
スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので各種オートデコンプレッション付きカムシャフトの併用をお薦めします。デスモドロミック4Vヘッド、モンキー（FI）用エンジンパーツに
はオートデコンプレッションカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチをご使用頂けます。ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

■スーパーストリート5速

■Sツーリング5速

1速：2.357　2速：1.764　3速：1.400　4速：1.136　5速：1.000

1速：2.357　2速：1.611　3速：1.190　4速：0.958　5速：0.807

■12Vモンキー（ノーマルミッション） 1速：3.272　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.043

■スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ用対象製品対象製品

チューニングされたエンジン出力を確実に伝達するスペシャルクラッチキットTYPE-R（DRY）とパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションがセットになり、リーズナブルな新価格を設定しました。
エンジンの高出力化に伴い、装着が必要になる定番のアイテムがお買い求めやすくなっております。　■キット採用のクラッチはスリッパークラッチ機構有りと無しの2種類があります。
TAF5速クロスミッションキット（リターン式）：ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。
TAF5速クロスミッションは、既存の弊社製ミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させています。スーパーストリート、Sツーリングのギヤレシオが異なる2種類からお選び頂けます。
■プレゼントのラバーキャップセットはDRY（乾式）クラッチ特有の騒音を緩和します。又、雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止出来ます。

弊社製スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R（DRY）専用製品です。
本製品の装着に伴い、スペシャルクラッチインナーキットTYPE-R（DRY）の
同時装着が必要です。
インナーキットと同時にお求めの場合は、お得なセットの上記スペシャル
クラッチキットTYPE-R（DRY）をお買い求め下さい。
ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

油圧式からワイヤー式に変更や旧デザインカバーから変更する際に使用
します。
本製品の装着に伴い、クラッチケーブル、クラッチレバーの別途購入が必
要になります。

スリッパークラッチ機構 プレゼント品番 価格（税抜）
02-03-0157
02-03-0158

￥183,000
￥167,000

有り
無し

02-03-0159
02-03-0160

￥183,000
￥167,000

有り
無し

クラッチタイプ

ワイヤー式

対象車両
6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）
12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）
12Vモンキー・ゴリラ（AB27-1000001～1899999）
※モンキー（FI）には取付け出来ません。

ミッションタイプ

スーパーストリート5速

Sツーリング5速
02-03-0161
02-03-0162

￥183,000
￥167,000

有り
無し

02-03-0163
02-03-0164

￥183,000
￥167,000

有り
無し

ワイヤー式モンキー（FI）（AB27-1900001～）
スーパーストリート5速

Sツーリング5速

対象製品は指定された弊社製スペシャルクラッチキット TYPE-R（DRY/ワイヤー式）に限ります。必ずプレゼント品番でご注文下さい。
期間：2017年9月1日〜2017年10月31日注文分

■スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式） モンキー・ゴリラ用

■スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）対象製品対象製品 ■スペシャルクラッチカバー TYPE-R （DRY/ワイヤー式）対象製品対象製品

対象製品対象製品

スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）・スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）を

ご購入のすべての方に防音ラバーキャップセットをプレゼント!!
スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）・スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （DRY/ワイヤー式）を

ご購入のすべての方に防音ラバーキャップセットをプレゼント!!

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

スリッパークラッチ機構
有り

プレゼント品番 価格（税抜）
02-02-0165
02-02-0166

￥129,000
無し ￥112,500

対象ミッション

弊社製DRY専用クロスミッション

クラッチタイプ

ワイヤー式

プレゼント品番 価格（税抜）

02-02-0164 ￥72,000

対象クラッチ/ミッション
スペシャルクラッチインナーキットTYPE-R（DRY）
弊社製DRY専用クロスミッション

クラッチタイプ

ワイヤー式

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

プレゼント品番 価格（税抜）

02-02-0167 ￥29,000

対象クラッチー

スペシャルクラッチキットTYPE-R（DRY）

クラッチタイプ

ワイヤー式

■スペシャルクラッチ TYPE-R クラッチカバー：ワイヤー式
アルミダイカスト製右クランクケースカバー（バフ研磨クリア塗装仕上げ）にアルミ削り出しクラッチカバーを採用。クラッチカバーには、冷却効果を高める
ベンチレーションホールを配置しています。大型オイルフィラーキャップ、カートリッジ式ペーパータイプオイルエレメント、オイルレベル確認窓を装備。
別途オプショナルパーツの購入により、オイルクーラーへのオイル取り出しやオーバークールの防止が可能になります。
■強化クラッチ（6ディスク）
従来品に比べ、クラッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約
12％軽減を実現し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスク1枚を
採用し、6ディスク化を実現。 これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20％アップし、ハイパワーエンジンに対応。
プライマリードリブンギア：クラッチ接続時、ギア等のショック軽減を図り、ラバーダンパーを内蔵。
クラッチスプリング：耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。
クラッチユニットの変更：ノーマルクランクシャフト（1次側）からミッションのメインシャフト（2次側）に変更することで、クランクシャフトの回転マスが低減
し、クランクシャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。スペシャルクラッチ TYPE-R（DRY）はスリッパークラッチ機構有りと無しの2種類があり
ます。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。
■プレゼントのラバーキャップセットはDRY（乾式）クラッチ特有の騒音を緩和します。又、雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止出来ます。

スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので各種オートデコン
プレッション付きカムシャフトの併用をお薦めします。デスモドロミック4Vヘッド、モンキー（FI）用エ
ンジンパーツにはオートデコンプレッションカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチ
をご使用頂けます。弊社製DRY（乾式）専用クロスミッションを対象とした製品です。
ノーマルミッション、弊社製のWET（湿式）対応クロスミッションには取り付け出来ません。
ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

■雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止します。
■ラバーキャップの使用数により、音量調整が可能です。
■雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止します。
■ラバーキャップの使用数により、音量調整が可能です。

防音ラバーキャップセットをプレゼント!!防音ラバーキャップセットをプレゼント!!

02-02-0165

02-03-0158



対象製品は指定された弊社製スペシャルクラッチキット TYPE-R（DRY/油圧式）に限ります。必ずプレゼント品番でご注文下さい。
期間：2017年9月1日〜2017年10月31日注文分

スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/油圧式）・スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （DRY/油圧式）を

ご購入のすべての方に防音ラバーキャップセットをプレゼント!!
スペシャルクラッチキット TYPE-R （DRY/油圧式）・スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （DRY/油圧式）を

ご購入のすべての方に防音ラバーキャップセットをプレゼント!!

■雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止します。
■ラバーキャップの使用数により、音量調整が可能です。
■雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止します。
■ラバーキャップの使用数により、音量調整が可能です。

防音ラバーキャップセットをプレゼント!!防音ラバーキャップセットをプレゼント!!

スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので各種オートデコンプレッション付きカムシャフトの併用をお薦めします。デスモドロミック4Vヘッド、モンキー（FI）用エンジンパーツに
はオートデコンプレッションカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチをご使用頂けます。ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

■スーパーストリート5速

■Sツーリング5速

1速：2.357　2速：1.764　3速：1.400　4速：1.136　5速：1.000

1速：2.357　2速：1.611　3速：1.190　4速：0.958　5速：0.807

■12Vモンキー（ノーマルミッション） 1速：3.272　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.043

■スペシャルクラッチキット TYPE-R （17DRY/油圧式）&TAF5速クロスミッションキット モンキー・ゴリラ用対象製品対象製品

チューニングされたエンジン出力を確実に伝達するスペシャルクラッチキットTYPE-R（DRY）とパワーバンドを有効に使用することが出来るクロスミッションがセットになり、リーズナブルな新価格を設定しました。
エンジンの高出力化に伴い、装着が必要になる定番のアイテムがお買い求めやすくなっております。　■キット採用のクラッチはスリッパークラッチ機構有りと無しの2種類があります。
TAF5速クロスミッションキット（リターン式）：ストリート走行、コーナリング、レース走行でストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。
TAF5速クロスミッションは、既存の弊社製ミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させています。スーパーストリート、Sツーリングのギヤレシオが異なる2種類からお選び頂けます。
■プレゼントのラバーキャップセットはDRY（乾式）クラッチ特有の騒音を緩和します。又、雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止出来ます。

弊社製スペシャルクラッチインナーキット TYPE-R（DRY）専用製品です。
本製品の装着に伴い、スペシャルクラッチインナーキットTYPE-R（DRY）の
同時装着が必要です。
インナーキットと同時にお求めの場合は、お得なセットの上記スペシャル
クラッチキットTYPE-R（DRY）をお買い求め下さい。
ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

ワイヤー式から油圧式に変更や旧デザインカバーから変更する際に使用
します。
本製品の装着に伴い、メッシュホース、クラッチマスターシリンダー、
バンジョーボルト、シーリングワッシャの別途購入が必要になります。

スリッパークラッチ機構 プレゼント品番 価格（税抜）
02-03-0165
02-03-0166

￥199,000
￥183,000

有り
無し

02-03-0167
02-03-0168

￥199,000
￥183,000

有り
無し

クラッチタイプ

油圧式

対象車両
6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）
12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）
12Vモンキー・ゴリラ（AB27-1000001～1899999）
※モンキー（FI）には取付け出来ません。

ミッションタイプ

スーパーストリート5速

Sツーリング5速
02-03-0169
02-03-0170

￥199,000
￥183,000

有り
無し

02-03-0171
02-03-0172

￥199,000
￥183,000

有り
無し

油圧式モンキー（FI）（AB27-1900001～）
スーパーストリート5速

Sツーリング5速

■スペシャルクラッチキット TYPE-R （17DRY/油圧式） モンキー・ゴリラ用

■スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R （17DRY/油圧式）対象製品対象製品 ■スペシャルクラッチカバー TYPE-R （17DRY/油圧式）対象製品対象製品

対象製品対象製品

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

スリッパークラッチ機構
有り

プレゼント品番 価格（税抜）
02-02-0169
02-02-0170

￥145,000
無し ￥128,500

対象ミッション

弊社製DRY専用クロスミッション

クラッチタイプ

油圧式

プレゼント品番 価格（税抜）

02-02-0168 ￥85,000

対象クラッチ/ミッション
スペシャルクラッチインナーキットTYPE-R（DRY）
弊社製DRY専用クロスミッション

クラッチタイプ

油圧式

■対象車種：12Vモンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～）（AB27-1000001～1899999）
　　　　　：6Vモンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）

プレゼント品番 価格（税抜）

02-02-0171 ￥28,000

対象クラッチー

スペシャルクラッチキットTYPE-R（DRY）

クラッチタイプ

油圧式

■スペシャルクラッチ TYPE-R クラッチカバー：油圧式
アルミダイカスト製右クランクケースカバー（バフ研磨クリア塗装仕上げ）にアルミ削り出しクラッチカバーを採用。クラッチカバーには、冷却効果を高める
ベンチレーションホールを配置しています。大型オイルフィラーキャップ、カートリッジ式ペーパータイプオイルエレメント、オイルレベル確認窓を装備。
別途オプショナルパーツの購入により、オイルクーラーへのオイル取り出しやオーバークールの防止が可能になります。
■強化クラッチ（6ディスク）
従来品に比べ、クラッチアウターなどの回転部分を小径化することで、オイル拡散によるロス馬力の減少や更なるレスポンスの向上と回転マス重量の約
12％軽減を実現し、エンジンパワーを無駄無く伝達します。ケブラー配合フリクションディスクを5枚、ジャダーの軽減を図る専用フリクションディスク1枚を
採用し、6ディスク化を実現。 これにより、クラッチの容量が従来品に比べ約20％アップし、ハイパワーエンジンに対応。
プライマリードリブンギア：クラッチ接続時、ギア等のショック軽減を図り、ラバーダンパーを内蔵。
クラッチスプリング：耐疲労性に優れ、安定したクラッチフィールを実現。
クラッチユニットの変更：ノーマルクランクシャフト（1次側）からミッションのメインシャフト（2次側）に変更することで、クランクシャフトの回転マスが低減
し、クランクシャフトの耐久性やスロットルレスポンスが向上します。17乾式クラッチ TYPE-Rはスリッパークラッチ機構有りと無しの2種類があります。
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショックを緩和します。
■プレゼントのラバーキャップセットはDRY（乾式）クラッチ特有の騒音を緩和します。又、雨天走行時や洗車時の水分侵入を防止出来ます。

スリッパークラッチは構造上、エンジン始動時にクラッチに滑りが発生しますので各種オートデコン
プレッション付きカムシャフトの併用をお薦めします。デスモドロミック4Vヘッド、モンキー（FI）用エ
ンジンパーツにはオートデコンプレッションカムシャフトの設定はありませんが、スリッパークラッチ
をご使用頂けます。弊社製DRY（乾式）専用クロスミッションを対象とした製品です。
ノーマルミッション、弊社製のWET（湿式）対応クロスミッションには取り付け出来ません。
ノーマルマフラー、アップタイプマフラーの同時装着は出来ません。

02-02-0170

02-03-0169


