Super Cub50/70/90/100EX・Little Cub・Giorcub・Super Cub110
CUSTOM PARTS 2016.vol.1

Engine/Oil cooler/Clutch & Mission/Carburetor/Brake

10-01-0011

■対象車種アイコン一覧 ※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない商品があります。
各商品に明記の対象を必ずご確認下さい。
スーパーカブ50（C.D.I.点火車両） ※FI車は除く
Cub
キャブ車 （C50-9000001〜0095210/C50-0200001〜0999999 C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ ※FI車は除く （C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999） ジョルカブ AF53-1000001〜

■スーパースポーツカムシャフト

Cub（FI）
スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）
AA04

Cub
キャブ車

■スポーツカムシャフト

品番
価格（税抜）
01-08-0009 ￥9,800
01-08-0333 ￥15,200

■スポーツカムシャフトを購入後、排気量をアップする場合はボアアップキット
（カムシャフト無し）
をご購入下さい。
ボアアップキット
（カムシャフト無し）
につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。

■スポーツカムシャフトを購入後、排気量をアップする場合はボアアップキット
（カムシャフト無し）
をご購入下さい。
各車両用のボアアップキット
（カムシャフト無し）
につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。

FIコン / FIコン2（インジェクションコントローラー）

■安心サポート付き

煩わしいPC接続などは必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来る弊社独自開発のインジェ
クションコントローラーです。弊社製エンジンパーツを組み付けた場合などにおこる燃調の狂いを補正することが出来ます。

■安心サポート付き 万が一部品を破損させてしまった場合も補修部品費用を弊社が半額サポート!! WEB SITE参照。
シリンダーとピストンを変更することで81ccに出来ます。弊社スポーツカムシャフト装着車の方はeステージライトをご購入下さい
シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクト
LCDサーモメーターM5温度センサー付きキットをご購入頂くことで、
シリンダー温度
を計測することが出来ます。

排気量

01-05-5123

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）
※FI車は除く C50-9000001〜0095210
C50-0200001〜0999999/C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
：ジョルカブ AF53-1000001〜

対象車両/フレームNO.
品番
価格（税抜）
スーパーカブ50（FI）
（AA01-1700001〜）
03-05-0019
リトルカブ
（FI）
（AA01-4000001〜）
￥10,500
05-04-0003
スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
※FIコンにレブリミッターカット機能はありません。
※ノーマル車両に取り付けても、性能が向上する物ではありません。
※弊社製エンジンパーツ装着車用。他社エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
※社外品Ｈ.Ｉ.Ｄ.ヘッドライト、点火装置、
ヘッドライトＯＮ/ＯＦＦスイッチの同時装着
は行わないで下さい。

弊社オリジナル スカット構造（特許取得構造）

クランクケース分解作業の必要も無く、
ノーマルクランクシャフトのままで、106ccに排気量アップが可能になる特許取得構造です。
スカットシリンダーはすべて、耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。
更にオイルジェット機構が装備され、
ピストン、
コンロット等の潤滑及び冷却効果が飛躍的に向上します。

■Sステージボアアップキット88cc / 106cc

Cub
キャブ車

106cc

スカット

カムシャフト
デコンプ無し
デコンプ無し
デコンプ付き
デコンプ無し

品番
01-05-5097
01-05-0017
01-05-5313
01-05-5311

価格（税抜）
￥27,000
￥27,000
￥39,000
￥35,800

05-04-0008のレブリミット回転数：ノーマルカムシャフト使用時 ： 8500rpm
：弊社製カムシャフト使用時 ： 9500rpm

05-04-0007のレブリミット回転数：弊社製カムシャフト使用時 ： 10500rpm
ノーマルカムシャフト使用時はレブリミッターカットは機能しません。

対象車両/フレームNO.
品番
価格（税抜）
スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜） 05-04-0008
￥15,200
05-04-0007
スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

05-04-0007

※弊社製エンジンパーツ装着車用。他社エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
※社外品Ｈ.Ｉ.Ｄ.ヘッドライト、点火装置、
ヘッドライトＯＮ/ＯＦＦスイッチの同時装着は行わないで下さい。

01-05-0017

Cub
キャブ車

■ハイパーSステージボアアップキット

ハイパーSステージはSステージボアアップキットにPB16キャブレターキット、
ドライブスプロケット、
スパークプラブが付属した
お買い得セットです。 シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクトLCDサーモメーター
M5温度センサー付きキットをご購入頂くことで、
シリンダー温度を計測することが出来ます。

シリンダー
Hシリンダー
スカット

カムシャフト
デコンプ無し
デコンプ付き

Cub（FI） Cub（FI）
AA01
AA04

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、
シリンダー、
ピストンを変更することで排気量アッ
プが可能になります。
シリンダーの仕様：01-05-5013は耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製
セラミックメッキシリンダーを採用。01-05-0097はアルミ製鉄スリーブシリンダーを
採用。
ハイパーSステージにはインジェクションコントローラーが付属。
01-05-5013には更にドライブスプロケット16T、
エアフィルター、
スパークプラグ
が付属。01-05-0097はドライブスプロケット14Tが付属。
※インジェクションコントローラーの仕様、注意事項は上記をご覧下さい。

■88cc付属カムシャフト：オートデコンプレッション機能無し
■106cc付属カムシャフト：オートデコンプレッション機能付き

排気量
88cc
106cc

品番
価格（税抜）
01-05-5007 ￥42,000
01-05-5424 ￥54,000

01-05-5013

排気量

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）
※FI車は除く C50-9000001〜0095210
C50-0200001〜0999999/C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999

88cc
81cc

01-05-5424

シリンダー仕様
オールアルミ製
セラミックメッキ
アルミ製鉄スリーブ

対象車両/フレームNO.
スーパーカブ50（FI）
（AA01-1700001〜）
リトルカブ
（FI）
（AA01-4000001〜）
スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）

■参考出力グラフ このグラフはダイノジェット後輪出力のデータです。実走行とは異なりますので参考グラフとしてご覧下さい。 ※指定の使用回転数は厳守して下さい。
新型Rステージ
近日発売予定

SAE Power（PS）
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■Rステージ＋Dスカット106ccキット

＋MIKUNI VM26＋ボンバーマフラー

8

■RステージEMスカット106ccキット

＋MIKUNI VM26＋ボンバーマフラー

6

■Rステージ＋Dボアアップキット88cc
＋MIKUNI VM26＋ボンバーマフラー

4

■RステージEMキット88cc

2

■ハイパーSステージ88cc

0
4

8

このグラフはモンキー車両に各ボアアッ
プキットを取付けた出力グラフです。
車両や装着するキャブレターにより、
出
力データが異なります。

＋MIKUNI VM26＋ボンバーマフラー
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（KEIHIN PC18）
＋Zスタイルマフラー
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■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■ハイパーRステージキット88cc
（FI CON PLUS/エアフィルター）
＋ボンバーマフラー
■ハイパーSステージキット88cc
（FI CON/エアフィルター）
＋ボンバーマフラー
■Sステージキット88cc＋FI CON
（ノーマルエアクリーナーボックス）
＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

品番

価格（税抜）

01-05-5013 ￥46,000
01-05-0097 ￥41,200
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SAE Power（PS）

12

SAE Power（PS）

14

Cub（FI） Cub110
AA04
JA10

FIコン2は弊社製エンジンパーツに合わせてセッティングされた3次元燃料マップを内蔵しており、車両の仕様に合わせて設定出来
ます。弊社のインジェクションコントローラーはノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。
レブリミッターカット機能を備えています。
内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る増減機能を備えています。
車種別専用ハーネスを付属してありますので、最小限の配線加工で取付けが可能です。

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）
※FI車は除く C50-9000001〜9499999
C50-0200001〜0999999/C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
：ジョルカブ AF53-1000001〜

■ハイパーSステージボアアップキット

03-05-0019

■FIコン2（インジェクションコントローラー）

シリンダーとピストンを変更することで排気量アップが可能になります。
キットにはノーマルヘッドの性能を最大限に引出すスポー
ツカムシャフト付属。 ecoはレギュラーガソリン仕様にし、燃料コストを抑えたボアアップキットです。
シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクトLCDサーモメーター M5温度センサー付き
キットをご購入頂くことで、
シリンダー温度を計測することが出来ます。

排気量
シリンダー
88cc
Hシリンダー
88cc
（eco） Hシリンダー

Cub（FI） Cub110
AA01
JA07

■FIコン
（インジェクションコントローラー）

ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着
車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料噴射量を補正しています。
弊社のインジェクションコントローラーはノーマルコンピューターの最大噴射量以上の燃料噴射を可能としています。
専用コネクターを付属している為、03-05-0019は車体ハーネスに無加工で、05-04-0003は最小限の配線加工で取付け可能。
弊社製エンジンカスタム仕様、吸排気系の組合わせに合った15種類の推奨データを内蔵。

スーパースポーツカムシャフト
品番
価格（税抜）
付属
01-05-5123 ￥20,800
無し
（eステージライト）
01-05-5122 ￥12,000

81cc

Cub（FI） Cub110 Cub110
AA04
JA07
JA10

対象車両/フレームNO.
品番
価格（税抜）
スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜） 01-08-0062
01-08-0008 ￥15,000
スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
01-08-0059
スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

01-08-0332

01-08-0333

Cub
キャブ車

Cub110
スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
JA10

ノーマルエンジンに装着するだけで高回転域の出力アップが可能になります。
ノーマルマフラーの状態で01-08-0062/01-08-0008のみ取付けた場合、
インジェクションコントローラーの装着は必要あり
ません。
01-08-0008はノーマル同様、
デコンプレッション機能付き
※01-08-0059はノーマルマフラーであってもFIコン
（インジェクションコントローラー）
の装着が必要になります。

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）
※FI車は除く C50-9000001〜0095210
C50-0200001〜0999999/C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
：ジョルカブ AF53-1000001〜

■eステージボアアップキット81cc

HA05-1000002〜/HA06-0000001〜）

Cub110
スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
JA07

ノーマルエンジンに装着するだけで高回転域の出力アップが可能になります。
スタンダードとデコンプレッション機能付きの2種類。
オートコンプレッション機能付きは、軽いキックの力でエンジン始動が可能です。

カムシャフト
スタンダード
オートデコンプレッション機能付き

カブ100EX（HA05-0000037〜0002036
スーパーカブ90（HA02-1800001〜）

4

スーパーカブ50（AA04）

3

2

1
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RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

■ハイパーSステージ81cc
＋パワーサイレントオーバルマフラー
■ハイパーSステージ81cc
＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
＋FI CON2
＋パワーサイレントオーバルマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

SAE Power（PS）

（AA01-1700001〜）
Cub（FI） スーパーカブ50（FI）
（FI）
（AA01-4000001〜）
AA01 リトルカブ

Cub

90/100

スーパーカブ110（JA07）

8
7
6
5
4
3

4
5
6
7
8
9
10
RPM（x1000）ダイノジェット・後輪出力

※ボアアップキットについての注意事項：ボアアップキットで排気量を変更した場合、条件にあった運転免許、保険、車両登録が必要になります。

■ハイパーSステージ125cc
（FI CON/スポーツカム）
＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
＋FI CON＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

■対象車種アイコン一覧 ※対象車種アイコンが表示されていても一部装着出来ない商品があります。
各商品に明記の対象を必ずご確認下さい。
スーパーカブ50（C.D.I.点火車両） ※FI車は除く
Cub
キャブ車 （C50-9000001〜0095210/C50-0200001〜0999999 C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ ※FI車は除く （C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999） ジョルカブ AF53-1000001〜
（AA01-1700001〜）
Cub（FI） スーパーカブ50（FI）
（FI）
（AA01-4000001〜）
AA01 リトルカブ

Cub（FI）
スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）
AA04
Cub

■Sステージボアアップキット105cc/126cc

90/100

シリンダーとピストンを変更することで排気量アップが可能になります。
キットにはノーマルヘッドの性能を最大限に引出すスポーツカムシャフト付属
シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能です。
※カブ100EXはクランクケースの一部を加工する必要があります。

排気量
105cc
126cc

シリンダー
Hシリンダー
スカット

カムシャフト
R-10D
R-10D

対象：カブ100EX
（HA05-0000037〜0002036
：スーパーカブ90（HA02-1800001〜）

01-05-0059

■ハイパーSステージボアアップキット125cc

品番
価格（税抜）
01-05-5061 ￥28,200
01-05-0059 ￥36,800

Cub

90/100

カブ100EX（HA05-0000037〜0002036
スーパーカブ90（HA02-1800001〜）

Cub110
スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
JA07

■FI CON PLUS専用 大容量フューエルインジェクター付属

対象車両/フレームNO.
品番
価格（税抜）
スーパーカブ50（FI）
（AA01-1700001〜）
01-05-3423 ￥93,000
リトルカブ
（FI）
（AA01-4000001〜）

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、
シリンダー、
ピストンを変更することで125ccへ
にすることが出来ます。
シリンダーはアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用。
ハイパーSステージには、
ボアアップキットにインジェクションコントローラーが付属
※インジェクションコントローラーの仕様、注意事項は表面をご覧下さい。

01-05-0092

■ハイパーC.D.I.

※純正ECUのレブリミット回転数を越えることが出来ますが、
メーカー純正のレブリ
ミットを超える使用方法になる為、
自己責任でご使用下さい。
※社外品HIDヘッドライト、点火装置、
ヘッドライトON/OFFスイッチの同時装着は
行わないで下さい。

■リミッターリリース

低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。
※FI車取付け不可

対象車両/フレームNO.

品番

05-03-0006

■Zスタイルヘッドカバー 01-18-0038 ￥6,900（税抜）

価格
（税抜）

05-03-0006
05-03-0007

￥5,400

07-02-0013

■スーパーオイルポンプキット

Cub
キャブ車

放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能。
ノーマルと交換するだけの簡単装着。
本体の形状及び配線はノーマルと同形状。
コードの長さ：500mm

Cub（FI） Cub110 Cub110
AA01
JA07
JA10

ブラック
オレンジ

05-02-0015
05-02-0008

オイルホース
ラバーホース

ノーマル遠心式クラッチからマニュアル式クラッチに変更出来ます。
フリクションディスク3枚仕様の為、
強化クラッチになります。
オイルレベルゲージ付き

対象：スーパーカブ50 C50-8000026〜0095210/C50 -0200001〜0999999
：スーパーカブ50 C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999 ■セル無し車両
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999 ■セル無し車両
※セル付き車には取付け出来ません。
※スーパーカブ50（FI）/リトルカブ
（FI）
には取付け出来ません。

09-02-0301

対象車両/フレームNO.

前方吸入 ノーマルスロットル使用可能
03-05-0116はノーマルエアクリーナーボックス使用
03-05-0110はエアフィルター付属
対象：スーパーカブ50 C50-0200001〜0999999
：スーパーカブ50 C50-2100001〜2299999
：スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999
：リトルカブC50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999

Cub
キャブ車

Cub110
JA07

09-02-0303

スーパーカブ50 C50-0200001〜0573585/C50-0600001〜/C50-0800001〜/C50-2100001〜
スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999 リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
スーパーカブ110 JA07-1000001〜

■強化ブレーキアーム
（フロント）

Cub
キャブ車

Cub

90/100

品番

価格
（税抜）

09-02-0301 ￥4,200
09-02-0303 ￥2,400

対象車両/フレームNO.

スーパーカブ50 C50-0400001〜0999999/C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999 リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜
スーパーカブ70 C70-1200001〜1428149 スーパーカブ90 HA02-1900001〜2056595
スーパーカブ70 C70-1500001〜1699999 スーパーカブ90 HA02-2200001〜
スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜 スーパーカブ110 JA10-1000001〜
スーパーカブ110 JA07-1000001〜
スーパーカブ110 PRO JA10-1100001〜 スーパーカブ50 PRO AA04-3000001〜

■PARTS CATALOG Vol.26 2016-2017 ￥2,300（税抜）

このチラシの価格、品番等は、2016年6月1日現在のものです。
このチラシの価格は全て税抜価格です。消費税分は別途精算させて頂きます。

品番

価格
（税抜）

06-08-0069 ￥6,300
06-08-0074
06-08-0072
06-08-0073
06-08-0076

￥4,200
￥6,300
￥4,200
￥6,300

Cub（FI）
AA01

遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、
エンジン出力を十分に
伝えることが出来ます。
eステージ/Sステージのライトボアアッ装着車にお薦めです。

対象：スーパーカブ50 C50-8500034〜/C50-0200001〜0999999/C50-2100001〜2299999
：スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999 ：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
：リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜 ：ジョルカブ AF53-1000001〜 ：Solo

■スーパーストリート5速 1速：2.357
1速：2.357

弊社製クロスミッションギアレシオ ■Sツーリング5速

2速：1.764
2速：1.611

■SS5速クロスミッションキット
（遠心クラッチ車専用）

3速：1.400
3速：1.190
Cub
キャブ車

4速：1.136
4速：0.958

5速：1.000
5速：0.807

Cub（FI）
AA01

エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、
エンジンのポテン
シャルを引出すことが出来ません。
クロスミッションを装着することで、
ストレス無くパワーバンド
を有効に使用出来ます。
シフトフォーク
（センター）
には特殊表面処理が施され、耐久性が向上して
います。 ■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。
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。

対象クラッチ 対象車両/フレームNO.
ノーマル
強化クラッチ

スーパーカブ50 C50-0200001〜 ※C50-3000001〜は除く
スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999
リトルカブ C50-4300001〜4599999/AA01-3000001〜3999999
スーパーカブ70 C70-1000001〜 C70K1・C70M1は除く ※Bタイプスピンドル車
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜

ミッションの種類

品番

スーパーストリート 02-04-0230

価格（税抜）

02-04-0229 ￥48,800

Sツーリング

スーパーストリート 02-04-0249
Sツーリング
02-04-0248

■TAF5速クロスミッションキット
（遠心クラッチ車専用）

Cub
キャブ車

Cub（FI）
AA01

既存の弊社製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向上しました。歯幅の確保
と共にショートストローク化を行い、
ミッションの耐久性とシフトフィーリングの向上を達成しま
した。更にシフトフォークにも特殊表面処理を施し、耐久性を向上しています。
各ギアの突起部には特殊形状を採用することでギア抜け等の誤動作を防止します。
■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。

Cub（FI） Cub（FI） Cub110 Cub110
AA01
AA04
JA07
JA10

ノーマルより延長し、
レバー比を変更することで、軽いタッチで
ブレーキングが出来ます。
ボアアップなどで最高速度が上がっ
た車両へのブレーキ強化にお薦めです。
弊社製ブレーキアジャストナット、
ブレーキアームジョイントの
同時装着が可能です。

Cub
キャブ車

■強化遠心クラッチキット
（32枚ウェイト） 02-01-0215 ￥6,500（税抜）

02-04-0229

ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、
ハイスロットル
化が可能。
09-02-0301はアルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
09-02-0303は樹脂製 弊社オリジナルグリップ付属

段数
品番
価格（税抜）
4段 09-07-7014 ￥23,800
3段 09-07-7013 ￥21,800

対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜/C50-0600001〜/C50-0800001〜/C50-2100001〜/AA01-1000001〜1699999 ※FI車は除く
：リトルカブ C50-4300001〜/C50-4400001〜/C50-4500001〜/AA01-3000001〜3999999 ※FI車は除く
：カブ70 C70-1200001〜/C70-1300001〜

対象エンジン
品番
価格
（税抜）
eステージ/Sステージ
03-05-0116 ￥18,200 ※ハイスロットルの
使用は出来ません。
レギュラーヘッド/Rステージヘッド 03-05-0110 ￥26,500

■ハイスロットルパイプ

Cub

90/100

対応シリンダーヘッド
：ノーマルヘッド/弊社製レギュラーヘッド・Rステージヘッド

Cub
キャブ車

本製品を取付ける場合、別途純正部品及び、弊社製部品の購入が必要になります。
又、装着されるキャブレターにより、購入部品が異なります。詳細はWEBカタログをご覧下さい。

キャブレターの種類
KEIHIN PB16
KEIHIN PD22

Cub
キャブ車

シリンダーヘッドにステーを取付け、
オイルクーラー本体を固定します。右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラー
ユニットを装着し、
オイルを取出します。レッグシールドとの同時装着が可能です。オイルクーラーガード/プレートが標準装備。

対象：スーパーカブ110 JA07-1000001〜 / JA10-1000001〜

03-05-0110

各￥3,300（税抜）

対象：スーパーカブ50 C50-8900015〜/C50 -0200001〜のC.D.I.点火 AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999 ※スーパーカブ/リトルカブ共にFI車除く

■コンパクトクールAWキット
（ラバーホース）

Cub110 Cub110
JA07
JA10

ノーマルクラッチに装着することで、
クラッチスプリングを強化します。
※取付けの際にはR.クランクケースカバーガスケット 00-02-0378 ￥1,100（税抜）
が別途必
要になります。

03-05-0116

Cub（FI）
AA01

Cub
キャブ車

■ハイパーイグニッションコイル

対象：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜
：スーパーカブ110 JA07-1000001〜 / JA10-1000001〜

Cub
キャブ車

￥1,100

07-02-18

対象：スーパーカブ50 C.D.I.点火 C50-9000001〜0095210/C50-0200001〜0999999
：スーパーカブ50 C.D.I.点火 C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999 ：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜 ：ジョルカブ AF53-1000001〜 ：スーパーカブ90 HA02-1800001〜
：カブ100EX HA05-0000037〜0002036/HA05-1000002〜/HA06-0000001〜

対象シリンダーヘッドカバー
：ノーマル/弊社製Zスタイルヘッドカバー

■ビッグボアキャブレターキット

Cub

90/100

価格（税抜）

07-02-0013 ￥1,700

（税抜）
工具付き 01-16-0053 ￥4,900
（税抜）
工具無し 01-16-0052 ￥4,200

対象：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜

■マニュアルクラッチ変換キット 02-01-0511 ￥18,800（税抜）

品番

スーパーカブ50（FI）
（AA01-1700001〜/AA01-1800001〜）
リトルカブ
（FI）
（AA01-4000001〜）
※各4速ミッション車 ※3速ミッション車取付け不可
リトルカブ
（C50-4500001〜）
リトルカブ
（AA01-3000001〜3999999）
ジョルカブ ※リトルカブ3速セル無し車、FI車取付け不可

大量のオイルを循環出来、
エンジンをより冷却することが出来ます。
オリフィス加工用工具付きと無しの2種類があります。

対象シリンダーヘッド：ノーマルヘッド/弊社製Rステージヘッド
弊社製エアフィルター
（03-01-1107）
、
ローハイトヘッドカバー
ボルト
（01-18-0037）
との同時装着も可能です。

■クラッチ強化プレート 02-01-0381 ￥2,200（税抜）

Cub（FI）
AA01

対象車両/フレームNO.

Cub（FI）
AA01

■ローハイトヘッドカバーボルト 01-18-0037 ￥2,200（税抜）

Cub
キャブ車

走行時のエンジンリミッターを解除し、本来のエンジン性能を発揮します。配線加工の必要としないカプラーオン設計

Cub
キャブ車

スーパーカブ50 C50-0200001〜/AA01-1000001〜 セル付き
リトルカブ C50-4500001〜/AA01-3000001〜 セル付き
ジョルカブ セル付き
スーパーカブ50 C50-0200001〜/AA01-1000001〜
リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜

Cub（FI）
AA01

■ハイパーRステージボアアップキット88cc

Cub110 Cub110
JA07
JA10

品番
価格（税抜）
01-05-0058 ￥42,800
01-05-0092 ￥47,800

Cub110
スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
JA10

スタンダードヘッド形状に大口径バルブ、
オリジナルポート形状、
バルブ挟み角を採用。
ヘッドの変更による吸排気効率向上に伴い、
インジェクター、
インジェクションコントローラーの開発も同時に行なわれノーマルスロットルボディーでもRステージ特有の出力
特性を可能としました。
シリンダーにはオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリン
ダーです。
ハイパーRステージはRステージ88ccキットにFI CON PLUS（インジェクションコントローラー）
ドライブスプロケット、
エアフィルター、
スパークプラブが付属したお買い得セットです。
FI CON PLUSは、弊社製パーツに合わせてセッティング済の3次元燃料マップを内蔵し、
スイッチで簡単に最適な燃料調整を行
えます。基本マップからの燃料増減やリミッターの回転数設定もスイッチを回すだけで簡単に変更可能です。

HA05-1000002〜/HA06-0000001〜）

対象車両/フレームNO.
スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

HA05-1000002〜/HA06-0000001〜）

02-04-0080

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。

対象クラッチ 対象車両/フレームNO.
ノーマル
強化クラッチ

スーパーカブ50 C50-0200001〜 ※C50-3000001〜は除く
スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999
リトルカブ C50-4300001〜4599999/AA01-3000001〜3999999
スーパーカブ70 C70-1000001〜 C70K1・C70M1は除く ※Bタイプスピンドル車
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜

ミッションの種類

品番

スーパーストリート 02-04-0092
Sツーリング

02-04-0080

価格（税抜）

￥60,500

スーパーストリート 02-04-0251
￥59,500
Sツーリング
02-04-0250

■エアフィルターセット 03-01-1107 ￥3,100（税抜）

Cub（FI）
AA01

吸入効率が向上し、
ノーマル、
ボアアップ車のどちらに装着しても高回転域の出力アップが可能。
ノーマルレッグシールドは取付け可能!!
対象：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ：リトルカブ
（FI）AA01-4000001〜

商品お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857

コレクト通販にて“お買い上げ価格が￥10,000以上”の場合、
送料、代引手数料をサービスさせて頂きます。
（北海道・沖縄県除く）

