
※アジャストスクリュー、エアスク
　リューの対象は弊社製キャブレ
　ターに限ります。他社製品は同
　名でも形状が異なります。

エアスクリュー

ブルー

アジャストスクリュー

レッド

※（F）はエアフィルターが付属。PD22/PE28（F）はノーマルエアクリーナー使用可能。
※PE24/PE28の（F）マーク無し、CR miniはクローズド競技専用です。
※03-05-0190（PE28）はコネクティングチューブ、エアフィルターが付属しておりません。
※ハイスロットルを使用する場合、ブレーキレバー＆ホルダーの別途購入が必要になります。

適応エンジン

Sステージ

スーパーヘッド
Rステージ

キャブレター
KEIHIN PD22
KEIHIN PD22（F）
KEIHIN PE24
KEIHIN PE24（F）
KEIHIN PE28
KEIHIN PE28（F）

　　品番
03-05-0120
03-05-0121
03-05-025
03-05-0194
03-05-0190
03-05-0192

価格（税抜）
￥25,000
￥29,800
￥22,800
￥36,800
￥29,800
￥37,800

■Ape50用ビッグボアキャブレターキット　※Ape50（FI）は取付け出来ません。
Ape50：AC16-1000001～1599999　XR50 Motard：AD14-1000001～

■Ape100用ビッグボアキャブレターキット
Ape100：HC07-1000001～ / HC13-1000001～
XR100 Motard：HD13-1000001～　　■PD22にはハイスロットルパイプが付属

適応エンジン

Sステージ

スーパーヘッド

キャブレター
DENI18
KEIHIN PC20
KEIHIN PC20（F）
KEIHIN PE28（F）

　　品番
03-05-0055
03-05-317
03-05-318
03-05-0192

価格（税抜）
￥15,200
￥21,800
￥26,000
￥37,800

※（F）はエアフィルターが付属したキットです。PC18/20はノーマルエアクリーナー使用可能です。

品番
01-05-0307
01-06-0001
01-03-0757
01-05-0308
01-05-0309
01-05-0310
01-06-0002
01-06-0004
01-05-0311
01-06-0003

価格（税抜）
￥70,200
￥147,000
￥86,500
￥79,000
￥80,000
￥82,200
￥124,500
￥132,000
￥80,000
￥125,500

排気量
91cc※
124cc※
100cc
115cc
SCUT125cc
SCUT136cc
124cc
SCUT146cc
120cc※
130cc※

付属カム
SR-25
SR-25
SR-25
SR-25
SR-25
SR-25
SR-25
SR-30
SR-25
SR-25

車両
Ape50
XR50 Motard

Ape100
XR100 Motard

車両
Ape50
XR50 Motard
Ape50（FI） 
Ape50（FI）Type D
Ape100
XR100 Motard
Ape100
XR100 Motard

排気量
80cc
80cc
80cc
80cc

115cc

SCUT
125cc

品番
01-05-0240
01-05-0241
01-05-5074
01-05-0094

01-05-5438

01-05-5439

価格（税抜）
￥41,200
￥41,200
￥42,200
￥42,200

￥52,000

￥62,800

付属品
DENI18
DENI18
FIコン
FIコン
KEIHIN
PD22
KEIHIN
PD22

コンロッドコンロッド

ピストンピストン

オイルジェット加工済オイル通路

オ
イ
ル
ジ
ェ
ッ
ト

■スーパーヘッド＋R 146cc（SR-30）
　（スーパーストリートアウターローター）
　＋KEIHIN PE28キャブレター
　＋ボンバーLマフラー
■スーパーヘッド＋R 124cc（SR-35）
　（インナーローター仕様）
　＋KEIHIN PE28キャブレター
　＋ボンバーLマフラー
■スーパーヘッド＋R100cc（SR-25）
　（インナーローター仕様）
　＋KEIHIN CR miniキャブレター
　＋ボンバーLマフラー
■スーパーヘッド（ステージ3）124cc
　（レーシングカムシャフトSX-35）
　（ノーマルアウターローター仕様）
　＋KEIHIN PE28キャブレター
　＋ボンバーLマフラー
■ハイパーSステージ115cc
■Ape100 ノーマル＋ノーマルマフラー
※指定の使用回転数は厳守して下さい。
※参考出力データは実走行と異なります。

バルブ径　IN：28.5mm / EX：23.5mm・バルブステムシャフト：IN/EX共に4.5mm　
バルブスプリング：インナースプリングとアウタースプリングのダブルスプリングを採用。
オイルジェット中空カムシャフト採用・カムシャフトは他にSR-30/SR-35があります。
M8スパークプラグ採用。ピストンスカート部には初期馴染みを良好にするモリブデンコート
が施されています。SCUT100ccにはアルミ鍛造ピストンを採用
シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製メッキシリンダーを採用。
125cc/136cc/146ccのスカットシリンダーにはオイルジェットシリンダーを採用。

車両
Ape50/XR50 Motard
Ape100/XR100 Motard

品番
05-02-0002
05-02-0003

価格（税抜）

￥25,800
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Ape50/100
XR50/100 Motard
CUSTOM PARTS 2016.Vol.2

Ape50/100
XR50/100 Motard
CUSTOM PARTS 2016.Vol.2

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）

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。10-01-0008
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。

NEW PARTS CATALOG Vol.26　￥2,300（税抜）

■スーパーヘッド＋Rコンプリートエンジン発売中
124cc/130cc/146cc ￥398,000（税抜）～
スーパーヘッド＋Rシリンダーヘッド、湿式スペシャルクラッチ（スタンダード）、
6速クロスミッション、スーパーオイルポンプ、ダイカストジェネレーターカバー
スーパーストリートアウターローター、ハイパーC.D.I.、、オイルジェット付きク
ランクケースを標準装備。オーダーシステムにより、購入時仕様変更も可能。

Engine   Carburetor　Brake
Clutch&Mission   Muffler

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、
大幅な排気量アップが可能になる特許取得構造です。
又、クランクシャフトを使用し、136cc/146ccに出来るキットもあります。

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。

■ハイパーSステージボアアップキット81cc

適応車種
Ape50：AC16-1000001～1599999
XR50 Motard：AD14-1000001～
Ape50（FI）：AC16-1600001～
Ape50（FI）Type D：AC18-1000001～
Ape100：HC07-1000001～
Ape100：HC13-1000001～
XR100 Motard：HD13-1000001～

ハイパーSステージはボアアップキットにキャブレターキット、（FIはFIコン）
スパークプラグ、スプロケットが付属しています。80/115ccはアルミ製鉄ス
リーブシリンダー、125ccはオールアルミ製セラミックメッキシリンダー

■スーパーヘッド＋R（ローラーロッカーアームと新構造オイルラインを採用）
大口径バルブ、ローラーロッカーアーム、専用カムシャフトを採用し、高出力化
を実現しました。更に新構造のオイルラインを採用することで潤滑効率を高め
耐久性と冷却効果が大幅に向上しています。

スティック温度センサー装着可能
オイルクーラー用オイル取出口付き

適応車種
Ape50：AC16-1000001～1599999
XR50 Motard：AD14-1000001～
Ape100：HC07-1000001～
Ape100：HC13-1000001～
XR100 Motard：HD13-1000001～

スティック温度センサー装着可能
オイルクーラー用オイル取出口付き

01-05-0240

01-05-0309

※Ape50・XR50 Motardに91cc/124ccを装着する場合、Ape100・XR100 Motardに
　120cc/130ccを装着する場合、クランクケースのボーリング加工が必要です。

■ハイパーC.D.I.  05-03-0005 ￥5,400（税抜）
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。
ノーマルと交換するだけでの簡単装着。
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard
※Ape50（FI）には取付け出来ません。

■スーパーオイルポンプキット
　01-16-0061 ￥4,900（税抜）
大量のオイルを循環させ、エンジンをより冷却出来ます。
弊社製強化クラッチと同時装着することで、更に吐出量増加
オリフィス加工用ドリルφ2.5mm付き
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

■ダイカストジェネレーターカバー
　アルミニウム　05-02-0031 ￥9,600（税抜）
　マグネシウム（ブラウン塗装）
　05-02-003BR ￥10,800（税抜）
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard
※Ape50（FI）はアルミニウム製のみ装着可能です。マグネシウム取付け不可

■ハイスロットルパイプキット
　09-02-0303 ￥2,400（税抜）
ノーマル比、約23％ハイスロットル化が可能。
オリジナルグリップ付属。ブリップエンド貫通タイプ
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

■XR50/100 Motard用オイルキャッチタンク
　（515cc）09-04-0852 ￥18,500（税抜）
リアマッドガード 09-09-1802 ￥4,400（税抜）の別途購入
が必要になります。弊社製フィルター付きキャブレターキット、
バッテリーキットの同時装着が可能です。
適応車種：XR50 Motard・XR100 Motard

■Ape50/100用オイルキャッチタンクキット
　（530cc）09-04-0854 ￥20,800（税抜）
適応車種：Ape50（FI）（AC16-1600001～/AC18-1000001～）
　　　　：Ape100（HC07-1600001～/HC13-1000001～）
※適応車種以外のApe50/100には取付け出来ません。　
エアフィルター、マッドガードの同時装着が可能です。
適応車種であってもバッテリーボックスやフェンダーレスキットの別途購入部
品が必要になります。WEBカタログをご覧下さい。

■Ape50/100用オイルキャッチタンクキット
　（360cc）09-04-084 ￥16,000（税抜）
適応車種：Ape50（FI）（AC16-1000001～1600001）
：Ape100（HC07-1000001～1599999/HC07-1600001～）
※適応車種以外のApe50（FI）（AC18-1000001～）
　Ape100（HC13-1000001～）には取付け出来ません。　
※ノーマルエアクリーナー、ノーマルサイドカバーの同時装着は出来ません。
適応車種であってもバッテリーボックスやフェンダーレスキットの別途購入部
品が必要になります。WEBカタログをご覧下さい。

■マグネット付きドレンボルト
シルバー
ブラック
ブルー
レッド

02-09-0002 ￥1,300（税抜）
02-09-0003 ￥1,300（税抜）
02-09-0004 ￥1,300（税抜）
02-09-0005 ￥1,300（税抜）

弊社製温度計用スティックセンサーの取付けが可能です。
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

■スーパーストリートアウターローターキット（LEDバルブ付属）
ローターはSTD比約50％の軽量化。一次側電圧をノーマル
比約1.5倍に強化。高い点火エネルギーを発生させ、灯火類を
ノーマルと同様の明るさを維持します。又、必要となる充電レ
ベルを可能としています。（指定バルブ使用時）
点火タイミング調整可能（上死点前27°～43°）（100：27°～40°）
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard
※Ape50（FI）には取付け出来ません。

■ハイパーイグニッションコイル
ブラック
オレンジ

05-02-0015 ￥3,300（税抜）
05-02-0008 ￥3,300（税抜）

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。形状及び配線はノーマルと同形状。
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard
※Ape50（FI）には取付け出来ません。

03-05-019203-05-0194

■キャブレターキット

■インボリュートSハイスロットルセット（ブラック）
アウター長710mm
アウター長810mm

03-06-0001 ￥14,200（税抜）
03-06-0002 ￥14,200（税抜）

High/Low 2つの巻取り角が選べます。総アルミ削り出し
従来のインボリュートハイスロットルとは巻取り半径、巻取り
量が異なります。詳細はWEBカタログをご覧下さい。

■汎用エアフィルター（オーバルテーパー）
VM26キャブレター用
PE24キャブレター用
PE28/PWK28キャブレター用
各￥2,700（税抜）

03-01-1109
03-01-1110
03-01-1112

吸入効果抜群!!　ブローバイユニオン付き
■エアフィルター
スタンダード
ハイフロー

03-01-1056 ￥4,200（税抜）
03-01-1059 ￥4,200（税抜）

ノーマルコネクティングチューブを再利用し、エアフィルター
を取付けます。ストリートスタイルにお薦めです。
ボアアップ車と同時装着することで出力が向上します。

ハイフロー

※Ape50（FI）にはPGM-FIユニットステー05-06-0003 ￥2,700（税抜）が必要です。

■アルミ削り出しアジャストスクリュー

■アルミ削り出しエアスクリュー

品番
03-03-0005
03-03-0006
03-03-0007
03-03-0008
03-03-0009
03-03-0010
03-03-0011
03-03-0012

対象キャブレター
KEIHIN PB16
KEIHIN PC18
KEIHIN PC20
DENI18
KEIHIN PD22
KEIHIN PE24
KEIHIN PE28

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
ブラック
ブルー
レッド

価格（税抜）

￥2,000

品番
03-03-0019
03-03-0020
03-03-0021
03-03-0022
03-03-0027
03-03-0028
03-03-0029
03-03-0030
03-03-0031
03-03-0032
03-03-0033
03-03-0034

対象キャブレター

KEIHIN PC18
KEIHIN PC20

KEIHIN PE24

KEIHIN PE28

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
ブラック
ブルー
レッド

価格（税抜）

￥2,400



品番
02-07-18
02-07-01
02-07-02
02-07-03
02-07-04
02-07-05
02-07-06
02-07-07

歯数
31T
33T
35T
36T
38T
41T
42T
43T

価格（税抜）

￥2,300

￥3,000

￥3,100

品番
02-07-3402
02-07-3403
02-07-3401

歯数
31T
33T
35T

価格（税抜）

￥2,300

■リアディスクステップキット（ノーマルステップ使用）
　06-08-0082 ￥70,000（税抜）
■リアディスクステップキット（アルミ削り出しステップ）
　06-08-0083 ￥106,000（税抜）
※ドリブンスプロケットは弊社製12Vモンキー用をご使用頂く頂く必要があ
　ります。弊社WEB SITEをご覧下さい。
※同時装着可能なマフラーは弊社製ボンバーLマフラーのみになります。

■ノーマルホイールを使用し、リアをディスクブレーキ化するフルキット

別途購入部品
フロントマスターシリンダー
フロントブレーキキャリパー
ブレーキメッシュホース
フローティングディスクローター

※認定マフラーはノーマルエンジンに限ります。　
※Ape50：トラッカーシートカウルの同時装着不可。
※Ape50/100共に乾式クラッチの同時装着不可

Ape50（AC16-1000001～1599999）
※Ape50（FI）（AC16-1600001～）
　（AC18-1000001～）には取付け出来ません。
Ape100（HC07-1000001～1599999）
※Ape100下記フレームNo.車両には取付け出来ません
　（HC07-1600001～）（HC13-1000001～）

品番
04-02-2583

価格（税抜）
￥41,200

適応車種
Ape50：AC16-1000001～1599999
XR50 Motard：AD14-1000001～
Ape50（FI）：AC16-1600001～
Ape50（FI）Type D：AC18-1000001～
Ape100：HC07-1000001～
Ape100：HC13-1000001～
XR100 Motard：HD13-1000001～

品番
03-03-0043
03-03-0044

対象キャブレター

KEIHIN PE28

カラー
シルバー
ブラック

価格（税抜）

￥4,200

品番
03-03-0035
03-03-0062
03-03-0063
03-03-0064

対象キャブレター
KEIHIN PE24
KEIHIN PE28
KEIHIN PWK28
KEIHIN CR mini

カラー
シルバー
ブラック
ブルー
レッド

価格（税抜）

￥2,000

■Ape50/100用ボンバーLマフラー（ダウンタイプ）　JMCA認定

■XR50/100 Motard用
　ディグクロッサーマフラー
　JMCA認定
※認定マフラーはノーマルエンジンに限ります。
※XR100 Motardの場合、タンデム走行が出来ません。

品番
04-02-2730

価格（税抜）
￥36,800

キャブレターに混入した鉄粉をキャッ
チ!! マグネット隔離構造なので、簡単
にお手入れが可能です。

■キャブレタードレンボルト（マグネット付き）

■ベントトップキャップ
スロットルケーブルの取り回しの自由度が大幅にアップ!!

02-01-5031

品番
02-01-0051
02-01-5031

スリッパークラッチ機構
有り
無し

カバーの表面処理
バレル研磨
バレル研磨

価格（税抜）
￥63,800
￥46,000

サーモスタットの装着可能なクラッチカバー（特許取得）　エンジンオイル確認窓付き
オイルクーラーへのオイル取出しが可能。　カートリッジタイプペーパーフィルター採用
■5ディスク強化クラッチ
クラッチダンパー容量をアップ・オイルポンプ減速比を変更しオイルポンプ吐出量を増大。
一次減速比を3.833に変更し、約16％ハイギア化。・クラッチスプリングは強化タイプを使用。
フリクションディスク当たり面に鋳鉄を鋳込み、従来品に比べ耐久性を200％以上向上。
■強化クラッチはスリッパークラッチ機構有りと無しの2種類からお選び頂けます。

■スペシャルクラッチキット（アルミダイカストクラッチカバー）

■スリッパークラッチ
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時にクラッチが
スリップする事により、必要以上のバックトルクを緩和します。

別売サーモユニット
02-01-5052 ￥5,100（税抜）

■ダイカストクラッチカバー（アルミ製バレル研磨）
　02-01-5042 ￥30,500（税抜）
ノーマルクラッチ、又は弊社製5ディスク強化クラッチとの同
時装着が可能です。ケーブル（900mm）付き
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■ハイフローフューエルコック
　03-03-0004 ￥3,300（税抜）
燃料の流量を大幅に増加させることが出来、ビッグボアキャブ
レターに効果的な商品です。　　 ※Ape50（FI）取付け不可
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

■5速クロストップギアセット
　02-04-2520 ￥9,600（税抜）
ギアを交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事が出来ます。
又、メインシャフト側のギア比が2種類付属し、お好みに応じて選択可能。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■ドライブスプロケット
　15T 02-05-041 ￥1,300（税抜）
　16T 02-05-051 ￥1,300（税抜）
　17T 02-05-021 ￥1,600（税抜）
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■ドリブンスプロケット

■ドリブンスプロケット

■アルミ鍛造製キックスターターアーム
　09-10-0021 ￥9,100（税抜）
軽量でありながらも高強度です。
※C.D.I.マグネットキットは使用出来ません。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■可倒式チェンジペダル
　02-08-0041 ￥2,500（税抜）
ペダル先端部が可倒式になっています。
アルミ鍛造製　バフ研磨アルマイト仕上げ
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■弊社バックステップ装着車用
　スチール鍛造製キックスターターアーム
　02-08-0044 ￥6,300（税抜）
※C.D.I.マグネットキットは使用出来ません。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■5ディスク強化クラッチキット
　02-01-0310 ￥25,800（税抜）
ノーマルクラッチカバー、又は弊社ダイカストクラッチカバー
との同時装着が可能です。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■クイックブレーキレバーASSY.
　06-08-3005 ￥3,900（税抜）
■クイックブレーキレバー&クラッチケーブルセット
　06-08-3008 ￥5,200（税抜）

操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト1本で脱着可能と整備性に優れ
ています。他のフォルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8、又はM10ミラーア
ダプター付きのいずれかに変更可能。レバー側で遊び調整可能。
※ブレーキレバーASSY.は弊社製ブレーキケーブル専用です。

■ブレーキレバーASSY.
　06-08-3002 ￥2,200（税抜）
※ブレーキレバーASSY.は弊社製ブレーキケーブル専用です。
■ブレーキレバー＆ブレーキケーブルセット
　（1010mm）06-08-3001 ￥3,500（税抜）

■6速クロスミッションキット（湿式クラッチ用）
　適応車種：Ape50（AC16-1000001～1020604）
　02-04-0104 ￥75,500（税抜）
■6速クロスミッションキット（湿式クラッチ用）
　適応車種：Ape50用（AC16-1020605～1599999）
　Ape50用（AC16-16000001～）・Ape50（FI）
　Ape100・XR50/100 Motard
　02-04-0105 ￥75,500（税抜）

■クイッククラッチレバーASSY.
　02-01-0601 ￥3,900（税抜）
■クイッククラッチレバー&クラッチケーブルセット
　02-01-0603 ￥5,200（税抜）          （900mm）

操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト1本で脱着可能と整備性に優れ
ています。他のフォルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8、又はM10ミラーア
ダプター付きのいずれかに変更可能。レバー側で遊び調整可能。
※クラッチレバーASSY.は弊社製クラッチケーブル専用です。

■クラッチレバーASSY.　※ミラー取付け部無し
　（シルバー）
　（ブラック）
※クラッチレバーASSY.は弊社製クラッチケーブル専用です。

02-01-0282
02-01-028

￥2,000（税抜）
￥2,000（税抜）

￥3,300（税抜）
￥3,300（税抜）

■クラッチレバー＆クラッチケーブルセット（900mm）
　（ブラック）
　（シルバー）

02-01-027
02-01-0271

02-01-0271

Ape50（FI）は取付け出来ません。

ギアレシオ、乾式クラッチ用に
つきましてはWEBカタログを
ご覧下さい。

■アルミ削り出しチェンジペダル
　02-08-0045 ￥6,000（税抜）
軽いタッチでチェンジ操作が可能になります。
■ノーマルステップ用
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■フロントブレーキメッシュホースキット（775mm）
　06-08-0120 ￥8,500（税抜）
適応車種
：Ape50/100 Type D　：XR50/100 Motard　ノーマルブレーキ車
下記フレームNOでType D純正部品や弊社製フロントディスクハブを装着し
てディススクブレーキ化を行った車両にもご使用頂けます。
：Ape50 AC16-1000001～1599999　
：Ape50（FI）AC16-1600001～　Ape100（HC07-1000001～）

■リアドラムブレーキ用ブレーキアーム
　06-08-303 ￥3,300（税抜）
適応車種：Ape50 AC16-1000001～1599999
　　　　：Ape（FI） AC16-1600001～
　　　　：Ape100 HC07-1000001～

■フロントドラムブレーキ用強化ブレーキアーム
　06-08-0071 ￥6,300（税抜）
適応車種：Ape50 AC16-1000001～1599999
　　　　：Ape（FI） AC16-1600001～
　　　　：Ape100 HC07-1000001～

■フロントディスクブレーキ用
　フローティングディスクローター
　06-08-0024 ￥21,800（税抜）
適応車種：Ape50（FI）（AC18-1000001～）　：XR50/100 Motard
　　　　：Ape100 Type D（HC13-1000001～）
　　　　：Ape50/50（FI）/100 弊社製フロントディスクハブキット装着車

適応車種：Ape100（HC07-1000001～1899999）ノーマルホイール（ドラムブレーキ車）

■フロントディスクハブキット　06-08-0130 ￥24,800（税抜）

適応車種：Ape50 AC16-1000001～1599999
　　　　：Ape（FI） AC16-1600001～：Ape100 HC07-1000001～

06-08-1169
06-08-115
06-08-0120
06-08-0024

ストリートからスポーツ走行まで幅広いシチュエーションにお
いて、快適なポジションで使用出来る機能性に優れたバックス
テップです。フットレスト位置移動：3ポジション
つま先位置設定：2ポジション
※別途購入部品があります。WEBカタログをご覧下さい。

本製品はノーマルリアホイール（ドラムブレーキ車）を使用し、リアをディスクブレーキ化する
フルキットです。ノーマルステップ使用タイプと弊社製アルミ削り出しステップタイプの2種類
からお選び頂けます。　お求めやすいフルキット価格で登場!!　

■3ポジションバックステップキット 06-13-0012 ￥53,000（税抜）

適応車種：Ape100（Type-D）HC13-1000001～
　　　　：Ape100でリアがディスクブレーキ化されている車両

￥8,700（税抜）
￥18,500（税抜）
￥8,500（税抜）
￥21,800（税抜）

■ステップバーキット
シルバー
ブラック

06-13-0029 ￥6,300（税抜）
06-13-0035 ￥6,300（税抜）

簡単な交換作業で高級感を与え、安定したフットポジションを
得ることが出来ます。アルミ削り出しがイメージを高めます。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

Ape100（HC07-1600001～/HC13-1000001～）
※Ape100下記フレームNo.車両には取付け出来ません
　（HC07-1000001～1599999）

■Ape100（’08～）用ベーシックマフラー（スリップオンタイプ） 政府認証

品番
04-02-2602

価格（税抜）
￥28,200

※政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。

Ape100（HC07-1600001～/HC13-1000001～）
※Ape100下記フレームNo.車両には取付け出来ません
　（HC07-1000001～1599999）

■Ape100（’08～）用ボンバーマフラー（ダウンタイプ） 政府認証

品番
04-02-2807

価格（税抜）
￥52,000

※政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。
※ノーマルマフラー、エアサクションバルブを取除く必要が
　あります。WEBカタログをご覧下さい。

Ape50（FI）
（AC16-1600001～/AC18-1000001～）
※Ape50（AC16-1000001～1599999）には取付
　け出来ません。

■Ape50（FI）用ボンバーマフラー（ダウンタイプ） 政府認証

品番
04-02-2805

価格（税抜）
￥49,800

※政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。

Ape50（FI）
（AC16-1600001～/AC18-1000001～）
Ape100（HC07-1000001～1599999）
※Ape100下記フレームNo.車両には取付け出来ません
　（HC07-1600001～）（HC13-1000001～）

■パワーサイレントオーバルマフラー（ダウンタイプ） 政府認証/JMCA認定

品番
04-02-0174

価格（税抜）
￥36,800

※政府認証/JMCA認定マフラーはノーマルエンジンに
　限ります。Ape50（FI）は政府認証、Ape100はJMCA
　認定です。Ape100は対象フレームNOがあります。

Ape100（HC07-1000001～1599999）
※Ape100下記フレームNo.車両には取付け出来ません
　（HC07-1600001～）（HC13-1000001～）

■NEW コーンオーバルマフラー（ダウンタイプ） JMCA認定

品番
04-02-0186

価格（税抜）
￥43,000

※JMCA認定マフラーはノーマルエンジンに限ります。

06-08-3001

ハイスロットル装着時に必要です。

ハイスロットル装着時に必要です。

■アルミ削り出しオイルレベルゲージ
　09-07-0082 ￥3,300（税抜）
■ノーマルクラッチカバー用
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■brembo 4Pキャリパー装着用φ220フローティングディスクローター＆
　ブラケットキット 06-08-0027 ￥27,000（税抜）
brembo社 4Pキャリパーを装着出来るブラケットと専用φ220ディスクローターのセット

■ノーマルホイ-ルに装着可能な車両
：Ape50（FI）（AC18-1000001～）　：Ape100 Type D（HC13-1000001～）
：XR50 Motard（AD14-1000001～）　：XR100 Motard（HD13-1000001～）
■NS-1アウターチューブ、NSR50ホイール装着時に取付け出来る車両
：Ape50（AC16-1000001～1599999）　：Ape50（FI）（AC16-1600001～）
：Ape100（HC07-1000001～）　※装着に関する詳細、別途購入部品は弊社WEBカタログをご覧下さい。

※brembo社4Pキャリパー（20-5165-68/取付けピッチ
　40mm/右側取付け用）を別途ご購入頂く必要があります。
※brembo社4Pキャリパー（アルミ削り出し）は取付け不可。
※brembo社4Pキャリパーを装着する場合、ブレーキホース
　バンジョー、バンジョーボルトを変更する必要があります。
※弊社フロントディスクハブ（06-08-0130）には取付不可。

■NEW ビレットアルミステップキット
シルバー 06-13-0052 ￥8,100（税抜）
簡単な交換作業で高級感を与え、安定したフットポジションを
得ることが出来ます。アルミ削り出しがイメージを高めます。
適応車種：Ape50・Ape50（FI）・Ape100・XR50/100 Motard

■XR100 Motard用
　レーシングマフラー
■O2センサーボスを標準装備
弊社製空燃比計を別途購入することで、空燃比が計測出
来ます。※レース専用の為、一般公道では使用出来ません。

品番
04-01-0022

価格（税抜）
￥49,800

適応車種：Ape50 AC16-1000001～1599999　※Ape Type D取付不可
　　　　：Ape（FI） AC16-1600001～　：Ape100 HC07-1000001～

適応車種
：Ape50（FI）（AC18-1000001～）
：Ape100 Type D（HC13-1000001～）
：XR50/100 Motard

■リアブレーキメッシュホースキット　※ホース長は同じでもバンジョーが異なります。
Ape50/100 Type D ノーマルディスクブレーキ車用
（420mm） 06-08-0189 ￥8,500（税抜）
Ape50/100 Ape（FI） ドラムブレーキ車
Type D純正ホイールとディススクブレーキ化パーツを使用した車両
（420mm） 06-08-0187 ￥8,500（税抜）
Ape50/100 Ape（FI） ドラムブレーキ車
ノーマルホイールとディススクブレーキ化パーツを使用した車両
（500mm） 06-08-0186 ￥8,500（税抜）


