
キャンペーン価格キャンペーン価格
￥33,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥32,000＋ハイスピードプーリー：￥5,800
通常価格 ￥37,800（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥29,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥28,000＋ハイスピードプーリー：￥5,800
通常価格 ￥33,800（税抜）

■アドレスV125/125S用ハイスピードプーリー＆トルクカムは必ず同時装着して下さい。他社製との組合わせは行わないで下さい。ハイギアを装着している場合はノーマルに戻す必要があります。

SPECIAL PRICE通常価格 ￥32,800（税抜） ￥29,000（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥29,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥28,000＋ハイスピードプーリー：￥4,800
通常価格 ￥32,800（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥33,000（税抜）SPECIAL PRICE通常価格 ￥44,000（税抜）

マフラー：￥28,000
＋ハイスピードプーリー&トルクカムキット：￥16,000

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥26,000（税抜）SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE通常価格 ￥33,800（税抜）

￥26,000（税抜）

車種（フレームNO.）メーカー キャンペーン品番 セット購入価格（税抜）　※セット価格はハイスピードプーリーが含まれた価格です。近接騒音
Today / Dio（AF67/AF68）
※AF61/AF62は取付け可能ですが、政府認証外です。 04-02-0119

04-02-0120

81dB（A）

79dB（A）ジョルノ（AF70）

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

CYGNUS-X（SE44J・28S/2013モデル 1YP）
※SE12Jは取付け可能ですが、政府認証外です。 04-02-012384dB（A）

￥29,000（税抜）

SPECIAL PRICE通常価格 ￥33,800（税抜） ￥29,000（税抜）
SPECIAL PRICE通常価格 ￥35,600（税抜） ￥30,800（税抜）
SPECIAL PRICE通常価格 ￥35,600（税抜） ￥30,800（税抜）
SPECIAL PRICE通常価格 ￥35,600（税抜） ￥30,800（税抜）

04-02-019586dB（A）

04-02-0196
PCX（JF28-1000001～1099999）

82dB（A）

04-02-0198

PCX（JF28-1100001～）
04-02-019785dB（A）PCX150（KF12-1000001～）

85dB（A）PCX150（KF18-1000001～）

04-02-013582dB（A）Dio110（JF31）
SPECIAL PRICE04-02-019982dB（A）PCX（JF56-1000001～）

04-02-020384dB（A）LEAD125（JF45-1000001～）

04-02-0125
81dB（A）アドレスV125（CF46A-100001～）

83dB（A）アドレスV125（CF4EA-100001～）
アドレスV125S（CF4MA-100001～）

04-02-012184dB（A）
04-02-0138

BW’S125（X）（5S9）

マフラー：￥25,000＋ハイスピードプーリー：￥3,000
通常価格 ￥28,000（税抜）
通常価格 ￥28,000（税抜）

04-02-018782dB（A）ZOOMER-X（国内モデル）（JF52-1000001～）
04-02-013682dB（A）ZOOMER-X（タイモデル）（MLHJF382）

■PCX購入例 購入価格が¥4,800引きでお買い得です!!

＋ ＝

通常セット購入価格
￥37,800（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥33,000￥33,000￥33,000

■アドレスV125購入例

＋ ＝

通常セット購入価格
￥44,000（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥33,000￥33,000￥33,000

購入価格が¥11,000引きでお買い得です!!
パワーサイレントオーバルマフラー

￥32,000（税抜）
ハイスピードプーリーキット

￥5,800（税抜）
パワーサイレントオーバルマフラー

￥28,000（税抜）
プーリー＆トルクカムキット

￥16,000（税抜）

期間中、マフラー&ハイスピードプーリーセットをお買い得価格でご購入頂けます。

対象商品は指定された弊社製マフラーに限ります。必ずキャンペーン品番でご注文下さい。 期間：2014年9月10日～2014年10月31日注文分

■パワーサイレントオーバルマフラー&ハイスピードプーリーセット
■パワーサイレントオーバルマフラー：高い静粛性を備えたオーバルサイレンサーを採用し、迫力のあるルックスがドレスアップ効果を高めます。又、高い排気効率により、エンジン本来の性能を引出すことが出来ます。
弊社製マフラーは政府認証制度適合マフラーの為、一般公道でも安心してお使い頂くことが出来ます。サイレンサー、エキゾーストパイプは共に腐食に強いステンレス材を採用し、ポリッシュ施しています。
キャタライザー内蔵。　※政府認証はノーマルエンジンの場合に限ります。一部の車両につきましては、取付け可能ですが政府認証適合を取得していない為、ノーマルエンジンであっても競技専用品になります。
■ハイスピードプーリー：マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した出力が可能になります。

ハイスピードプーリーを取り付けることで、マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した
出力が可能になります。　ハイスピードプーリーはマフラー交換時、お薦めのセッティングパーツです。　是非、この機会にお買い求め下さい。

ZOOMER-X GIORNO

Dio110
LEAD125

PCX

CYGNUS-X
BW’S125 Address V125S

Today

※マフラーとハイスピードプーリーを同時装着した場合、
　ウエイトローラーの変更が必要になる車両があります。



■アドレスV125/125S用ハイスピードプーリー＆トルクカムは必ず同時装着して下さい。他社製との組合わせは行わないで下さい。ハイギアを装着している場合はノーマルに戻す必要があります。

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥47,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥42,000
＋ハイスピードプーリー&トルクカムキット：￥16,000
通常価格 ￥58,000（税抜）

SPECIAL PRICE通常価格 ￥54,000（税抜）
車種（フレームNO.）メーカー キャンペーン品番 セット購入価格（税抜）　※セット価格はハイスピードプーリーが含まれた価格です。近接騒音

SUZUKI
￥43,000（税抜）04-02-012786dB（A）アドレスV125（CF46A-100001～）

04-02-0128アドレスV125（CF4EA-100001～）
アドレスV125S（CF4MA-100001～） 86dB（A）

期間中、マフラー&ハイスピードプーリーセットをお買い得価格でご購入頂けます。

対象商品は指定された弊社製マフラーに限ります。必ずキャンペーン品番でご注文下さい。 期間：2014年9月10日～2014年10月31日注文分

ハイスピードプーリーを取り付けることで、マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した
出力が可能になります。　ハイスピードプーリーはマフラー交換時、お薦めのセッティングパーツです。　是非、この機会にお買い求め下さい。

■アドレスV125S（CF4MA）購入例

＋ ＝

購入価格が¥11,000引きでお買い得です!!

■サイレントボンバーマフラー：迫力のあるφ90アルミサイレンサーを採用し、性能アップと静粛性を兼備えたマフラーです。又、高い排気効率により、エンジン本来の性能を引出すことが出来ます。
弊社製マフラーはJMCA認定マフラー（CF46A用）、政府認証制度適合マフラー（CF4EA/CF4MA用）の為、一般公道でも安心してお使い頂くことが出来ます。キャタライザー内蔵。
エキゾーストパイプにO2センサーボスを標準装備しております。　※JMCA認定、政府認証はノーマルエンジンの場合に限ります。
■ハイスピードプーリー：マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した出力を可能とします。

■PCX購入例 購入価格が¥4,800引きでお買い得です!!

＋ ＝

通常セット購入価格
￥24,800（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥20,000￥20,000￥20,000

■アドレスV125購入例

＋ ＝

通常セット購入価格
￥35,000（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥24,000￥24,000￥24,000

購入価格が¥11,000引きでお買い得です!!
サイレントスポーツマフラー

￥19,000（税抜）
ハイスピードプーリーキット

￥5,800（税抜）
サイレントスポーツマフラー

￥19,000（税抜）
プーリー＆トルクカムキット

￥16,000（税抜）

通常セット購入価格
￥58,000（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥47,000￥47,000￥47,000

サイレントボンバーマフラー
￥42,000（税抜）

プーリー＆トルクカムキット
￥16,000（税抜）

PCX

CYGNUS-X
BW’S125 Address V125S

■アドレスV125/125S用ハイスピードプーリー＆トルクカムは必ず同時装着して下さい。他社製との組合わせは行わないで下さい。ハイギアを装着している場合はノーマルに戻す必要があります。

SPECIAL PRICE通常価格 ￥23,800（税抜） ￥20,000（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥20,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥19,000＋ハイスピードプーリー：￥4,800
通常価格 ￥23,800（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥20,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥19,000＋ハイスピードプーリー：￥5,800
通常価格 ￥24,800（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥24,000（税抜）SPECIAL PRICE通常価格 ￥35,000（税抜）

マフラー：￥19,000
＋ハイスピードプーリー&トルクカムキット：￥16,000

SPECIAL PRICE通常価格 ￥24,800（税抜）
車種（フレームNO.）メーカー キャンペーン品番 セット購入価格（税抜）　※セット価格はハイスピードプーリーが含まれた価格です。近接騒音

HONDA

YAMAHA

SUZUKI

CYGNUS-X（SE44J・28S/2013モデル 1YP）
※SE12Jは取付け可能ですが、政府認証外です。 04-02-012484dB（A）

￥20,000（税抜）04-02-020082dB（A）PCX（JF28-1000001～1099999）

04-02-020182dB（A）PCX（JF28-1100001～）
83dB（A）PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

SPECIAL PRICE通常価格 ￥24,800（税抜） ￥20,000（税抜）04-02-020282dB（A）PCX（JF56-1000001～）

04-02-0126
81dB（A）アドレスV125（CF46A-100001～）

83dB（A）アドレスV125（CF4EA-100001～）
アドレスV125S（CF4MA-100001～）

04-02-012284dB（A）
04-02-0139

BW’S125（X）（5S9）

■サイレントスポーツマフラー&ハイスピードプーリーセット
■サイレントスポーツマフラー：ノーマルマフラーのイメージを損なわずにパワーアップと静粛性を追求したマフラーです。又、高い排気効率により、エンジン本来の性能を引出すことが出来ます。
弊社製マフラーは政府認証制度適合マフラーの為、一般公道でも安心してお使い頂くことが出来ます。キャタライザー内蔵。又、オプショナルパーツにマフラープロテクター（ABS製/カーボンプリント）があります。
※政府認証はノーマルエンジンの場合に限ります。一部の車両につきましては、取付け可能ですが政府認証適合を取得していない為、ノーマルエンジンであっても競技専用品になります。
■ハイスピードプーリー：マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した出力を可能とします。

※マフラーとハイスピードプーリーを同時装着した場合、
　ウエイトローラーの変更が必要になる車両があります。

■サイレントボンバーマフラー&ハイスピードプーリー&トルクカムセット ※マフラーとハイスピードプーリーを同時装着した場合、
　ウエイトローラーの変更が必要になる車両があります。



期間中、マフラー&ハイスピードプーリーセットをお買い得価格でご購入頂けます。

対象商品は指定された弊社製マフラーに限ります。必ずキャンペーン品番でご注文下さい。 期間：2014年9月10日～2014年10月31日注文分

ハイスピードプーリーを取り付けることで、マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した
出力が可能になります。　ハイスピードプーリーはマフラー交換時、お薦めのセッティングパーツです。　是非、この機会にお買い求め下さい。

■PCX購入例 購入価格が¥4,800引きでお買い得です!!

＋ ＝

通常セット購入価格
￥41,800（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥37,000￥37,000￥37,000

■アドレスV125購入例

＋ ＝

通常セット購入価格
￥48,000（税抜）

（税抜）（税抜）（税抜）
￥37,000￥37,000￥37,000

購入価格が¥11,000引きでお買い得です!!
コーンオーバルマフラー
￥36,000（税抜）

ハイスピードプーリーキット
￥5,800（税抜）

コーンオーバルマフラー
￥32,000（税抜）

プーリー＆トルクカムキット
￥16,000（税抜）

PCX

CYGNUS-X

Address V125S

■コーンオーバルマフラー&ハイスピードプーリーセット
■コーンオーバルマフラー
サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。
サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、歯切れの良い音質で排気音を演出します。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用。キャタライザー内蔵。
※政府認証はノーマルエンジンの場合に限ります。一部の車両につきましては、取付け可能ですが政府認証適合を取得していない為、ノーマルエンジンであっても競技専用品になります。
■ハイスピードプーリー：マフラー交換によりパワーアップしたエンジン性能を最大限に使用出来、最高速を引き上げながら安定した出力を可能とします。

※マフラーとハイスピードプーリーを同時装着した場合、
　ウエイトローラーの変更が必要になる車両があります。

■アドレスV125/125S用ハイスピードプーリー＆トルクカムは必ず同時装着して下さい。他社製との組合わせは行わないで下さい。ハイギアを装着している場合はノーマルに戻す必要があります。

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥37,000（税抜）SPECIAL PRICE通常価格 ￥48,000（税抜）

マフラー：￥32,000
＋ハイスピードプーリー&トルクカムキット：￥16,000SUZUKI 04-02-0193

88dB（A）アドレスV125（CF46A-100001～）

88dB（A）アドレスV125（CF4EA-100001～）
アドレスV125S（CF4MA-100001～）

04-02-0194

SPECIAL PRICE通常価格 ￥37,800（税抜） ￥33,000（税抜）
SPECIAL PRICE通常価格 ￥37,800（税抜） ￥33,000（税抜）

04-02-019088dB（A）LEAD125（JF45-1000001～）
04-02-019186dB（A）ZOOMER-X（国内モデル）（JF52-1000001～）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥37,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥36,000＋ハイスピードプーリー：￥4,800
通常価格 ￥40,800（税抜）

キャンペーン価格キャンペーン価格
￥37,000（税抜）SPECIAL PRICE

マフラー：￥36,000＋ハイスピードプーリー：￥5,800
通常価格 ￥41,800（税抜）

車種（フレームNO.）メーカー キャンペーン品番 セット購入価格（税抜）　※セット価格はハイスピードプーリーが含まれた価格です。近接騒音

HONDA

YAMAHA CYGNUS-X（SE44J・28S/2013モデル 1YP）
※SE12Jは取付け可能ですが、政府認証外です。 04-02-019288dB（A）

04-02-018888dB（A）PCX（JF28-1100001～）
91dB（A）PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

SPECIAL PRICE通常価格 ￥41,800（税抜） ￥37,000（税抜）04-02-018988dB（A）PCX（JF56-1000001～）

ZOOMER-X

LEAD125


