CROSS CUB CUSTOM PARTS

■ＮＥＷ LEDヘッドライトキット3.0 05-08-0436 ￥12,800（税抜） 1年間不点灯保証付き

■ハイパーSステージボアアップキット125cc 01-05-0092 ￥47,800（税抜）
ハイパーSステージボアアップキット125ccはSステージボアアップキット125ccに
加え、排気量アップに伴う燃調の狂いを解消し、性能を最大限に引出すFIコン2
（インジェクションコントローラー）が付属しています。
対象車両：クロスカブ（JA10-4000001〜） ：スーパーカブ110（JA10）

専用ハーネスを開発することで、今までヘッドライトのLED化が出来なかったクロスカブにLEDバルブを装着することが可能になり
ました。本製品を装着することで、夜間走行時の視認性向上と省電力化を実現し、ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成し
ています。又、安心の1年間不点灯保証がついています。対象車両：クロスカブ（JA10-4000001〜）
特徴

高性能LEDチップを採用 消費電力を調整する自動機能搭載
発光部に新構造を採用し、H4ハロゲンバルブに近い光軸を得ることが出来ます
冷却ファンレス化と別体コントローラーにより、バルブのコンパクト化を実現

弊社製FIコン2はパソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、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ます。弊社製カスタムパー
ツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、車両の仕
様に合わせて設定出来ます。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に
本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能も備えています。

※クロスカブ専用品です。
スーパーカブ50/110等には取付け出来ません。
※キット付属の専用ハーネスを同時に装着しないと即破損します。
※バルブを押さえるスプリングの曲げ加工とラバーブーツ干渉部の切除加工が必要

純正ウインカーに装着可能な、LEDウインカーバルブキットです。
ワイドレンジフラッシャーリレー
取付け用の変換ハーネス付属している為、純正配線の加工などの必要が無く、簡単に装着するこ
とが出来ます。本キットに付属しているワイドレンジフラッシャーリレー（3極タイプ）は、純正ウイ
ンカーリレー同様に、
ウインカー点滅に同期した作動音のあるタイプを採用しています。
ワイドレ
ンジフラッシャーリレーにより、抵抗などで無駄な電力を消費する事無く、
ウインカーをLED化す
ることが出来ます。 ※適応車種の純正ウインカー専用になります。弊社製クロスカブ用丸型M及
び丸型Sウインカーキット装着車には使用出来ません。
（LEDバルブの口金形状が異なります。
）

■グラフデータ
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ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なります。
測定時の気温によっても大きく左右されます。
参考データとしてご覧下さい。

9
8
SAE Power（PS）

■NEW ハイパーLEDウインカーバルブキット 05-08-0427 ￥10,800（税抜）

7
6
5

■ボンバーマフラー（政府認証） 04-02-0228 ￥41,200（税抜）
あらゆるユースに対応する様に開発され、低速から高速までストレスの無い特性を持
つボンバーマフラーです。サイレンサーはアルミ製にシルバーアルマイトを施し、エキ
ゾーストパイプはオールステンレス製を採用。
弊社製ハーフカバーセット、
アンダーフレームセットとの同時装着が可能です。

4
3
3

近接騒音82dB（A） ※政府認証はノーマルエンジンに限ります
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜） ：スーパーカブ110（JA10）
：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

6

7

8

RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

■クラッチ強化プレート 02-01-0381 ￥2,200（税抜）

■NEW ドリブンスプロケット 30T/34T/37T

近接騒音81dB（A） ※政府認証はノーマルエンジンに限ります
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜） ：スーパーカブ110（JA10）

■スチール製
■熱処理を行い、耐久性を高めています。

30T

ブレーキアームはアルミ合金を鍛造成形することで強度を高め
ています。
ブレーキアームの表面はバフ研磨仕上げ。
フロント：ノーマルから27mm延長 30％軽量化
リア：ノーマルから10mm延長 60％軽量化

フロント

リア

フロント 06-08-0076 ￥6,300（税抜）
リア
06-08-0077 ￥3,800（税抜）

■NEW リアショックアブソーバー（2本セット） 各￥11,500（税抜）
■クロスカブ用に取付け位置をオフセットした専用設計
■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現。
■スプリングプリロード：5段階調整
■取付け穴径：上 Φ12 / 下Φ10
■オイルダンパー式
レッド塗装
06-04-0084
■本体：スチール製
イエロー塗装 06-04-0085
■取付けピッチ：370mm
■シリンダー（クロムメッキ） クロムメッキ 06-04-0086

弊社推奨の積載重量は1kg以下です。

■D.I.D社製17インチアルミワイドホイールリム（日本製）
日本製にこだわりD.I.D社と弊社の共同開発により制作された高品質アルミワイドホイールリムです。
日本製ホイールは軽量で精度
が高く、公道走行に適したホイールリム剛性を採用している為、安心して一般公道でご使用頂けます。バフ研磨後アルマイト仕上げ

ホイールリムサイズ
ノーマル フロント：1.40×17 リア：1.60×17
D.I.D製 フロント：1.60×17 リア：1.85×17
※ホイールリムはフロントとリアでスポーク穴サイズが異なり
ます。
ご注意下さい。
推奨タイヤサイズ：フロント/リア共に17-2.75
デモバイク：IRC FB3 2.75-17 4PR ■純正タイヤ装着可能

■ツーリングネット（巾着タイプ）

08-01-0116 ￥2,000（税抜）

02-07-0021
02-07-0022 各￥2,800（税抜）
02-07-0023

■アルミ鍛造強化ブレーキアームキット

近接騒音82dB（A） ※政府認証はノーマルエンジンに限ります
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

ブラック塗装 09-11-0139 各￥9,800（税抜）
マットメッキ 09-11-0143

30T
34T
37T

ノーマルブレーキアームより長さを延長し、
レバー比を変更することでノーマルよりも軽いタッチでブレーキングが出来ます。

近接騒音88dB（A） ※政府認証はノーマルエンジンに限ります
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜） ：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

通勤・通学時に使用する鞄やツーリング等で必要なシュラフや雨具等を積載することが出来ます。
キャリア中央部はバインダーになっており、地図等を挟むことが出来ます。又、ツーリングネット等もバインダーに挟み使用すること
で、万が一の急な脱落を防止することが出来ます。装着には加工の必要が無く、ボルトオンで簡単に取付け可能です。
ノーマルヘッドライト、弊社製ヘッドライトガード装着車にも取付可能。
ラインナップはブラック塗装とマットメッキの2種類。
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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が別途必要です。
R.クランクケースカバーガスケット 00-02-0378 ￥1,100（税抜）

往年の英国車にあった造形美を再現した曲面の美しいP-SHOOTERマフラーです。
サイレンサー、エキゾーストパイプは共に雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れ
たステンレス製を採用。表面にはポリッシュ加工を施しています。
弊社製ハーフカバーセット、
アンダーフレームセットとの同時装着が可能です。

排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮した
パワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。
エキゾーストパイプ、サイレンサーには耐腐食性に優れたステンレス製を採用。
サイレンサーの表面はバフ研磨を施しています。
弊社製ハーフカバーセット、
アンダーフレームセットとの同時装着が可能です。
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■ハイパーイグニッションコイル 05-02-0019 ￥3,800（税抜）

■P-SHOOTERマフラー（政府認証） 04-02-0224 ￥36,800（税抜）

■パワーサイレントオーバルマフラー（政府認証） 04-02-0180 ￥36,800（税抜）
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本製品は全回転域の放電電圧を向上させ、
ノーマルエンジンからボアアップキット装着車まで
最適な燃焼状態になります。
ノーマルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。
弊社製FIコン2(インジェクションコントローラー)との同時装着が可能。
※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。
※スパークプラグは必ず状態の良い物を使用して下さい。

近接騒音82dB（A） ※政府認証はノーマルエンジンに限ります
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

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コーン形状のマフラーエンド
を採用。装着することでエンジン性能を引き出し、全回転域で出力アップが可能になり
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、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
弊社製ハーフカバーセット、
アンダーフレームセットとの同時装着が可能です。
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■ビレットスーパーオイルポンプ 01-16-0064 ￥8,500（税抜）

トレッキングスタイルをイメージしたアップタイプのスポーツマフラーです。
サイレンサー、エキゾーストパイプは共にスチール製を採用し、表面にブラック塗装が
施されています。
サイレンサーには大型のプロテクターを装備し、表面にはクロムメッキを施しています。
弊社製ハーフカバーセット、
アンダーフレームセットとの同時装着が可能です。

■コーンオーバルマフラー（政府認証） 04-02-0250 ￥39,000（税抜）

4

テスト車両：クロスカブ
■ハイパーSステージボアアップキット125cc
＋スポーツマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカムシャフト
＋FIコン2＋スポーツマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカムシャフト＋FIコン2
＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
※指定の使用回転数は厳守して下さい。

オイルポンプトロコイドギアの厚みは純正比約1.7倍の仕様。大量のオイルが循環することで、冷
却性能の向上や潤滑部の部品負担を軽減します。オイルポンプボディーはアルミ削り出しを採用
対象車両：クロスカブ（JA10-4000001〜） ：スーパーカブ110（JA07/JA10）
※取付けの際にはR.クランクケースカバーガスケットが別途必要です。
R.クランクケースカバーガスケット 00-02-0378 ￥1,100（税抜）

■スポーツマフラー（政府認証） 04-02-0156 ￥30,500（税抜）

■フロントキャリアキット

10-01-0026

対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）※同時装着が必要になるパーツがありますので、注意事項等をご確認下さい。
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。

シルバー

ブラック

■フロント/リアセット
シルバー 06-09-0009
ブラック 06-09-0006

各￥34,800（税抜）

■スペシャルセットA（8点セット） スペシャルセット価格

■スペシャルセットB（ハーフカバー＆アンダーフレーム） スペシャルセット価格

スーパーカブスタイルからトレッキングスタイルへ一新出来るスペシャルセットです。弊社デモンストレーションバイクと同じ外装
にすることが出来ます。 ■別売スポーツマフラー、
アルミワイドホイールリムを装着することで、全く同じ仕様出来ます。

ノーマルのスーパーカブスタイルからシュラウドをハーフカバーに変更し、
アンダーフレームを装着することで、
トレッキングスタイ
ルへ一新出来るセットです。 ■別売マフラー、各種ガード類等を装着することで、更にカスタムイメージを高めることが出来ます。

スペシャルセットA内容

スペシャルキットA仕様
※マフラーは別売です。

※純正ラギジフックの取付けは出来ません。
※装着の際、
フロントカバー、
リアフェンダーに一部加工が必要。

ヘッドライトガード、
ステアリングハンドルパイプ、2ピースバーエンド、ハンドルガード、ハーフカバーセット、
アンダーフレームセット、
リアフェンダーガードセット、
ウインカーセット
（丸型M/クリアレンズ）
付属バーエンドのカラー：イエロー/レッドセットにはブラック、
クロムメッキセットにはシルバーが付属
※純正ラギジフックの取付けは出来ません。※装着の際、
フロントカバー、
リアフェンダーに一部加工が必要

対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

イエロー
レッド
クロムメッキ

右記カラー表示
パールコーンイエロー：イエロー
ファイティングレッド：レッド

09-11-0082
09-11-0083
09-11-0086

￥84,500（税抜）
￥99,800（税抜）

■ハーフカバーセット（ブラック） 09-11-0077 ￥31,500（税抜）
スーパーカブスタイルからトレッキングスタイルへ一新出来るハーフカバーセットです。
本製品はノーマルレッグシールドをハーフにしただけでは無く、機能とデザイン性を併せ持つ、造形美に優れたスタイリッシュな
カバーです。又、ABS製を採用することで、割れにくく、純正部品のように使用することが出来ます。 カラー：ブラック
※ハーフカバーセットを装着する場合、別途弊社製アンダーフレームセットの購入が必要です。

※取付けにはフロントカバー
に加工が必要です。
※純正ラギジフック取付不可。
対象：クロスカブ
（JA10-4000001〜）

■ヘッドライトガード（スチール製）
ヘッドライトの光を遮ること無く使用出来るヘッドライトガードです。装着することで、
トレッキングスタイルのイメージを高め、ヘッ
ドライト周りを引き締めます。
ノーマルヘッドライトステーにボルトオンの為、簡単に取付け出来ます。
カラーはホンダ純正色に合わせたパールコーンイエロー、
ファイティングレッドとクロムメッキの3種類からお選び頂けます。
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

下記カラー表示パールコーンイエロー：イエロー ファイティングレッド：レッド

イエロー
05-08-0198
レッド
05-08-0199
クロムメッキ クロムメッキ 05-08-0202

レッド

対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

イエロー
レッド
クロムメッキ

右記カラー表示
パールコーンイエロー：イエロー
ファイティングレッド：レッド

レッド

メッキ

下記カラー表示パールコーンイエロー：イエロー ファイティングレッド：レッド

イエロー
レッド
クロムメッキ

08-01-0114
08-01-0115
08-01-0120

￥7,400（税抜）

対象ウインカーキット：05-08-0306/05-08-0307/05-08-0308
（下記）
：05-08-0311/05-08-0312/05-08-0313
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

下記カラー表示パールコーンイエロー：イエロー ファイティングレッド：レッド

レッド

カラー（エンド/カバー）
品番
シルバー/シルバー 06-01-0376
シルバー/ブラック 06-01-0377
ブラック /シルバー 06-01-0378
ブラック /ブラック 06-01-0379
ブラック /レッド
06-01-0380

各￥3,800（税抜）
ブラック /ゴールド 06-01-0381
レッド /ブラック 06-01-0382
レッド /レッド
06-01-0383
ゴールド/ブラック 06-01-0384
ゴールド/ゴールド 06-01-0385

■アルミ削り出しブレーキアジャストナット 各￥1,700（税抜）

丸型M

丸型S

2P

3P

シルバー
ブラック
ブルー
ゴールド
ガンメタル
レッド

06-08-0033
06-08-0034
06-08-0035
06-08-0036
06-08-0037
06-08-0038

3P
3P
3P
3P
3P
3P

シルバー
ブラック
ブルー
ゴールド
ガンメタル
レッド

06-08-0039
06-08-0040
06-08-0041
06-08-0042
06-08-0043
06-08-0044

■ブレーキアームジョイント
ノーマルブレーキアームや弊社製ブレーキアームに取付け可能なドレスアップパーツです。
フロント、
リア共に使用出来ます。
素材はステンレス製とアルミ製の2種類から選択可能。
アルミ製はアルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されています。
弊社製ブレーキアジャストナット、弊社製ブレーキアームとの同時装着が可能です。

シルバー
ブラック
ブルー
ゴールド
レッド
ステンレス製

06-08-0054
06-08-0055
06-08-0056
06-08-0057
06-08-0058
06-08-0059

￥18,000（税抜）

丸型Sオレンジ 05-08-0311
丸型Sスモーク 05-08-0312
丸型Sクリア
05-08-0313

各￥9,600（税抜）

丸型Mオレンジ 05-08-0306
丸型Mスモーク 05-08-0307
丸型Mクリア
05-08-0308

各￥9,600（税抜）

■2ピースハンドルバーエンド（ノーマルハンドルパイプ用）
装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップが可能です。固定ボルト用のブラインドキャップ付属。
■ノーマルハンドルパイプ専用です。※弊社製ハンドルパイプには取付け出来ません。
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

カラー（エンド/カバー）
シルバー /シルバー
シルバー /ブラック
ブラック /シルバー
ブラック /ブラック
ブラック /レッド

品番
06-01-0386
06-01-0387
06-01-0388
06-01-0389
06-01-0390

ブラック
レッド
レッド
ゴールド
ゴールド

各￥3,800（税抜）
/ゴールド 06-01-0391
/ブラック 06-01-0392
/レッド
06-01-0393
/ブラック 06-01-0394
/ゴールド 06-01-0395

■NEW アルミ削り出しヘッドライトカウルサイドカラー
ノーマルヘッドライトカウルのサイドボルトと交換するだけの簡単装着で、
フロント周りをドレスアップ出来ます。サイドカラーは
アルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。
カラーはシルバー、
ブラック、
ブルー、
レッド、
ゴールド、
ガンメタルの6色。
※クロスカブに取り付ける場合、弊社製フロントキャリアとの同時装着は出来ません。

シルバー
ブラック
ブルー
レッド
ゴールド
ガンメタル

フロント/リアブレーキ回りのドレスアップパーツです。形状はスマートな2Pタイプと存在感の高い3Pタイプの2種類。
対象ブレーキアーム：ノーマルブレーキアーム/弊社製ブレーキアーム（フロント/リア）

2P
2P
2P
2P
2P
2P

￥13,800（税抜）

■リアフェンダーガードセット装着車用ウインカーセット

装着はノーマルバーエンドと交換するだけなので、手軽に車両のドレスアップが可能です。固定ボルト用のブラインドキャップ付属。
※弊社製クロスカブ110用ステアリングハンドルパイプ（06-01-2009）が対象 ※ノーマルハンドルには取付け出来ません。
パイプ内径Φ18及びΦ13に対応

イエロー
09-09-0056
レッド
09-09-0057
クロムメッキ 09-09-0058

ウインカー形状はレンズ径35mmを採用し、
コンパクトにまとめた“丸型S”とレンズ径47mmを採用し、純正フロントウインカーの
イメージを残す“丸型M”の2種類からお選び頂けます。ウインカーボディーはアルミダイカスト製
レンズカラーはスタンダードのオレンジ、
シックなイメージのスモーク、透明感を感じさせるクリアの3種類からお選び頂けます。
オレンジレンズのキットにはクリアバルブ、
スモークとクリアのキットにはオレンジバルブが付属しています。
キット内容：前後ウインカー、
フロントステー、
アースコード、
カラー、バルブ 対象：クロスカブ 弊社製リアフェンダーガード装着車
※リアウインカーを装着するには、別途弊社製リアフェンダーガードセットの購入が必要です。

■ステアリングハンドルパイプ（ブラックメッキ） 06-01-2009 ￥4,900（税抜）

■弊社製ハンドルパイプ（06-01-2009）用2ピースハンドルバーエンド

￥25,000（税抜）

■リアフェンダーガードセット

￥10,800（税抜）

ノーマルハンドルより手前に低くポジション化され、疲労感も無く安定したストリート走行をお楽
しみ頂けます。ハンドルパイプにはノーマルコンビネーションスイッチ、
スロットルホルダーの位
置決めボスをそのまま使用出来る穴加工を施している為、加工の必要も無く簡単に取付け出来ま
す。ハンドルパイプにはスチール製を採用し、表面にはブラックメッキを施しています。
※このハンドルパイプを装着するとノーマルスピードメーターの取付けが出来ません。
※ノーマルメーターを装着する場合、別途弊社製ハンドルガードの購入が必要になります。
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

￥19,500（税抜）

装着することで、
トレッキングスタイルのイメージを高めます。
ガードはウインカーステーと一体構造を採用し、弊社製カスタムウイ
ンカーの装着が可能になります。又、
ライセンスプレート、貼付けタイプのリフレクターが付属している為、保安基準をクリアしなが
ら車両カスタムをお楽しみ頂けます。
ガードはスチール製。
カラーはホンダ純正色に合わせたパールコーンイエロー、
ファイティン
グレッドとクロムメッキの3種類からお選び頂けます。
スチール製ライセンスプレート表面はつや消しブラック塗装です。
※リアフェンダーの一部加工が必要。※ノーマルウインカーは取付け出来ません。※別途弊社製ウインカーキットの購入が必要。

クロムメッキ

■モバイルホルダー（ブラック）08-01-0098 ￥3,300（税抜）
モバイルホルダーの最大開口幅は120mmです。

※取付けにはフロントカバーに加工が必要です。
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

イエロー
06-00-0001
レッド
06-00-0002
クロムメッキ 06-00-0003

■ハンドルガード（スチール製）

下記カラー表示パールコーンイエロー：イエロー ファイティングレッド：レッド

￥53,800（税抜）

■アンダーフレームセット

￥10,000（税抜）

対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

￥43,000（税抜）

クランクケース保護とフレーム補強を兼備えたアンダーフレームに脱着式のアンダープレートを加えたトレッキングスタイルを強
調するアンダーフレームセットです。弊社製ハーフカバーセットと同時装着することで、更にカスタムイメージを高めることが出来
ます。
スチール製アンダーフレーム カラーはホンダ純正色に合わせたパールコーンイエロー、
ファイティングレッドとクロムメッ
キの3種類からお選び頂けます。
アンダープレートはアルミ製。表面はアルマイトを施しています。ノーマルマフラーの取付可能。
※ノーマルレッグシールドは取付け出来ません。本製品の装着には、別途ハーフカバーセット
（09-11-0077）が必要になります。

￥8,700（税抜）

本製品はハンドルガードにΦ22.2パイプを採用している為、ハンドルクランプタイプのモバイルホルダー等が装着出来、
スマート
フォンやナビゲーションの固定が可能になります。又、
ノーマルメーター用の取付けボスが装備されている為、
ノーマルハンドルか
ら弊社製ハンドルパイプ（06-01-2009）に変更し、
ノーマルメーターを装着する場合に使用出来ます。
カラーはホンダ純正色に合わせたパールコーンイエロー、
ファイティングレッドとクロムメッキの3種類からお選び頂けます。

09-11-0084
09-11-0085
09-11-0087

09-11-0093
09-11-0094
09-11-0095
09-11-0096
09-11-0097
09-11-0098

各￥2,200（税抜）

■リアクッションマウントナットM10 各色4個1セット 各￥5,200（税抜）
ツインショック固定部分に取付けるドレスアップナット。
ナットはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。
ナットの形状はプレーンタイプと8ホールタイプの2種類。対象：ツインショック車、
リアショックの取付けネジ径がM10 ピッチ1.25の車両

プレーン

8ホール

プレーン シルバー
プレーン ブラック
プレーン ブルー
プレーン レッド

06-06-0009
06-06-0010
06-06-0011
06-06-0012

8ホール シルバー
8ホール ブラック
8ホール ブルー
8ホール レッド

06-06-0017
06-06-0018
06-06-0019
06-06-0020

■ノーマルシリンダーヘッドカバー用アルミ削り出しローハイトヘッドカバーボルト
シリンダーヘッドカバーを固定するドレスアップパーツです。
完全ボルトオン設計。
アルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
対象：クロスカブ（JA10-4000001〜）

各￥1,700（税抜）

01-18-0037 ￥2,200（税抜）

■ジェネレータープラグセット
■アルミ削り出し ■Oリング付属

シルバー
ブラック
レッド

05-02-0051
05-02-0052
05-02-0053

■リアブレーキピボットキャップ（プレーンタイプ / 8ホールタイプ） 各￥2,000（税抜）
各￥4,200（税抜）

クロスカブのリアブレーキピボット部のスチールパイプ穴に装着するアクセサリーキャップです。キャップはアルミ材を削り出
し、表面にカラーアルマイトを施しています。弊社ロゴレーザーマーキング入り。
※本製品は弊社製スポーツマフラー（アップタイプ）装着車を対象としています。他の
プレーン ブラック 06-13-0064
弊社製マフラー、
ノーマルマフラー装着時、キャップがマフラーに隠れてしまいます。

■アルミ削り出しオイルレベルゲージ 各￥3,700（税抜）
シルバー
ブラック

07-07-0111
07-07-0112

ブルー
レッド

07-07-0113
07-07-0114

■Oリング付属

プレーン

■PARTS CATALOG Vol.27 2017-2018 ￥2,700（税抜）

このチラシの価格、品番等は、2017年10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。

製品お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857

8ホール

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）

プレーン ブルー 06-13-0065
プレーン レッド 06-13-0066
8ホール シルバー 06-13-0067
8ホール ブラック 06-13-0068
8ホール ブルー 06-13-0069
8ホール レッド
06-13-0070

