応した点火時期特
性をチョイス可能。また、優れたレ
スポンス特性を実現。
●点火方式をノーマルのトランジス
タ点火からC.D.I.点火に変更。
●内蔵ディップスイッチにより、
MAP1～4までの点火時期がチョ
イス可能。
●内蔵CPU交換（OPTION設定）に
より、幅広い点火時期設定が可能。

KSR110用
エンデュランスアウターローターキット
KSR110用
エンデュランスアウターローターキット

オプションパーツ
￥500（税抜）271569CPU取り外し専用工具 ICエキストラクター

￥3,600（税抜）456569ロータープーラー（M28/P1.0＆M26/P1.0）

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

456565-01 ￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

品名

KS-1

品番 希望小売価格（税抜）

456565-02KS-2

456565-03KS-3

456565-04KS-4

456565-05

456565-01L（rpmリミッター付） 

456565-02L（rpmリミッター付） 

456565-03L（rpmリミッター付） 

456565-04L（rpmリミッター付） 

456565-05L（rpmリミッター付） 
KS-5

5種類（KS-1/KS-2/
KS-3/KS-4/KS-5）
のプログラム済みCPU
からチョイスして頂けま
す。1CPUに4種類の
点火時期がプログラム
されております。
リミッター付の回転リミ
ッターは1CPUにつき
1種類設定できます。

キット
内容 ◎テールランプAssy

適用車種

品番 希望小売価格（税抜）

850250

リトルカブ

￥6,800

スーパーカブ（C50N,C50P,C50S）
※スーパーカスタムは除く。

●テールまわりのカスタマイズの必需品！
　（12V10/5W G18型 バルブ付）

for SuperCub for LittleCub
a

c
b

品番 希望小売価格（税抜）COLOR

￥1,600
￥1,600

811387
811388

BROWN
BEIGE

品番 希望小売価格（税抜）COLOR

￥1,600
￥1,600
￥1,600

811380
811381
811385

BLACK
RED
WHITE

キット
内容

●当社レーシンググリップで、グリップ素材として好評を頂いております 
KRATON®Gを採用。

●カブのノーマルハンドルに対応しました。
　但し、スーパーカスタム（スーパーカブ）、カブ110には適合いたしません。

◎長さ：112mm
◎グリップ内径： アクセル側 φ24mm
　 クラッチ側 φ24mm

キット
内容

◎フラットフェイススロットルコーン×1ケ
◎グリップスラストワッシャ×1ケ

キット
内容

◎チェーンアジャスター R/L
　　　　　　　　　各1set

for SuperCub
for LittleCub

スーパーカブ,リトルカブ用
ミニタルグリップ 

●グリップ交換が容易なコーン本体に
凹凸がないフラットフェイスタイプ。
●オープンエンドタイプ。
●純正比約10%ハイスロットル。

スーパーカブ,リトルカブ用
フラットフェイス スロットルコーン

スーパーカブ,リトルカブ用
ラウンドテールキット

スーパーカブ,リトルカブ用
チェーンアジャスター

●純正形状を採用し、新登場！
●ナットを2個付属したダブルナット仕様。

※アクセルグリップはキットに含まれておりません。別途、ご購入下さい。
※（’12）スーパーカブ（NBC50c）、カスタム、及びカブ110には使用できません。

●L=130mm /カブ純正ハンドル対応タイプ。

811431 ￥2,200
COLOR

BLACK
品番 希望小売価格（税抜）

for SuperCub
for LittleCub

スーパーカブ,リトルカブ用
フォームラバーグリップ 

品番COLOR 希望小売価格（税抜）適用車種

（～'11）スーパーカブ/70/90,リトルカブ 855367 ￥800BLACK※（純正品番）53160-179-701等に対応。

※’12スーパーカブ（NBC50c）、カスタム、
　及びカブ110には使用できません。

品名適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
メッキチェーンアジャスタースーパーカブ50

リトルカブ50
850830 ￥1,200

ステンレスチェーンアジャスター 850831 ￥1,800
※対応純正品番 R側#95014-10010　L側#95014-10020。

e
d

a b c d e
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NSF100

オプションパーツ
￥500（税抜）271569CPU取り外し専用工具 ICエキストラクター

￥2,200（税抜）295569HONDAミニ系 ロータープーラー（M27×P1.0逆ねじ）

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

615665-01（12,000rpmリミッター付） ￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

品名

DLNSF-1

品番 希望小売価格（税抜）

DLNSF-2

DLNSF-3

DLNSF-4

615665-01L（リミッター回転数指定） 
615665-02（12,000rpmリミッター付） 
615665-02L（リミッター回転数指定） 
615665-03（12,000rpmリミッター付） 
615665-03L（リミッター回転数指定） 
615665-04（12,000rpmリミッター付） 
615665-04L（リミッター回転数指定） 
615665-05（12,000rpmリミッター付） 
615665-05L（リミッター回転数指定） DLNSF-5

●純正ローターに対し、約25％軽量化。Pick Up の向上を実現。
　（ノーマル1,076g/D.L.800g　当社測定値）
●点火時期デジタル処理に対応したローターピックアップ部を採用。
●デジタルC.D.I.を採用。（標準装備CPU/12,000rpm回転リミッター付）
　内蔵ディップスイッチによりMAP1～MAP4の点火時期がチョイス可能。
●オプションCPUへの交換による点火時期設定変更可。
●ノーマルタコメーター使用可。
※ステーターコイルは純正をご使用下さい。※ノーマルC.D.I.はご使用頂けません。

5種類（DLNSF-1/DLNSF-2/DLNSF-3/DLNSF-4/
DLNSF-5）のプログラム済みCPUからチョイスして頂
けます。1CPUに4種類の点火時期がプログラムされて
おります。リミッター回転数の指定は1CPUにつき1種類
又はリミッター解除指定できます。

NSF100用
D.L.ローターキット
Digital Light-Weight

品番 希望小売価格（税抜）
615460 ￥14,800

デジタルスーパーバトル プロブラック
●レース専用車輌専用モデル。
●高性能８ビットマイコンを使用し、
   点火時期をデジタル制御。
●MAP１～４の異なる点火時期特性を
   内蔵切換えスイッチでチョイス可能。
●リミッターは非内蔵、
   オーバーレブにご注意下さい。
●ノーマルタコメーター使用可。

615560 ￥55,000
適用車種
NSF100

品番 希望小売価格（税抜）

NSF100用
アウターローターキット

5種類（NSF-1/NSF-2/
NSF-3/NSF-4/NSF-5）
のプログラム済みCPU
からチョイスして頂けま
す。1CPUに4種類の
点火時期がプログラム
されております。リミッ
ター付の回転リミッター
は1CPUにつき1種類
指定できます。

オプションパーツ
￥500（税抜）271569CPU取り外し専用工具 ICエキストラクター

点火時期セッティング用プログラムド ワンチップマイコン

615565-01 ￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）
￥2,000（1CPU）
￥2,500（1CPU）

品名

NSF-1

品番 希望小売価格（税抜）

615565-02NSF-2

615565-03NSF-3

615565-04NSF-4

615565-05

615565-01L（rpmリミッター付） 

615565-02L（rpmリミッター付） 

615565-03L（rpmリミッター付） 

615565-04L（rpmリミッター付） 

615565-05L（rpmリミッター付） 
NSF-5

※ローターの取外しには
　専用のロータープーラー（別売）が必要です。

615661 ￥30,000
適用車種

NSF100
品番 希望小売価格（税抜）

NSF100用
スピードプロツインシリコンプラグコード付
レーシングIGコイル

●雑音の発生しにくい巻き線型ツインコアープラグコードを採用。
　プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除しより強力なスパークを追求。

コードCOLOR適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
615010-04①RED

BLACK
RED
②BLACK

615010-09 ￥5,800
￥5,800

615011-04 ￥5,800
615011-09 ￥5,800

IGコイルCOLOR

NSF100
RED

BLACK

●軽量アウターローターを採用、
　Pick Upの向上を実現。
●内蔵スイッチにより、
　MAP1～4の点火時期設定変更可。
●デジタルC.D.I.を採用。
　CPU交換による点火時期設定変更可。
●点火方式【DC-CDI】/デジタル制御点火移行回転数【約3,000rpm】
　アイドル点火時期【BTC16°/1,500rpm】/ローター重量【445g】
　純正タコメータードライブ回路付。

NSF100用
レーシングIGコイル EVO
スピードプロツインシリコンプラグコード付

●雑音の発生しにくい巻き線型ツインコアープラグコードを採用。
　プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除しより強力なスパークを追求。

コードCOLOR適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
615710-04①RED

②BLACK
③ステンレスブレイデッドタイプ RED
④ステンレスブレイデッドタイプ BLACK

615710-09 ￥10,800
￥10,800

615710-14 ￥12,200
615710-19 ￥12,200

NSF100

① ②

① ②

③ ④
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装着イメージ

●ジュラルミン 2017S削り出しノンアルマイト加工。
　先端部、エンジニアプラスチック圧入。

ショートステップバー（1pc）

●高密度複よりステンレスワイヤーとテフロンチューブの採用により、伸びが
少ない上、非常に滑らかなクラッチ操作を実現しました。

ステンレスクラッチワイヤー STDサイズ

品名 希望小売価格（税抜）

NSF100 カウルスライダー
品番

615675 ￥2,200（1set）

●エンジニアプラスチック削り出し。

NSF100 カウルスライダー

キット
内容

◎カウルスライダー ×2pcs

◎M6×25 キャップボルト ×2pcs

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

NSF100 615201 ￥1,800※純正品番22870-NX2-000に対応。

●HONDA純正タイプ。ディスクローター固定用。

品名 希望小売価格（税抜）品番

ローターボルト Type-H1B 1本入 800035-HB ￥350（1pc/1pac）

ローターボルト Type-H1B 3本入 220035-HB ￥1,000（3pcs/1pac）

ローターボルト Type-H1B 6本入 470035-HB ￥1,800（6pcs/1pac）
※重要保安部品の固定に使用しますので、再使用は絶対にしないで下さい。

適用車種 NSF100,NSR50/80K～
（※NSR50/80H,JはM8×33の為不適合）

Ø
1
6

3

9

Ø
1
0

M8P1.25 

6

Ø
1
2

24

ワイヤーロック用穴付
キャリパー固定ボルト（M8×25 P1.25）

ローターボルト
Type-H1B（M8×24）

●六角フランジボルト採用。
●SCM435
　強度区分10.9
　三価クロメート仕上げ

SUS304 A2-70
（一般的なステンレス製キャップボルト）

ＳＣＭ435  強度区分 10.9

耐力

900N/m㎡

450N/m㎡

1,000 N/m㎡

700N/m㎡

引張強度

品名 希望小売価格（税抜）品番

ワイヤーロック用 穴付キャリパー固定ボルト 2本入 820795-02 ￥500（2pcs/1pac）

ワイヤーロック用 穴付キャリパー固定ボルト 10本入 820795-10 ￥2,000（10pcs/1pac）

装着イメージ

装着イメージ

材料名

適用車種 
NSR50/80,NSF100,GROM etc.

品番 希望小売価格（税抜）

615126
適用車種

NSF100・NSR50/80 ￥2,200（1pc）
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GROM

オイルシール

ガスケット
ケースカバーガスケットセット 【各1pc】

235036 ￥1,600
品番

GROM
適用車種

GROM
適用車種

GROM
適用車種

希望小売価格（税抜） 純正対応品番
クラッチカバーG/K  11394-KYZ-900
ローターカバーG/K 11395-KPH-901

クラッチカバーガスケット 【1pc】

235037 ￥1,000
品番 希望小売価格（税抜） 純正対応品番

クラッチカバーG/K  11394-KYZ-900

ローターカバーガスケット 【1pc】

235038 ￥800
品番 希望小売価格（税抜） 純正対応品番

ローターカバーG/K 11395-KPH-901

フロントスプロケット部
オイルシール

ローターカバーガスケット クラッチカバーガスケット

シフトシャフト部
オイルシール

フロントスプロケット部 オイルシール 【2pcs】

GROM ￥800
適用車種

235805
品番 希望小売価格（税抜）

オイルシールセット 【各1pc】

GROM ￥650
適用車種

235803
品番 希望小売価格（税抜）

純正対応品番
フロントスプロケット部O/S  91204-KPH-901
（サイズ：17mm×30mm×5mm）
シフトシャフト部O/S  91208-KPH-901
（サイズ：11.6mm×24mm×10mm）

シフトシャフト部 オイルシール 【2pcs】

GROM ￥500
適用車種

270806
品番 希望小売価格（税抜）

ノックピン

ステムシールセット

コッターセット

レベルゲージ オーリング

カムチェーン ガイドローラー

※レベルゲージは含まれません。

270811
品番

GROM
適用車種 希望小売価格（税抜）

純正対応品番 12209-GB4-681

￥680（2pcs/1set）

純正対応品番 91307-KRM-840

270818
品番

GROM
適用車種 希望小売価格（税抜）

￥250（1pc）

純正対応品番 14610-KWB-600

270833
品番

GROM
適用車種 希望小売価格（税抜）

￥800（1pc）

純正対応品番 14781-MA6-000

270812
品番

GROM
適用車種 希望小売価格（税抜）

￥680（4pcs/1set）

236013 ￥1,280
品番

GROM
適用車種 希望小売価格（税抜）
ノックピンセット

※補修用パーツはP11をご参照下さい。

純正対応品番
ノックピン 10mm×12mm （6pcs）
　　　　　94301-10120
ノックピン  8mm×12mm （4pcs）
　　　　　94301-08120

品番 希望小売価格（税抜）
235822 ￥1,000

適用車種
GROM

●GROM（4pcs/1set）
　M8xp1.25 /フランジ付Uナット

リアスプロケットナット

●当社オリジナルデザイン Super IG Coil及び専用パワーデバイスの採用により、
スパーク電圧 約80％Up（当社測定結果）を実現。

※IGコイル単体での使用はECU破損の原因となる場合があります。必ず専用パワーデバイスと併用願います。

① ②

スーパーIGコイル キット
スピードプロツインシリコンプラグコード付 for GROM125

◎スーパーIGコイルAssy
　（プラグコード付） 1pc
◎専用パワーデバイス 1pc
◎専用サブハーネス 1pc
◎取付ステー 1pc  ◎取付ネジ 1set
◎IGコイルモニタリングキャンセラー 1pc

キット
内容

※235710-04/09には附属しません。

品番コードCOLOR 希望小売価格（税抜）

235710-04①RED
車種

GROM125
D/E/F/G

￥25,000
235710-09BLACK ￥25,000
238710-04REDGROM125

H/J
￥28,000

238710-09②BLACK ￥28,000
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ルーカス型テールランプキット

ユーロタイプレンズ・ユーロタイプスモークレンズ
STDタイプレンズ・NiCr仕上げフレームテールランプキット

ミニキャッツアイテールランプキット

ミニZⅡタイプテールランプキット

●ノーマルステーにイージーボルトオン。
（12V10/5W G18型バルブ付）

ルーカス型

ミニキャッツアイ

※本品はNiCr仕上げ。

●ノーマルC.D.I.のリミッター領域である
　約7000rpm以上の点火をカバー。
※ノーマルC.D.I.との併用タイプです。

●ユニバーサルハンドルが装着可能！
　クランプタイプアルミ削り出しハンドルポスト。

285166 ￥15,000
COLOR

NiCr
品番 希望小売価格（税抜）

for Zoomer

for Zoomer

for Zoomer

ミニZⅡタイプ

ハンドルポストキット

レーシングC.D.I.
スーパーバトル

LHハイスピードプーリー&
レーシングプーリーベルト

ZOOMER

品番適用車種 希望小売価格（税抜）

286437 ￥5,800ユーロタイプ/NiCr
STDタイプ/NiCr

286438 ￥6,000

286436 ￥5,000

ユーロタイプスモーク/NiCr

レンズタイプ/フレームカラー

ZOOMER

品番 希望小売価格（税抜）

285256 ￥5,400
適用車種

ZOOMER

品番 希望小売価格（税抜）

285266 ￥5,400
適用車種

ZOOMER

品番 希望小売価格（税抜）

285336 ￥6,400
適用車種

ZOOMER

●ナンバープレートステーはNiCr仕上げ。

ユーロタイプ/NiCrSTDタイプ/NiCr ユーロタイプスモーク/NiCr

ボルトオンテールランプキット

テールランプキットのレンズに加工されたリフレクターは
公式な承認を得ていません。道路運送車両法厳守のため、
リフレクターの装着をお願いします。

ご使用上の注意

使用可使用可

※（純正品番）23100-GEZ-003に対応。
※交換時にはプーリーカバーガスケットの交換をおすすめします。（P13参照）
※詳しくはP14の「スクーターメインパーツ適合表」をご参照下さい。

Rアラミド繊維、ケブラーレーシングプーリーベルト
品番 希望小売価格（税抜）

285140 ￥3,200

※本品にはプーリーウエイトは含まれておりません。
※交換時にはプーリーカバーガスケットの交換をおすすめします。（P13参照）
※詳しくはP14の「スクーターメインパーツ適合表」をご参照下さい。

LHハイスピードプーリー
品番 希望小売価格（税抜）

285150 ￥4,800

適用車種
ZOOMER
（NPS501～8）

◎フラットフェイススロットルコーン×1ケ
◎グリップスラストワッシャ×1ケ

●グリップ交換が容易なコーン本体に凹凸がないフラットフェイスタイプ。
●オープンエンドタイプ。  ●純正比約15%ハイスロットル。

フラットフェイス スロットルコーン

品番COLOR 希望小売価格（税抜）適用車種
271367 ￥800ZOOMER BLACK

適用車種
ZOOMER

希望小売価格（税抜）品番
285060 ￥12,000

※アクセルグリップはキットに含まれておりません。別途、ご購入下さい。

●タイヤ交換時のホイールオーバーホールの必需品。
●日本の一流メーカー製。

ホイール補修用 ラジアルボール ベアリング
品番 希望小売価格（税抜）タイプ 型番 ベアリングサイズ
206200-OP6200

6200 UU
6201
6201 UU
6201 Z
6202 UU
6203
6203 UU

10×30 t =9
10×30 t =9
12×32 t =10
12×32 t =10
12×32 t =10
15×35 t =11
17×40 t =12
17×40 t =12

206200-UU
206201-OP

開放タイプ
両ゴムシールタイプ
開放タイプ

206201-UU両ゴムシールタイプ
206201-Z片メタルシールタイプ
206202-UU両ゴムシールタイプ
206203-OP開放タイプ
206203-UU両ゴムシールタイプ

￥500（1pc）
￥620（1pc）
￥550（1pc）
￥660（1pc）
￥600（1pc）
￥700（1pc）
￥650（1pc）
￥810（1pc）

206204-OP6204
6204 UU
6205 UU
6300 UU
6300 ZZ
6301
6301 UU
6301 Z

20×47 t =14
20×47 t =14
25×52 t =15
10×35 t =11
10×35 t =11
12×37 t =12
12×37 t =12
12×37 t =12

206204-UU
206205-UU

開放タイプ
両ゴムシールタイプ
両ゴムシールタイプ

206300-UU両ゴムシールタイプ
206300-ZZ両メタルシールタイプ
206301-OP開放タイプ
206301-UU両ゴムシールタイプ
206301-Z片メタルシールタイプ

￥720（1pc）
￥910（1pc）

￥1,070（1pc）
￥800（1pc）
￥720（1pc）
￥670（1pc）
￥850（1pc）
￥750（1pc）

206302-UU6302 UU
6302 Z
6303 UU
6303 ZZ
6304 UU

15×42 t =13
15×42 t =13
17×47 t =14
17×47 t =14
20×52 t =15

206302-Z
206303-UU

両ゴムシールタイプ
片メタルシールタイプ
両ゴムシールタイプ

206303-ZZ片メタルシールタイプ
206304-UU両ゴムシールタイプ

￥870（1pc）
￥770（1pc）

￥1,040（1pc）
￥920（1pc）

￥1,200（1pc）

品番 希望小売価格（税抜）
206002-UU6002 UU

6003
6004 UU
6004 ZZ
6005 UU
6005 ZZ
6006
6006 UU

15×32 t =9
17×35 t =10
20×42 t =12
20×42 t =12
25×47 t =12
25×47 t =12
30×55 t =13
30×55 t =13

206003-OP
206004-UU

両ゴムシールタイプ
開放タイプ
両ゴムシールタイプ

206004-ZZ両メタルシールタイプ
206005-UU両ゴムシールタイプ
206005-ZZ両メタルシールタイプ
206006-OP開放タイプ
206006-UU両ゴムシールタイプ

タイプ 型番 ベアリングサイズ

￥780（1pc）
￥650（1pc）
￥870（1pc）
￥770（1pc）
￥990（1pc）
￥870（1pc）
￥910（1pc）

￥1,180（1pc）

キット
内容
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●より強力なスパークを追求するため、プラ
グキャップから雑音防止用抵抗を排除。
　プラグコード自体が雑音を発生しにくい
巻き線型ツインコアを採用し低抵抗化も
実現。
●取り付け、取り外し時にプラグキャップを
確実にホールドできるフラットサイドデザ
インを採用。 ANGLE 90゜

ANGLE 135゜

ANGLE 180゜

RED BLACK
T - 1 805090-04 805090-09

805091-04 805091-09
805135-04 805135-09
805136-04 805136-09

T - 2
T - 1
T - 2
T - 1
T - 2

805180-04 805180-09
805181-04 805181-09

パーツリスト

品名

￥1,600（1pc）
￥1,900（1pc）

スピードプロツインシリコンプラグコード T-1（コードジョイント無）
希望小売価格（税抜）

スピードプロツインシリコンプラグコード T-2（コードジョイント付）
●長さ/550mm　●コード外径/φ8mm
●プラグキャップ角度/90°,135°,180°

スピードプロツインシリコンプラグコード

巻き線型ツインコア

フラットサイドデザインプラグキャップ

品番適用車種/仕様 希望小売価格（税抜）

481230-04 ￥7,600
481230-09 ￥7,600

ゼファー400 / 750用キット 

COLOR

RED
BLACK（550mm  90° 4本組）

681230-04 ￥7,600
681230-09 ￥7,600

ゼファーχ用キット RED
BLACK（550mm  180° 4本組）

641230-04 ￥7,600
641230-09 ￥7,600

XJR400R / 1200 / 1300用 RED
BLACK（550mm  135° 4本組）

631230-04 ￥7,600
631230-09 ￥7,600

CB750F / K用キット  RED
BLACK（550mm  135°/180° 各2本組）

601230-04 ￥15,200
601230-09 ￥15,200

ゼファー1100用キット RED
BLACK（550mm  180° 8本組）

※付属品：ねじ込み式プラグコードジョイントセット及びナンバリングチューブ。

180°

90°

スピードプロツインシリコンプラグコード
車種別専用キット

レーシングシリコンプラグコード

●プラグコードをブレイデッド処理したハイグレードタイプ。

ステンレスブレイデッドタイプ
スピードプロツインシリコンプラグコード

品番 希望小売価格（税抜）

298035-14
298035-19

￥3,200
￥3,200

12Vモンキー/ゴリラ
RED
BLACK

適用車種 COLOR

プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し
より強力なスパークを追求
プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗
巻き線型ツインコアを採用
プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド
フラットサイドデザインプラグキャップ

135°

スピードプロツインシリコンプラグコード
20M巻き

品番 希望小売価格（税抜）

805000-04
805000-09

￥20,000
￥20,000

RED
BLACK

COLOR
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レーシングIGコイル EVO

レーシングIGコイル EVO スピードプロツインシリコンプラグコード付

※適合点火方式:C.D.I.  ※プラグコード接続端子をプラグ
　コードに接続するには、φ8mmコード用圧着工具が必要です。

●放電時間を約2倍に強化。
　安定したスパーク特性を確保。
レーシングIGコイル エボリューション
品番 希望小売価格（税抜）

200710 ￥7,800 1          2         3          4          5          6         7          8          9        10
RPM    X1000

40
35
30
25
20
15
10
  5
  0

  
K
v

放
電
電
圧

Racing IG Coil
Racing IG Coil EVO

放
電
時
間

Racing IG Coil
Racing IG Coil EVO

1          2         3          4          5          6         7          8          9        10
RPM    X1000

25

20

15

10

  5

  0

※当社測定器による測定値のため、実測値とは異なる場合があります。ご了承下さい。

品番コードCOLOR 希望小売価格（税抜）

271710-04①RED
車種

12Vモンキー
ゴリラ

￥9,400
271710-09②BLACK ￥9,400
271710-14 ￥10,800
271710-19 ￥10,800

①

⑤

⑥

⑦

⑧

③

④
②

●12Vモンキー/ゴリラ、NSR50/80、SR400/500、KSR-Ⅰ/KSR-Ⅱにボルトオン。
●放電時間を約2倍に強化（当社レーシングIGコイル比）したレーシングIGコイルEVOを採用。
●より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーを採用。
　プラグキャップから雑音防止用抵抗の排除を実現し、放電電圧のロスを軽減。

③ステンレスブレイデッドタイプ RED
④ステンレスブレイデッドタイプ BLACK

220710-04⑤RED プラグキャップ有

NSR50/80

￥9,400
220710-09⑥BLACK プラグキャップ有 ￥9,400
220714-04 ￥9,000
220714-09 ￥9,000

⑦RED プラグキャップ無
⑧BLACK プラグキャップ無

SR400/500

KSR-Ⅰ
KSR-Ⅱ

840710-04 ￥10,800
840710-09 ￥10,800

⑨RED
⑩BLACK

655710-04 ￥12,000
655710-09 ￥12,000

⑪RED
⑫BLACK

⑨ ⑩

⑪ ⑫

※KSR-Ⅱに使用する場合は、当社レーシングC.D.I.が必要です。

スーパーIGコイル キット スピードプロツインシリコンプラグコード付
●当社オリジナルデザイン Super IG Coil及び専用パワーデバイスの採用により、スパーク電圧 約80％Up（当社測定結果）を実現。

※IGコイル単体での使用はECU破損の原因となる場合があります。必ず専用パワーデバイスと併用願います。

◎スーパーIGコイルAssy（プラグコード付） 1pc
◎専用パワーデバイス 1pc　◎専用サブハーネス 1pc
◎取付ステー 1pc　◎取付ネジ 1set
◎IGコイルモニタリングキャンセラー 1pc

キット
内容

ノーマルECUには十分に大きな抵抗値を介し、12Vを接続。
ECU内のTrに流れる電流（ΔⅠ-1）がトランジスター電流許容値
より十分に小さくなるよう考慮し、パワーデバイス内のTr 
ON-OFF制御のためだけに使用する。IGコイルに流れる電流（ΔⅠ-2）
のON-OFFはパワーデバイス内のTrにて制御する。パワーデバ
イスの電流許容値、IGコイル抵抗値は、IGコイル、パアーデバイ
スを当社にて設計する為、当然既知である。従って、パワーデバ
イスの電流許容値内で、十分に高い発生電圧を持つIGコイルユ
ニットを製品化でき、また、IGコイルとパワーデバイスをセットに
することにより高い汎用性を実現。

【スーパーIGコイルユニット】

ΔⅠ-1
ΔⅠ-2

パワーデバイスユニット

スパーク
プラグ

ECU

トランジスター

CPU

+12V

①

②

品番コードCOLOR 希望小売価格（税抜）

235710-04①RED
車種

GROM125
D/E/F/G

￥25,000
235710-09BLACK ￥25,000
238710-04REDGROM125

H/J
￥28,000

238710-09②BLACK ￥28,000
277710-04RED

Monkey125
￥28,000

277710-09BLACK ￥28,000
858710-04REDクロスカブ50/110

C50XJ/C110XJ
￥28,000

858710-09BLACK ￥28,000
458710-04RED

Z125Pro
￥28,000

458710-09BLACK ￥28,000

※235710-04/09には附属しません。

※適合点火方式:C.D.I.
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プラグコード STDタイプ
●耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用の
　EPDM（エチレンプロピレンジエンゴム）を外被に採用。
●プラグコード外径：φ7mm
　芯線：銅線メッキタイプ

品番 希望小売価格（税抜）

490010 ￥500

●BPR＊HSの熱価設定が8番までのため、より大きな熱価設定のあるBR＊ESの
ネジ長さ19mmを12.7mmに変換し、BPR＊HSの代用として使用するための
プラグ変換アダプターです。

製品仕様
：ジュラルミン削り出し
：6.5mm

■
■
材  質
厚み

BR＊ES → BPR＊HS 
プラグ変換アダプター

※プラグはイメージです。

使用例

●プラグコードネジ込み式装着タイプ/対応プラグコード外径φ7ｍｍ～φ8ｍｍ
●ベークライトボディー・シリコンカバー、内部抵抗 5ｋΩ。

ベークライトフレームをシリコンで
カバーした構造のため、プラグコー
ドをネジ込みにて装着可能。

●コード取り廻しを考慮したスリムタイプ。
品名 希望小売価格（税抜）

￥500プラグコードジョイント（ネジ込みタイプ・熱収縮チューブ付） 800027
品番

品名 希望小売価格（税抜）

￥200プラグコードジョイント用熱収縮チューブ（1pc）800023
品番

シリコンプラグキャップ
ＡNGLE 90° 

品番 希望小売価格（税抜）

810997 ￥2,800

プラグコード用圧着ペンチ

プラグコードジョイント

●プラグコードφ7mm～φ8mm対応

品番 希望小売価格（税抜）

805020 ￥1,500（1pc）

●プラグコードネジ込み式装着タ
イプ/対応プラグコード外径φ7
ｍｍ～φ8ｍｍ
●ベークライト製/内部抵抗 5ｋΩ

ＳＴＤタイプ プラグキャップ
ＡNGLE 90°

品番 希望小売価格（税抜）

805010 ￥800（1pc）

ハーレー用のプラグキャップ、IGコネクターはG13ページをご参照下さい。

補修用
パーツ

ベークライトフレーム

シリコンカバー

シリコンプラグキャップ カット図

スパークボルテージブースター
●プラグコードに特殊メッキを施した導電性スパイラルチューブを巻きつけ、
　アーシング処理することにより、プラグにおけるスパーク電圧の昇圧を実現！

※1. Ｓ．Ｖ．Ｂ．はハサミ等でカット可能です。ハイテンションコードの長さＬより長めの寸法をご購入のうえ、
　　 カットして長さ調整をして下さい。
※２. シリコンコードやカバー付きノーマルコード等コード外径がΦ8～Φ9ｍｍとノーマルより太めの
　　 場合は30％程度長めをご購入下さい。（ノーマルの外径は通常Φ7ｍｍ。）

L

プラグコードの長さＬを測定し、対応した長さの
スパークボルテージブースターをご購入下さい。

品番 希望小売価格（税抜）
200445-10
200445-15
200445-20

100mm
150mm
200mm

200445-25250mm
200445-30300mm
200445-35350mm
200445-40400mm
200445-45450mm

サイズ（長さ）

200445-50500mm

￥1,050
￥1,200
￥1,350
￥1,500
￥1,650
￥1,800
￥1,950
￥2,100
￥2,250

◎導電性スパイラルチューブ
◎アースコード（180ｍｍ）
◎コードクランプ
◎ネジ Ｍ4ｘ12
◎ナット Ｍ４
◎スぺーサー
◎結束バンド

キット
内容

装着例

品番仕様（長さ） 希望小売価格（税抜）

807000-05 ￥600
807000-20

50cm
20m巻 ￥12,000
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※本品は、U.S.A.テイラー社製シリコンコード
　（SPIRO PRO CORES）を使用しています。

品名
￥1,600（1pc）テイラーシリコンコード T-1

品名 希望小売価格（税抜）

希望小売価格（税抜）

￥1,900（1pc）テイラーシリコンコード T-2

●プラグコードとイグニッションコードが分離式の車輌にご使用下さい。

●プラグコードとイグニッションコードが一体式の車輌にご使用下さい。
●ノーマルコードとシリコンコードの接続キット、プラグコードジョイントが付属さ
れています。
●NS1,NSR50,TZR50R,TZM50R,RZ50,12Vモンキー,ゴリラ,
　APE,TW,SR400/500, etc 

ゼファー400用
◎プラグコード
◎コードジョイント
◎ナンバリングチューブ

品番適用車種/仕様 希望小売価格（税抜）

ゼファー400 / 750用
                   キット
（90° 4本組） 

COLOR

481030-04 ￥7,600
￥7,600
￥7,600
￥7,600

RED
481030-05YELLOW
481030-06BLUE
481030-09BLACK

ゼファーχ用キット
（180° 4本組） 

681030-04 ￥7,600
￥7,600
￥7,600

RED
681030-05YELLOW
681030-06BLUE

CB750F / K用キット
（135°180° 各2本組） 

631030-04 ￥7,600
￥7,600
￥7,600

RED
631030-05YELLOW
631030-06BLUE

ゼファー1100用キット
（180° 8本組） 

601030-04 ￥15,200
￥15,200
￥15,200

RED
601030-05YELLOW
601030-06BLUE

XJR400R /
1200 / 1300用キット
（135° 4本組） 

641030-04 ￥7,600
￥7,600
￥7,600
￥7,600

RED
641030-05YELLOW
641030-06BLUE
641030-09BLACK

キット
内容

テイラーシリコンコード

●シリコン製プラグキャップ＆コードの採用により
優れた耐熱性、耐電圧性を確保。
●雑音防止効果の優れた巻線型コードの採用により
低抵抗化を実現。イグニッションコイルで発生した
高電圧を素早く、無駄なくプラグに伝達します。

ANGLE 90゜

ANGLE 135゜

ANGLE 180゜

T - 1
T - 2
T - 1
T - 2
T - 1
T - 2

レッド
800090-04
800091-04
800135-04
800136-04
800180-04
800181-04

イエロー
800090-05
800091-05
800135-05
800136-05
800180-05
800181-05

ブルー
800090-06
800091-06
800135-06
800136-06
800180-06
800181-06

ブラック
800090-09
800091-09
800135-09
800136-09

パーツリスト

品番コードCOLOR 希望小売価格（税抜）

271715-04RED ￥9,400
￥9,400
￥9,400
￥9,400

271715-05YELLOW
271715-06BLUE
271715-09BLACK

コード：RED

コード：YELLOW

コード：BLUE

●12Vモンキー/ゴリラにボルトオン。

レーシングIGコイル EVO
テイラーシリコンプラグコード付

●12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100
　XR50/100 Motardにボルトオン。

コード：BLUE
IGコイル：BLACK

コード：YELLOW
IGコイル：BLACK

コード：RED
IGコイル：BLACK

レーシングIGコイル
テイラーシリコンプラグコード付

コード：BLUE
IGコイル：RED

コード：RED
IGコイル：RED

コード：YELLOW
IGコイル：RED

品番 希望小売価格（税抜）

RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK
RED
BLACK

コードCOLOR IGコイルCOLOR

272010-04
272013-04

RED

272010-05
272013-05

￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800
￥5,800

YELLOW

272010-06
272013-06

BLUE

272010-09
272013-09

BLACK

品番 希望小売価格（税抜）

800026 ￥200

品番 希望小売価格（税抜）

800024 ￥300（4pcs）

ターミナルナットプラグコード用ナンバーリングチューブ
●No.1～No.4まで。
●コード外径8mmに対応。

※ プラグはイメージです。

ターミナルナット

テイラーシリコンコード車種別専用キット
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レーシングIGコイル

※IGコイル全長がSTDより12mm長くなっています。
※ご購入前にSTDの形状をよくご確認下さい。

品番コードCOLOR 希望小売価格（税抜）

841011-04①RED
車種

SR400
（'93～'08）
SR500
（'93～'99）

￥6,400
841011-09②BLACK ￥6,400
841011-14 ￥7,800
841011-19 ￥7,800

③ステンレスブレイデッドタイプ RED
④ステンレスブレイデッドタイプ BLACK

841014-04⑤RED プラグキャップ無 ￥5,800
841014-09⑥BLACK プラグキャップ無 ￥5,800

※当社測定器による測定値の為、実測値とは異なる場合があります。ご了承下さい。

1          2         3          4          5          6         7          8          9        10
RPM    X1000

40
35
30
25
20
15
10
  5
  0

OU
T 
PU
T 
 K
v

Racing Ignition Coil Test Data

Racing IG Coil
Normal IG Coil

●HONDA軽排気量 C.D.I.仕様 オートバイにボルトオン。
●高回転時のOUT PUT の電圧低下を大幅改善。

12Vモンキー/ゴリラ、
APE50/100、XR50/100
Motard、NSR50/80、
ZOOMER LIVE Dio-ZX、etc

適用車種　
HONDA軽排気量
C.D.I.仕様 のオートバイ品名 品番COLOR 希望小売価格（税抜）

レーシング
IGコイル

201010RED ￥4,200
201013BLACK ￥4,200

⑤

⑤

⑥

⑥

③

③

④

④

②①

①

②

レーシングIGコイル スピードプロツインシリコンプラグコード付

品番IGコイルCOLOR 希望小売価格（税抜）車種

●12Vモンキー/ゴリラ、APE50/100、XR50/100 Motardにボルトオン。

12Vモンキー
ゴリラ、
APE50/100
XR50/100
Motard

コードCOLOR

221010-04

RED

NSR50/80

￥5,800
221010-09 ￥5,800
221012-04 ￥5,400
221012-09 ￥5,400

⑦RED プラグキャップ有
⑧BLACK プラグキャップ有
⑨RED プラグキャップ無
⑩BLACK プラグキャップ無

221011-04 ￥5,800
221011-09 ￥5,800
221014-04 ￥5,400
221014-09 ￥5,400

BLACK

⑪RED プラグキャップ有
⑫BLACK プラグキャップ有
⑬RED プラグキャップ無
⑭BLACK プラグキャップ無

296010-04

RED

￥5,800
296010-09 ￥5,800
296010-14 ￥7,200
296010-19 ￥7,200

①RED
②BLACK
③ステンレスブレイデッドタイプ RED
ステンレスブレイデッドタイプ BLACK

296011-04 ￥5,800
296011-09 ￥5,800
296011-14 ￥7,200
296011-19 ￥7,200

BLACK

④RED
⑤BLACK
ステンレスブレイデッドタイプ RED
⑥ステンレスブレイデッドタイプ BLACK

品番IGコイルCOLOR 希望小売価格（税抜）車種

スーパーカブ
50/70/90

コードCOLOR

851010-04

RED

￥6,400
851010-09 ￥6,400
851012-04 ￥5,400
851012-09 ￥5,400

①RED プラグキャップ有
②BLACK プラグキャップ有
RED プラグキャップ無
BLACK プラグキャップ無

851011-04 ￥6,400
851011-09 ￥6,400
851014-04 ￥5,400
851014-09 ￥5,400

BLACK

③RED プラグキャップ有
④BLACK プラグキャップ有
RED プラグキャップ無
BLACK プラグキャップ無

●強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用！

※プレスカブを除く。

純正部品番号
＃30510-GK4-800
に対応

①
②

③ ④

⑬

⑩

⑭

⑨

⑦

⑫

⑪

⑧
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YAMAHA

YZF-R1,MT-09/A , YZF-R25,etc用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

YZF-R25
ウインカー作動
動画サイト

SUZUKI

GSX-S1000/S750
V-Strom650/1000 , SV650,etc用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

SUZUKI
ウインカー作動
動画サイト

◎LEDカスタマイジング基板 シーケンシャルタイプ組込済ウインカーレンズAssy
　（2線式 120°平行ピン タイプ L/R用×各2pcs）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅡ
　（#200816 C.F.POSH製）×1pc

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

MT-09/A,MT-07/A,XSR700/900,TRACER900
YZF-R25/ABS（'19～'20）,YZF-R3A/ABS（'19～'20）,etcMT-09/A,MT-07/A

XSR700/900,TRACER900
YZF-R25/ABS（'19～'20）
YZF-R3A/ABS（'19～'20）,etc用

キット
内容

◎LEDカスタマイジング基板 シーケンシャルタイプ組込済ウインカーレンズAssy
　（2線式 120°平行ピン タイプ L/R用×各2pcs）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅠ
　（#200815 C.F.POSH製）×1pc

YAMAHA  MT-03（'16～'19）, MT-25（'16～'19）, YZF-R3A（'15～'18）, YZF-R25/A（'15～'18）
適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

MT-03（'16～'19）, MT-25（'16～'19）
YZF-R3A（'15～'18）, YZF-R25/A（'15～'18）

キット
内容

627982 ￥26,000

676982 ￥26,000

YAMAHA
MT-09/A,MT-07/A
XSR700/900,TRACER900
YZF-R25/ABS（'19～'20）,YZF-R3A/ABS（'19～'20）,etc

◎LEDカスタマイジング基板 シーケンシャルタイプAssy×4pcs
　（2線式 120°平行ピン タイプ ストッパー×2Holes）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプS7P
　（#200819 C.F.POSH製）×1pc

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

GSX-S750（AL7/8）

キット
内容

408980 ￥25,500

SUZUKI
GSX-S750（AL7/8）

◎LEDカスタマイジング基板 シーケンシャルタイプAssy×4pcs
　（2線式 180°平行ピン タイプ ストッパー×1Holes）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプS7P
　（#200819 C.F.POSH製）×1pc

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

GSR750（AL3/4/5,ZAL4）
V-Strom650（AL3/4/5/6,XAL5）

キット
内容

428980 ￥25,500￥25,000

SUZUKI
GSR750（AL3/4/5,ZAL4）
V-Strom650（AL3/4/5/6,XAL5）

◎LEDカスタマイジング基板 シーケンシャルタイプAssy×4pcs
　（2線式 120°平行ピン タイプ ストッパー×2Holes）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅠ
　（#200815 C.F.POSH製）×1pc

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

GSX-S1000/F（AL6/7,FAL6/7）, V-Strom1000（AL4/6/7）
V-Strom650（AL7/8）, SV650（AL6/8,XAL8）

キット
内容

409980

SUZUKI
GSX-S1000/F（AL6/7,FAL6/7）,V-Strom1000（AL4/6/7）
V-Strom650（AL7/8）,SV650（AL6/8,XAL8）

GSX-S750（AL7/8）用

純正ウインカーに組み込み、LED・シーケンシャル仕様に！

LEDウインカー カスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ

※シーケンシャルウインカーの仕様について
車検合否の判断基準（下記①、②）に適合するよう製作しておりますが、現状での車検合否の
基本的な判断は、車検官に委ねることとなりますので、ご了承下さい。
①周期1sec～0.5sec（毎分60回以上120回以下/製品点滅回数７３～75回/毎分）
　道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
　【2009.10.24】（第二節）第137条（方向指示器）に適合。

②連鎖式点燈により光源の点滅を生じさせる場合、以下の条件が満たされること。
二輪自動車等の灯火器試験（協定規則第50号）
1.各光源は、その点灯後、ONサイクルの終了まで点灯し続ける。
2.光源の一連の点灯は、見かけの表面の内側から外側端部に向かって均一かつ漸進的に生じる。
3.垂直方向における反復交互変化のない（例：波のない）1つの連続した直線。
4.変動は、ONサイクル開始後200ｍｓ以内に終了する。
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KAWASAKI

ZRX1200 DAEG用 & Ninja250SL,Z250/SL用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

●同タイプのウインカーをLED化なさっているユーザー様で、ウインカーのシーケンシャル化をご検討の方々にお薦めのセットです。

※LED対応のウインカーリレーでも点滅周期が適合しない場合は、正常に作動
せず、当社ウインカーリレーを別途ご購入の上、ウインカーリレー交換が必要
となりますのでご了承下さい。

※#485980と＃487980とは、セットされているウインカーリレーの端子形状が異なります。

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）
Ninja250SL,Z250/SL
ZRX 1200 DAEG

485980KAWASAKI ￥16,000
487980 ￥16,000

◎ウインカー用LED基板 シーケンシャルタイプ×左右 各2pcs
◎LED用ウインカーリレー×1pc

キット
内容

適用車種 ZRX 1200 DAEG , Ninja250SL , Z250/SL品番 希望小売価格（税抜）

487980-10 ￥14,000（L/R 各2pcs/1set）
487980-05 ￥7,500（L/R 各1pcs/1set）

LEDウインカー カスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ補修基板セット

品名

ZRX 1200 DAEG用
DAEG

ウインカー作動
動画サイト

KAWASAKI

GPZ900R用 & ZRX1200R用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

GPZ
ウインカー作動
動画サイト

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ×2pcs）
　（リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×2pcs）

◎専用レンズ×4pcs
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅣ
　（#200818 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングビス 3×12…8pcs

KAWASAKI
GPZ900R
ポジション付（W球仕様車）

KAWASAKI ZRX 1200 DAEG用 & Ninja250SL,Z250/SL用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ 補修基板セット

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

484980
GPZ900R
ポジション付（W球仕様車）

￥22,000
484981 ￥22,000

レンズカラー

オレンジ
クリアー

484982 ￥22,000スモーク

キット
内容

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロント/リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×4pcs）

◎専用レンズ×4pcs
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅣ
　（#200818 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングビス 3×12…8pcs

KAWASAKI
GPZ900R ポジション無（S球仕様車）
適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

483980
GPZ900R
ポジション無（S球仕様車）

￥21,500
483981 ￥21,500

レンズカラー

オレンジ
クリアー

483982 ￥21,500スモーク

キット
内容

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ×2pcs）
　（リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×2pcs）

◎専用レンズ×4pcs
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅡ
　（#200816 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングビス 3×12…8pcs

KAWASAKI
ZRX1200R,ZRX1100/Ⅱ
ZRX400（E4～E10,E6F～E8F,E8FA）
適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

488980
ZRX1200R,ZRX1100/Ⅱ
ZRX400（E4～E10,E6F～E8F,E8FA）

￥21,000
488981 ￥21,000

レンズカラー

オレンジ
クリアー

488982 ￥21,000スモーク

キット
内容

GPZ900Rポジション付用〈オレンジレンズ〉 GPZ900Rポジション付用〈クリアーレンズ〉 GPZ900Rポジション付用〈スモークレンズ〉
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HONDA

CB1300SF/SB用 & CB400SF/SB用
LEDウインカー カスタマイジングキット シーケンシャルタイプ

◎ウインカー・ポジションリレー Type1
◎アース線 S：100mm/L：1m×各1pc
◎結束バンド（L）×2pcs

◎ウインカー・ポジションリレー Type2
◎結束バンド（L）×2pcs

HONDA CB1300SF/SB用 & CB400SF/SB用
LEDウインカー カスタマイジングキット
シーケンシャルタイプ 補修基板セット

HONDA
CB1300SF/SB用 & CB400SF/SB etc.用
LEDウインカー対応
ウインカー・ポジションリレー

●HONDA車・同タイプのウインカーをLED化なさっているユーザー様で、
　ウインカーのシーケンシャル化をご検討の方々にお薦めのセットです。 ●LEDウインカーへの変更必須アイテム ！

※LED対応のウインカーリレーでも点滅周期が適合しない場合は、正常に作動せず、当社ウイン
カーリレーを別途ご購入の上、ウインカーリレー交換が必要となりますのでご了承下さい。

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ×2pcs）
　（リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×2pcs）
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロント/リヤウインカー用
　2線式 120°ピン タイプ×4pcs）
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs

キット
内容

品番 希望小売価格（税抜）

470980-10 ￥18,000
660980-10CB1300SF/SB,CB400SF/SBBタイプ ￥18,000

Aタイプ CB1300SF/SB
タイプ 適用車種

品番 希望小売価格（税抜）

660980-20 ￥9,200

662980-20CB1300SF/SB（'14～'15）,etcType2 ￥9,800

Type1
CB1300SF/SB（'06～'13）
CB1300ST（'11～'13）
CB400SF/SB（'06～'07）,etc

タイプ 適用車種

Aタイプ
※フロントウインカーがポジションランプ用フィラメ
ントを持ったダブルフィラメント仕様のウインカー
バルブを使用している車両に適合。

Bタイプ

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロント/リヤウインカー用
     2線式 120°ピン タイプ×4pcs）
◎LED対応専用ウインカー・ポジション
　ウインカーリレー タイプⅡ
　（4P×2 カプラータイプ C.F.POSH製）×1pc
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅡ
　（#200816 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs
◎結束バンド（L）×2pcs

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ×2pcs）
　（リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×2pcs）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅢ
　（#200817 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs
◎結束バンド（L）×2pcs

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロント/リヤウインカー用
    2線式 120°ピン タイプ×4pcs）
◎LED対応専用ウインカー・ポジション
　ウインカーリレー タイプⅡ
　（4P×2 カプラータイプ C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs
◎結束バンド（L）×2pcs

CB1300SF/SB（'06～'13）
CB400SF/SB（'06～'07）用

CB400SF（'04～'05/'08～'15）
CB400SB（'05/'08～'15）用

CB1300SF（'14～'15）
CB1300SB（'14～'15）用

◎LEDカスタマイジング基板
　シーケンシャルタイプAssy
　（フロントウインカー用 3線式 180°ピン タイプ×2pcs）
　（リヤウインカー用 2線式 180°ピン タイプ×2pcs）
◎LED対応専用ウインカーリレー タイプⅡ
　（#200816 C.F.POSH製）×1pc
◎タッピングネジ M3×30…8pcs
◎プラスチックスペーサー×8pcs
◎ナイロンワッシャ タッピング用×8pcs
◎結束バンド（L）×2pcs

CB1300SF（'03～'05）
CB1300SB（'05）用

キット
内容

キット
内容

キット
内容キット

内容

適用車種 品番 希望小売価格（税抜）

635980

HONDA

￥20,000

660980 ￥26,000

470980 ￥20,000

662980 ￥24,000

CB1300SF（'03～'05）
CB1300SB（'05）
CB1300SF/SB（'06～'13）
CB400SF/SB（'06～'07）
CB400SF（'04～'05/'08～'15）
CB400SB（'05/'08～'15）
CB1300SF（'14～'15）
CB1300SB（'14～'15）

キット
内容

キット
内容

キット
内容

キット
内容

※ウインカーポジションリレーとハザードリレーが独立している場合は、別途、ハザード用にＬＥＤ対応
ウインカーリレーの購入が必要となります。配線図をよくご確認の上、ご購入お願い致します。

※フロントウインカーがポジションランプ用フィラメ
ントを持たず、シングルフィラメント仕様でポジシ
ョン機能がある車両に適合。

Type2
※対応HONDA純正品番38301-MFJ-J01

Type1
※対応HONDA純正品番38301-MEJ-J50

CB400SF
ウインカー作動
動画サイト

635980

470980

660980

662980
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着脱式フェイスパッド付 ライディンググラス2084
●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕上げ。（可視光線透過率66％）
●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率100％）
●アーム部はフェイスにあわせ微調整可！
●着脱式フェイスパッドの採用により、フェイスパッド交換可能。

品番 希望小売価格（税抜）
800710-BB ￥2,800

￥2,800
￥2,800

品名
フレームBLACK/フェイスパッドBLACK

800710-WWフレームWHITE/フェイスパッドWHITE
800710-WBフレームWHITE/フェイスパッドBLACK

アーム部
微調整可

着脱式
フェイスパッド

●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕上げ。（可視光線透過率66％）
●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率100％）
●ずれ防止ベルト装着可能。
●着脱式フェイスパッド付。

ずれ防止ベルトの装着が可能！ 着脱式フェイスパッド。

着脱式フェイスパッド付
ライディンググラス SA974

フレームBLACK

品番 希望小売価格（税抜）
800711-FW

COLOR
WHITE ￥1,000

800711-FBBLACK ￥1,000

補修用フェイスパッド

品番 希望小売価格（税抜）
800715-BK ￥2,200

品名
フレームBLACK

品番 希望小売価格（税抜）
800716 ￥1,000

補修用フェイスパッド

●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕上げ。（可視光線透過率66％）
●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率100％）
●ベルトへの変更によりゴーグルタイプに。
●ノーズパッドポジション変更可能。
●着脱式フェイスパッド付。

ベルトへの変更によりゴーグルタイプに。 ノーズパッドポジション変更可能。 着脱式フェイスパッド。

着脱式フェイスパッド付
ライディンググラス SA1229

フレームBLACK フレームSILVER

品番 希望小売価格（税抜）
800720-BK ￥2,500

品名
フレームBLACK

800720-SI ￥2,500フレームSILVER

品番 希望小売価格（税抜）
800721 ￥1,000

補修用フェイスパッド

●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕
上げ。（可視光線透過率66％）
●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率90％以上）
●ソフトなラバーノーズパッドを採用。

●レンズはポリカーボネイト製、
　ミラー・スモーク色仕上げ。
●ヨーロッパ規格 CAT3適合
　（可視光線透過率［18～43％］、
ＵＶ400カット率99.9％）。

●レンズはポリカーボネイト製、
　スモーク色仕上げ。
●ヨーロッパ規格 CAT3適合
　（可視光線透過率［18～43％］、
ＵＶ400カット率99.9％）。

品番 希望小売価格（税抜）

800727 ￥2,000
品番 希望小売価格（税抜）

800725 ￥2,000
品番 希望小売価格（税抜）

800726 ￥1,500

●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕
上げ。（可視光線透過率66％）

●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率90％以上）

ライディンググラス SA1269 ライディンググラス SG-46

●レンズはポリカーボネイト製ライトスモーク色仕
上げ。（可視光線透過率66％）
●ＵＶカットレンズを採用。（ＵＶカット率90％以上）
●調整式ノーズパッドの採用により、フィット感の
向上を実現。

ライディンググラス SA1340

品番 希望小売価格（税抜）

800730-RD ￥1,800
品番 希望小売価格（税抜）

800735-BK ￥1,800

サングラス C-HS717 サングラス C-91249

フレームWHITE
フェイスパッドWHITE

フレームBLACK
フェイスパッドBLACK



※性能向上、デザイン変更、コストアップ、為替変動によ
り、価格または、仕様を予告なく変更することがござい
ますのでご了承下さい。

※当社のパーツの内“　　　　　　　”の表示があるも
のは、一般公道使用を絶対行わないで下さい。また、
“　　　　　　　　　　　”の表示のあるものは、取り
付け難易度が高く、特に技術を要しますので、ご注意
下さい。

（株）C.F.POSH製品をご希望頂いているお客様へのご案内
（株）C.F.POSH製品は全国有名2輪用品店、及び全国の有名2輪販売店でお求め下さい。

☆お近くに（株）C.F.POSH製品の取扱店がないお客様へ

（株）C.F.POSH製品は、全て以下のことを前提としています

（株）C.F.POSHでは、お近くに（株）C.F.POSH製品取扱店のないお客様にも、
迅速に対応するため、コレクト通販サービスを実施しております。くわしくは下記をご覧下さい。

コレクト通販サービス

（株）C.F.POSH　【大阪】106-6607-1476

② PM3:00までの受付分は即日出荷、PM3:00以降の受付分については翌日出荷
　 いたします。

③ 商品到着時に商品と引き換えに代金をお支払い下さい。

販売店の皆様へ

【発注】 【バックオーダー】

【製品】

※以上の条項について疑問、ご意見がございましたら下記までご連絡下さい。

【発送】

【返品】

C.F.POSH  OSAKA 〒558-0014　大阪市住吉区我孫子2-11-7 TEL.06-6607-1476  FAX.06-6607-2999

http://www.cf-posh.com

発注は、TELまたはFAXにてお願いします。
OSAKA  TEL.06-6607-1476  FAX.06-6607-2999

納品書の日付より一ヶ月以上経過した場合の返品は、原則として受
付できません。商品の不良、または発送ミス以外の返品については、
20％の手数料を頂きますのでご了承下さい。

一つの製品でもご注文頂き次第、トラック便または、郵便にて発送い
たします。ご注文の製品価格が標準価格30,000円（税抜）以上につい
ては、当社で運賃を負担いたします。標準価格30,000円（税抜）未
満については、着払いとなります。ただし、沖縄、及び離島への出荷
は、標準価格50,000円（税抜）をその基準とさせて頂きます。配送
された製品に不良品、または発送ミスがあった場合は、製品到着後
一週間以内にご連絡下さい。

製品の欠品により、ご注文頂いた製品を直ちに発送できない場合
は、その旨をご連絡の上、製品ができ上がり、注残が標準価格で
30,000円（税抜）以上になり次第発送させて頂きます。バックオー
ダーをキャンセルなさる場合は、なるべく早めに製品名、数量、注文
日をご連絡下さい。製品発送後のキャンセルは、返品扱いとなり、20
％の手数料を頂くこととなりますのでご注意下さい。

ポッシュでは、厳しい検査に合格した製品のみを販売しております。
万一、商品の材料、または製造に欠陥があると認められた場合は、そ
の製品の納品書日付より一ヶ月以内にご連絡頂ければ、新品と交換
いたします。この際、交換に要した工賃、その他の費用は補償対象外
とさせて頂きますので、ご容赦下さい。性能向上、デザイン変更、コ
ストアップ、為替変動などにより、価格または、仕様を予告なく変更す
ることがありますのでご了承下さい。

●取り付けは車輌本体メーカー発行のサービスマニュアルによる
　確かな知識及び技術をもったメカニックにより行なわれること。
●商品は目的にあった正しい取り付けが行なわれていること。
●道路交通法を厳守した運転を行なうこと。
●正しい取り付け、使用方法などを守られない使用において、商品の品質につ
いては保障できません。また、（株）C.F.POSHは当社商品の品質について
のみ責任を持つものであり、それ以外のどのような事柄に対しても責任を
負いかねますのでご承知おき下さい。
●カタログ表記の価格はすべて税抜価格です。

① お電話で、在庫及びお買上げ金額をご確認下さい。なお、コレクト通販手数料は¥1,000
（送料込・税抜）となります。但し、沖縄、一部離島の送料、手数料はTELにてご確認下さい。
お買上げ金額￥10,000（税抜）以上（沖縄、一部離島は￥15,000（税抜）以上）の場合
は、コレクト通販手数料はサービスさせて頂きます。

発行 2020年3月

類似商品に
ご注意下さい

インターネットオークションなどで、海外から輸入された「POSH」,「POSH Creative Factory」などの
マークを有した部品が販売されておりますが、当社とは全く関係はございません。
ご購入の際には当社「C.F.POSH」の製品であることをご確認の上、お求め頂きますようお願い申し上げます。


