
■ストリート5速
■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：0.958
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）
■CD50（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
1速：3.272　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.043

■6Vモンキー（2.6PS）（ノーマルミッション）
■12V DAX50（ノーマルミッション）
■スーパーカブ50（ノーマルミッション）

1速：3.181　2速：1.823　3速：1.190
1速：3.272　2速：1.823　3速：1.190
1速：3.181　2速：1.705　3速：1.238　4速：0.958

■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

■モンキーRT（AB22-1007601～）：モンキーR（AB22-1011926～）の方は上記モンキー・ゴリラ用ミッションキットを購入し、弊社製ミッションキットに付属の
　ニュートラルスイッチローターとノーマルニュートラルスイッチローターを付け替える必要があります。

モンキー（FI）（マニュアルクラッチ車）用

￥49,800
14-02-0016ストリート5速乾式クラッチ

スペシャルクラッチTYPE-R（DRY）
DRY専用クロスミッション

14-02-0017スーパーストリート5速

モンキー（FI）（AB27-1900001～）

￥46,500

14-02-0013ストリート5速ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-0014スーパーストリート5速

14-02-0015Sツーリング5速

14-02-0018Sツーリング5速

￥49,800

14-02-0010ストリート5速乾式クラッチ
スペシャルクラッチTYPE-R（DRY）
DRY専用クロスミッション

14-02-0011スーパーストリート5速
14-02-0012Sツーリング5速

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

6V モンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）※Aタイプスピンドル車
12V モンキー（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
12V ゴリラ　（Z50J-2500001～/AB27-1000001～1899999）
モンキーBAJA（Z50J-1700001～）
CD50（CD50-1300001～1330600）※Aタイプスピンドル車
※CD50には乾式クラッチキットの設定はありません。
※対象車両に“Aタイプスピンドル車”と記載されている車両は、Bタイプ
　スピンドルへの変更が必要。

￥46,500

ミッションの種類
14-02-0007ストリート5速

対象クラッチ
ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-0008スーパーストリート5速

14-02-0009Sツーリング5速

付属のシフトフォーク（センター）には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。
モンキー・ゴリラ（キャブレター車）用SS5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属
■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

モンキー・ゴリラ（マニュアルクラッチ車）用

■弊社製マニュアルクラッチキットを装着した場合、このミッションキットのギアシフトアーム以外の部品を使用することで、マニュアル5速リターン式になります。
※弊社マニュアルクラッチキットは、スーパーカブ50（セル付き）・リトルカブ（セル付き）・インジェクション車には取付け出来ません。

Sツーリング5速

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

14-02-0003
スーパーカブ50（C50-0200001～/AA-01-1000001～1699999）
※スーパーカブ50（C50-3000001～）は除く　スーパーカブ70（C70-1000001～ ）
リトルカブ（C50-4300001～4599999/AA01-3000001～3999999）

￥48,800

ミッションの種類

スーパーストリート5速

14-02-0004Sツーリング5速

14-02-0005
スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）　リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） ￥48,800

スーパーストリート5速

14-02-0006

ノーマルクラッチ
強化クラッチ

ノーマルクラッチ
強化クラッチ

対象クラッチ

スーパーカブ・リトルカブ（遠心クラッチ車）用

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

14-02-0001
6V モンキー（Z50J-1000001～1510400）Aタイプスピンドル車
※Aタイプスピンドル車につき、Bタイプスピンドルへの変更が必要
12V DAX50（AB26-1000001～）Bタイプスピンドル車

￥48,800

ミッションの種類

スーパーストリート5速

14-02-0002Sツーリング5速

ノーマルクラッチ
強化クラッチ

対象クラッチ6Vモンキー・DAX（遠心クラッチ車）用

付属のシフトフォーク（センター）には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。
この5速ミッションを組み込んだ場合、遠心5速リターンミッション(1ダウン4アップ)になります。（ノーマルクラッチ対応）　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

■遠心クラッチからマニュアルクラッチに変更する場合は、マニュアルクラッチキットをご購入の上、モンキー（キャブレター車/マニュアルクラッチ）用のミッションを選択し、取付けて下さい。



■ストリート5速
■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：0.958
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

■CD50（ノーマルミッション）
■CD90（ノーマルミッション）
■MAGNA50（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
1速：2.833　2速：1.705　3速：1.238　4速：1.043
1速：3.272　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.043

■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

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

14-02-0019CD50（CD50-1500001～1701808）※Aタイプスピンドル車
※Aタイプスピンドル車につき、Bタイプスピンドルへの変更が必要
CD50（CD50-1701809～）Bタイプスピンドル車
CL50（CD50-4000001～）Bタイプスピンドル車
Benly50S（CD50-2200005～）Bタイプスピンドル車

￥48,800

ミッションの種類

スーパーストリート5速

対象クラッチ

ノーマルクラッチ
強化クラッチ

14-02-0020Sツーリング5速

14-02-0021
CD90（HA03-1100005～1113314）（HA03-1200001～1202305）
CD90（HA03-1300001～1303689）（HA03-1400001～1403799）
CD90（HA03-1500001～）（HA03-1600001～）

￥48,800
スーパーストリート5速

ノーマルクラッチ
14-02-0022Sツーリング5速

14-02-0023

MAGNA50（AC13-1000010～） ￥48,800
ストリート5速

14-02-0024スーパーストリート5速
ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション 14-02-0025Sツーリング5速

CD50（マニュアルクラッチ車）用

付属のシフトフォーク（センター）には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。
■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

MAGNA50（マニュアルクラッチ車）用

既存の弊社製5速クロス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たTAF5速クロスミッション。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ
歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。モンキー・ゴリラ（遠心クラッチ車）の場合はマニュアルクラッチキットをご購入の上、このキットをお選び下さい。
組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。
モンキー・ゴリラ（キャブレター車）用TAF5速クロスミッションキットにはクランクケースガスケットが6V用と12V用の2種類付属　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

￥60,500
乾式クラッチ
スペシャルクラッチTYPE-R（DRY）
DRY専用クロスミッション

14-02-0036スーパーストリート5速

14-02-0037Sツーリング5速

12V モンキー・ゴリラ・モンキーBAJA
SP武川製強化クランクケース
（セカンダリ－式キックスターターアーム）用

￥57,500
ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-0034スーパーストリート5速

14-02-0035Sツーリング5速

￥60,500
乾式クラッチ
スペシャルクラッチTYPE-R（DRY）
DRY専用クロスミッション

14-02-0032スーパーストリート5速

14-02-0033Sツーリング5速

モンキー（FI）（AB27-1900001～）

￥57,500
ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-0030スーパーストリート5速

14-02-0031Sツーリング5速

￥60,500
乾式クラッチ
スペシャルクラッチTYPE-R（DRY）
DRY専用クロスミッション

14-02-0028スーパーストリート5速

14-02-0029Sツーリング5速

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

6V モンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）※Aタイプスピンドル車
12V モンキー（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
12V ゴリラ　（Z50J-2500001～/AB27-1000001～1899999）
モンキーBAJA（Z50J-1700001～）
CD50（CD50-1300001～1330600）※Aタイプスピンドル車
※CD50には乾式クラッチキットの設定はありません。
※対象車両に“Aタイプスピンドル車”と記載されている車両は、Bタイプス
　ピンドルへの変更が必要です。

￥57,500

ミッションの種類対象クラッチ
ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-0026スーパーストリート5速

14-02-0027Sツーリング5速

モンキー・ゴリラ（マニュアルクラッチ車）用

モンキー（FI）（マニュアルクラッチ車）用

SP武川製強化クランクケース（セカンダリー式）用



■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

■CD50（ノーマルミッション）
■CD90（ノーマルミッション）
■JAZZ（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
1速：2.833　2速：1.705　3速：1.238　4速：1.043
1速：3.272　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.043

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

14-02-0038CD50（CD50-1500001～1701808）※Aタイプスピンドル車
※Aタイプスピンドル車につき、Bタイプスピンドルへの変更が必要
CD50（CD50-1701809～）Bタイプスピンドル車
CL50（CD50-4000001～）Bタイプスピンドル車
Benly50S（CD50-2200005～）Bタイプスピンドル車

￥59,500

ミッションの種類

スーパーストリート5速

対象クラッチ

ノーマルクラッチ
強化クラッチ

14-02-0039Sツーリング5速

14-02-0040
CD90（HA03-1100005～1113314）（HA03-1200001～1202305）
CD90（HA03-1300001～1303689）（HA03-1400001～1403799）
CD90（HA03-1500001～）（HA03-1600001～）

￥59,500
スーパーストリート5速

ノーマルクラッチ
14-02-0041Sツーリング5速

JAZZ（AC09-1017201～）Bタイプスピンドル車
※AC09-1000030～1017200はBタイプスピンドルへの変更が必要

￥59,500
14-02-0042スーパーストリート5速ノーマルクラッチ

強化クラッチ 14-02-0043Sツーリング5速

CD50（マニュアルクラッチ車）用

既存の弊社製5速クロス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たTAF5速クロスミッション。
特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。
組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

JAZZ（マニュアルクラッチ車）用

■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 ■6速クロス 1速：2.615　2速：2.000　3速：1.578　4速：1.333　5速：1.181　6速：1.043

高出力・高性能へと進化し続けるZ50系エンジン。そのパワーを余すことなくリヤホイールへ伝えるために是非、6速ミッションを装着する事をお薦めします。
遠心クラッチの場合はマニュアルクラッチキットをご購入の上、このキットをお選び下さい。■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

※組付け時に必要となるガスケット類は別売になります。　※138cc/148ccに本製品の同時装着はお薦めしておりません。
■モンキーR/RTに取付けする場合、ニュートラルスイッチローターの変更が必要です。　ノーマルシフトドラムよりニュートラルスイッチローターを取外し、キット内のシフトドラムに取付けます。

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

6V モンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～1805927）※Aタイプスピンドル車
12V モンキー（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999）
12V ゴリラ　（Z50J-2500001～/AB27-1000001～1899999）
モンキーBAJA（Z50J-1700001～）
モンキーRT（AB22-1007601～）：モンキーR（AB22-1011926～）

￥84,500

ミッションの種類対象クラッチ

ノーマルクラッチ / 強化クラッチ
スペシャルクラッチ（5ディスク）
スペシャルクラッチTYPE-R（WET）
WET対応クロスミッション

14-02-00486速クロスミッション

■スーパーカブ50（ノーマルミッション） 1速：3.181　2速：1.705　3速：1.238　4速：0.958 ■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

キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両

14-02-0044 
スーパーカブ50（C50-0200001～/AA-01-1000001～1699999）
※スーパーカブ50（C50-3000001～）は除く　スーパーカブ70（C70-1000001～ ）
リトルカブ（C50-4300001～4599999/AA01-3000001～3999999）

￥60,500

ミッションの種類

スーパーストリート5速

対象クラッチ

ノーマルクラッチ
強化クラッチ 14-02-0045Sツーリング5速

14-02-0046
スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）　リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） ￥59,500

スーパーストリート5速ノーマルクラッチ
強化クラッチ 14-02-0047Sツーリング5速

■弊社製マニュアルクラッチキットを装着した場合、このミッションキットのギアシフトアーム以外の部品を使用することで、マニュアル5速リターン式になります。
※弊社マニュアルクラッチキットは、スーパーカブ50（セル付き）・リトルカブ（セル付き）・インジェクション車には取付け出来ません。

スーパーカブ・リトルカブ（遠心クラッチ車）用

既存の弊社製5速クロス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たTAF5速クロスミッション。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ
歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。組込み時に必要になるR.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。
この5速ミッションを組み込んだ場合、遠心5速リターンミッション(1ダウン4アップ)になります。　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

モンキー・ゴリラ（マニュアルクラッチ車）用



■GROM（ノーマルミッション）1速：2.500　2速：1.550　3速：1.150　4速：0.923 ■TAF5速クロスミッション 1速：2.333　2速：1.684　3速：1.272　4速：1.040　5速：0.923

■4速クロスミッション
■5速クロスミッション
■6速クロスミッション

1速：2.692　2速：1.937　3速：1.473　4速：1.300
1速：2.692　2速：2.000　3速：1.578　4速：1.333　5速：1.238
1速：2.692　2速：2.000　3速：1.578　4速：1.333　5速：1.181　6速：1.043

■KSR110（ノーマルミッション）
■Z125PRO（ノーマルミッション）
■KLX110（ノーマルミッション）

1速：3.000　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.086
1速：3.000　2速：1.937　3速：1.350　4速：1.086
1速：3.273　2速：1.937　3速：1.350

※ガスケット類はキットには付属しておりません。別途お買い求め下さい。※4速クロスミッションもは弊社製ミッションに採用されているドッグ部分のテーパー加工はありません。
※5速クロス、6速クロスミッションを装着する場合、左クランクケースの加工が必要です。加工につきましては弊社にて行っておりますのでお問い合わせ下さい。（加工代￥6,000 税抜/送料別）
※左クランクケースのみお送り下さい。ニュートラルスイッチ、スタッドボルト、ノックピン、オイルフィルター等の付属部品は必ず外して下さい。但し、圧入されているベアリングは外さないで下さい。
※KSR110 / KLX110'04モデル以前の車両に使用する場合はチェンジペダルの取付け径が異なる為、'05モデル以降のチェンジペダルに変更が必要です。
※KLX110Lは弊社製スペシャルクラッチカバーキット（プライマリドライブギア付属）を同時装着することで取付け可能になります。
※KSR PROはカワサキ純正部品13151-0055（スイッチ COMP. ニュートラル）と弊社製スペシャルクラッチカバーキット（プライマリドライブギア付属）を同時装着することで取付け可能になります。
※KSR PROはノーマルクラッチカバーでは取付け出来ません。　※弊社では138cc/178ccボアアップキットと6速クロスミッションキットの同時装着はお薦めしておりません。

4速クロス、5速クロス、6速クロスミッションキットの3種類からお選びいただけます。　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。
5速クロス、6速クロスミッションキットには、強化シフトフォークシャフトを付属：ノーマルのフォークシャフトに比べ、耐久性を向上させ、シャフトへのトラブルを防ぎます。

4速クロス

5速クロス
6速クロス

KSR110（KL110A-A04501～）　KLX110（LX110A-A23003～）
KSR110（KL110CBF）（JKAKL110CCDA00058～）　KSR110（KL110DDF）（KL110D-A57002～）  

価格（税抜）対象車両

14-02-0056 ￥43,000

KSR110（KL110A-A04501～）　KLX110（LX110A-A23003～）
KSR110（KL110CBF）（JKAKL110CCDA00058～）　KSR110（KL110DDF）（KL110D-A57002～）  
KSR PRO（KL110EEF）（JKAKL110EEDA88121～）

Z125 PRO（BR125H-A02621～）　■ギアポジションスイッチ、クラッチカバーガスケットが付属。
※ノーマルスピードメーターを正常に作動させる為、スピードセンサーキットが必要

14-02-0057 ￥64,800
14-02-0059 ￥75,500

ミッションの種類 キャンペーン品番

5速クロス
6速クロス

14-02-0058 ￥49,800
14-02-0060 ￥59,800

KSR110用4速クロスミッションキット

KSR110用5速クロスミッションキット

■Ape50・XR50 Motard（ノーマルミッション）
■Ape100・XR100 Motard・CRF100F（ノーマルミッション）
■DREAM50（ノーマルミッション）

1速：3.083　2速：1.882　3速：1.400　4速：1.130　5速：0.960
1速：3.083　2速：1.882　3速：1.400　4速：1.130　5速：0.923
1速：2.692　2速：1.823　3速：1.400　4速：1.130　5速：0.960

■6速スポーツクロスミッション
■6速スーパークロスミッション

1速：2.642　2速：2.000　3速：1.631　4速：1.380　5速：1.173　6速：1.040
1速：1.882　2速：1.579　3速：1.333　4速：1.174　5速：1.083　6速：1.042

Ape用6速スポーツクロスミッションキット

ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで対応し、乾式クラッチ用以外はノーマルクラッチでも取付け可能です。　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。

※乾式クラッチ・ノーマルクラッチでも取付可能です。　※乾式クラッチが装着済みで6速ミッションを装着する場合は乾式用のメインシャフトを別途ご購入下さい。
　スーパークロスミッションは乾式クラッチ用があります。　※6速スーパークロスはレース専用部品の為、一般公道では使用出来ません。
※ガスケット類はキットには付属しておりません。別途お買い求め下さい。

Ape50（AC16-1020605～1599999）
Ape50（FI）（全年式）/Ape100（全年式）
XR50/100 Motard（全年式）
NSF100 ※逆チェンジ仕様（チェンジが純正と同じです。）

ノーマル・湿式クラッチ用

ノーマル・湿式クラッチ用
キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両 対象クラッチ

6速スポーツクロス

6速スポーツクロス
ミッションの種類

14-02-0051
14-02-0052

Ape50（AC16-1000001～1020604）

￥75,500

ノーマル・湿式クラッチ用6速スポーツクロス 14-02-0055DREAM50（AC15-1000001～）

ノーマル・湿式クラッチ用6速スーパークロス 14-02-0053
乾式クラッチ用6速スーパークロス 14-02-0054

購入ミッションキットはTAF5速クロスミッションキット（対象クラッチ：ノーマル）（14-02-0049）になります。このミッション（02-04-0293）を購入後、スペシャルクラッチへステップアップする場合は、
スペシャルクラッチキット TYPE-R（ノーマルメインシャフト用）をご購入頂く事で、再度クランクケースの分解を行うこと無く、スペシャルクラッチに出来ます。

購入ミッションキットはTAF5速クロスミッションキット（対象クラッチ：スペシャルクラッチ）（14-02-0050）になります。このミッションには、スペシャルクラッチキット TYPE-R（WET/DRY）専用に設計
されたメインシャフトが付属しています。　※ノーマルクラッチ/弊社製スリッパークラッチキット（02-01-0118）には取付け出来ません。ご注意下さい。

※本製品を装着した場合、スピードメーターの表示に誤差が生じ、修正するには弊社製ノーマルスピードメーター用スピードセンサーキットの別途購入が必要になります。 
　スピードセンサーキットは使用されるキャリパーブラケットでキットが異なります。WEBカタログをご覧ください。　※ミッションの交換作業に伴い専用工具が必要になります。

スペシャルクラッチ TYPE-R（専用クロスミッション用）

ノーマル/弊社製スリッパークラッチ（02-01-0118）
キャンペーン品番 価格（税抜）対象車両 対象クラッチ
14-02-0049
14-02-0050

GROM（JC61-1000001～1299999/JC61-1300001～ /JC75-1000001～）
MSX125（MLHJC618_D5000001～）　MSX125SF
モンキー125（JB02-1000001～）　モンキー125タイモデル(MLHJB02)

￥48,800

モンキー125・GROM・MSX125SF用

TAF5速クロスミッションを装着することで、エンジン回転数のパワーバンドをキープしながらスムーズに加速することが出来ます。弊社製ボアアップキットを装着した場合にもトルクフルな出力
特性をそのままにご使用頂けます。本製品は各ギアの移動量をショートストローク化することで歯幅を確保し、耐久性を向上しております。
セットにはL.クランクケースカバーガスケット、R.クランクケースガスケットが付属。　■各種ギアレシオ、注意事項等は弊社WEBカタログをご覧下さい。
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