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。

ἦἋἚὅ

ἅὅἿἕἛ

■スーパーヘッド＋R 146cc（SR-30）

22

ỼỶἽἊỹἕἚьฎỼỶἽᡫែ

（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

20

■スーパーヘッド＋R100cc（SR-25）

14

（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

12
10

■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

8
6

■ハイパーSステージ115cc
■Ape100 ノーマル＋ノーマルマフラー

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RPM（x1000） ダイノジェット・後輪出力

ṲἡỶἣὊᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚ
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2）
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
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵓᵎ

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〜
Ape50（FI）
：AC16-1600001〜
Ape50（FI）Type D：AC18-1000001〜
Ape100：HC07-1000001〜
Ape100：HC13-1000001〜
XR100 Motard：HD13-1000001〜

ɲ
ᵟᶎᶃᵓᵎ
ᵶᵰᵓᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ
ᵟᶎᶃᵓᵎίᵤᵧὸᴾ
ᵟᶎᶃᵓᵎίᵤᵧὸᵲᶗᶎᶃᴾᵢ
ᵟᶎᶃᵏᵎᵎ
ᵶᵰᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ
ᵟᶎᶃᵏᵎᵎ
ᵶᵰᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ

ൢ
ᵖᵎᶁᶁ
ᵖᵎᶁᶁ
ᵖᵎᶁᶁ
ᵖᵎᶁᶁ
ᵏᵏᵓᶁᶁ
ᵱᵡᵳᵲ
ᵏᵐᵓᶁᶁ

˄ޓԼ
ᵢᵣᵬᵧᵏᵖ
ᵢᵣᵬᵧᵏᵖ
ᵤᵧἅὅᵐ
ᵤᵧἅὅᵐ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬ
ᵮᵢᵐᵐ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬ
ᵮᵢᵐᵐ

ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵐ

（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

16

2
3

ṲỿἵἨἾἑὊỿἕἚ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵒ

■スーパーヘッド＋R 124cc（SR-35）

18

SAE Power（PS）

Engine Carburetor Brake
Clutch&Mission Muffler

ࡴᅈỼἼἊἜἽẅἋỽἕἚನᡯίཎᚩӕࢽನᡯὸ
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。
⏑⏋␒⏟⏎⏪⏯

Ape50/100
XR50/100 Motard
CUSTOM PARTS 2017.Vol.2

14

※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。

ἾἕἛ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵐᵏ
ỶỺἿὊ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵐᵐ

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。

ṲἋὊἣὊἋἚἼὊἚỴỸἑὊἿὊἑὊỿἕἚίᵪᵣᵢἢἽἨ˄ޓὸ
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°
）

Լဪ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵓᵎ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵓᵏ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵓᵐ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵓᵑ

̖ίᆋ৷ὸ
‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ
‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ
‑ᵒᵔᵊᵎᵎᵎ
‑ᵒᵔᵊᵎᵎᵎ

ɲ

ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵓᵒᵑᵖ

‑ᵓᵐᵊᵎᵎᵎ

ṲἋὊἣὊỼỶἽἯὅἩỿἕἚ
ẅᵎᵏᵋᵏᵔᵋᵎᵎᵔᵏᴾ‑ᵒᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵓᵒᵑᵗ

‑ᵔᵐᵊᵖᵎᵎ

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
※Ape50（FI）には取付け出来ません。

Լဪ

Ape50：AC16-1000001〜1599999

ᢘࣖỺὅἊὅ
ᵱἋἘὊἊ

ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊỶἂἝἕἉἹὅἅỶἽᴾӲ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
ỼἾὅἊ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵎᵖ
ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵏᵓ
ἨἽὊ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵐᵎ

ṲᵟᶎᶃᵓᵎဇἥἕἂἮỴỿἵἨἾἑὊỿἕἚ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵶᵰᵓᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵎᵐ
‑ᵐᵓᵊᵖᵎᵎ
ᵟᶎᶃᵏᵎᵎᵍᵶᵰᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵎᵑ

ἋὊἣὊἪἕἛ

ỿἵἨἾἑὊ
ᵢᵣᵬᵧᵏᵖ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵡᵐᵎ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵡᵐᵎίᵤὸ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖίᵤὸ

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。
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。

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

ᢘࣖỺὅἊὅ
ᵱἋἘὊἊ
ἋὊἣὊἪἕἛ
ᵰἋἘὊἊ

ỿἵἨἾἑὊ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵢᵐᵐ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵢᵐᵐίᵤὸ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵒ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵒίᵤὸ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖίᵤὸ

ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵎᵗ 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

ṲἋὊἣὊἪἕἛὺᵰἅὅἩἼὊἚỺὅἊὅႆ٥ɶ
⍤ᵏᵐᵒᶁᶁᵍᵏᵑᵎᶁᶁᵍᵏᵒᵔᶁᶁᴾ‑ᵑᵗᵖᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ㛈
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。

ɲ
ᵟᶎᶃᵓᵎ
ᵶᵰᵓᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ

ᵮᵟᵰᵲᵱᴾᵡᵟᵲᵟᵪᵭᵥᴾᵴᶍᶊᵌᵐᵕẅ‑ᵐᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᙌԼấբẟӳỪẶݦဇἒỶỴἽẅᵎᵕᵐᵏᵋᵐᵓᵋᵖᵖᵓᵕ

˄ޓỽἲ
ൢ
Լဪ
ᵗᵏᶁᶁḤ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵎᵕ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵏ
ᵏᵐᵒᶁᶁḤ
ᵏᵎᵎᶁᶁ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵑᵋᵎᵕᵓᵕ
ᵏᵏᵓᶁᶁ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵎᵖ
ᵏᵐᵓᶁᶁᴾᵱᵡᵳᵲ ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵎᵗ
ᵟᶎᶃᵏᵎᵎ
ᵏᵑᵔᶁᶁᴾᵱᵡᵳᵲ ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵏᵎ
ᵶᵰᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂ ᵏᵐᵒᶁᶁ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵐ
ᵏᵒᵔᶁᶁᴾᵱᵡᵳᵲ ᵱᵰᵋᵑᵎ ᵎᵏᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵒ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵑᵏᵏ
ᵏᵐᵎᶁᶁḤ
ᵏᵑᵎᶁᶁḤ
ᵱᵰᵋᵐᵓ ᵎᵏᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵑ

̖ίᆋ৷ὸ
‑ᵕᵎᵊᵐᵎᵎ
‑ᵏᵒᵕᵊᵎᵎᵎ
‑ᵖᵔᵊᵓᵎᵎ
‑ᵕᵗᵊᵎᵎᵎ
‑ᵖᵎᵊᵎᵎᵎ
‑ᵖᵐᵊᵐᵎᵎ
‑ᵏᵐᵒᵊᵓᵎᵎ
‑ᵏᵑᵐᵊᵎᵎᵎ
‑ᵖᵎᵊᵎᵎᵎ
‑ᵏᵐᵓᵊᵓᵎᵎ

※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。

このチラシの価格、品番等は、2017年8月1日現在のものです。10-01-0008
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。

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）

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。

Ṳ൮ဇỺỴἧỵἽἑὊίỼὊἢἽἘὊἣὊὸ
ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵎᵗ
⍤ᵴᵫᵐᵔỿἵἨἾἑὊဇ
ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵏᵎ
⍤ᵮᵣᵐᵒỿἵἨἾἑὊဇ
⍤ᵮᵣᵐᵖᵍᵮᵵᵩᵐᵖỿἵἨἾἑὊဇ ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵏᵐ
⍤Ӳ‑ᵐᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ
吸入効果抜群!! ブローバイユニオン付き

ἡỶἧἿὊ

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。

ṲἡỶἣὊᵡᵌᵢᵌᵧᵌᴾᴾᵎᵓᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵓᴾ‑ᵓᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ
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。

ṲᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎဇỼỶἽỿἵἕἓἑὅἁỿἕἚ
⍤ίᵓᵑᵎᶁᶁὸẅᵎᵗᵋᵎᵒᵋᵎᵖᵓᵒᴾ‑ᵐᵎᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
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。

ṲᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎဇỼỶἽỿἵἕἓἑὅἁỿἕἚ
⍤ίᵑᵔᵎᶁᶁὸẅᵎᵗᵋᵎᵒᵋᵎᵖᵒᴾ‑ᵏᵔᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
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。

ṲἒỶỽἋἚἊỹἾὊἑὊỽἢὊ
⍤ỴἽἱἝỸἲẅᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵏᴾ‑ᵗᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἰἂἉỸἲίἨἻỸὅرᘺὸ
⍤ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵠᵰᴾ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

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

ṲỺỴἧỵἽἑὊ
⍤ἋἑὅἒὊἛ ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵎᵓᵔᴾ‑ᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἡỶἧἿὊ ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵎᵓᵗᴾ‑ᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
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。

※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。

ṲỴἽἱЪụЈẲỴἊἵἋἚἋἁἼἷὊ

ỴἊἵἋἚἋἁἼἷὊ

ἾἕἛ
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ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵡᵐᵎ
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ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖ
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ἨἽὊ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

̖ίᆋ৷ὸ
Լဪ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵓ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵔ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵕ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵖ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵗ ‑ᵐᵊᵎᵎᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵐ

ṲỴἽἱЪụЈẲỺỴἋἁἼἷὊ

ỺỴἋἁἼἷὊ

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

ṲἡỶἋἿἕἚἽἣỶἩỿἕἚ
⍤ᵎᵗᵋᵎᵐᵋᵎᵑᵎᵑᴾ‑ᵐᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ

̖ίᆋ৷ὸ
‑ᵐᵓᵊᵎᵎᵎ
‑ᵐᵗᵊᵖᵎᵎ
‑ᵐᵐᵊᵖᵎᵎ
‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ
‑ᵐᵗᵊᵖᵎᵎ
‑ᵑᵕᵊᵖᵎᵎ

ṲỶὅἮἼἷὊἚᵱἡỶἋἿἕἚἽἍἕἚίἨἻἕἁὸ
ỴỸἑὊᧈᵕᵏᵎᶋᶋ ᵎᵑᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵏᴾ‑ᵏᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
ỴỸἑὊᧈᵖᵏᵎᶋᶋ ᵎᵑᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵐᴾ‑ᵏᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

適応車種：XR50 Motard・XR100 Motard

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

ẅẅԼဪ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵐᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵐᵏ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵐᵓ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵒ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵐ

※（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）マーク無しはクローズド競技専用です。
※03-05-0190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。

適応車種：Ape・XR50/100 Motard

ṲᵶᵰᵓᵎᵍᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂဇỼỶἽỿἵἕἓἑὅἁ
⍤ίᵓᵏᵓᶁᶁὸẅᵎᵗᵋᵎᵒᵋᵎᵖᵓᵐᴾ‑ᵏᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

̖ίᆋ৷ὸ
‑ᵏᵓᵊᵐᵎᵎ
‑ᵐᵏᵊᵖᵎᵎ
‑ᵐᵔᵊᵎᵎᵎ
‑ᵑᵕᵊᵖᵎᵎ

ṲᵟᶎᶃᵏᵎᵎဇἥἕἂἮỴỿἵἨἾἑὊỿἕἚ

ṲἰἂἕἚ˄ẨἛἾὅἮἽἚ
⍤ἉἽἢὊ ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵐ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵑ Ӳ‑ᵏᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἨἽὊ
ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵒ
⍤ἾἕἛ
ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵓ
弊社製温度計用スティック温度センサー取付可能/ワイヤーロック穴付

ẅẅԼဪ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵓᵓ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵑᵏᵕ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵑᵏᵖ
ᵎᵑᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵗᵐ

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

適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

ṲἋὊἣὊἪἕἛὺᵰίἿὊἻὊἿἕỽὊỴὊἲểૼನᡯỼỶἽἻỶὅửဇὸ

※Ape50（FI）は取付け出来ません。
XR50 Motard：AD14-1000001〜

ἨἽὊ
※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。

ࡴᅈỿἵἨἾἑὊ ỽἻὊ
ἉἽἢὊ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵡᵏᵖ
ἨἻἕἁ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵡᵐᵎ
ἨἽὊ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵒ
ἨἽὊ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵗ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵏ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵐ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵕ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵖ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵐᵗ ‑ᵐᵊᵒᵎᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵎ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵏ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵐ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵑ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵒ

ṲᵔᡮἁἿἋἱἕἉἹὅỿἕἚίࡸἁἻἕἓဇὸ

ṲỿἵἨἾἑὊἛἾὅἮἽἚίἰἂἕἚ˄Ẩὸ

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。

ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵒ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵵᵩᵐᵖ
ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵡᵰᴾᶋᶇᶌᶇ

ṲἫὅἚἚἕἩỿἵἕἩ
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!!

⍤ᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵎᵏᵎᵒᴾ‑ᵕᵓᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

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。

Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
ἉἽἢὊ ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵒᵑ
ἨἻἕἁ ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵒᵒ ‑ᵒᵊᵐᵎᵎ

適応車種：Ape50用（AC16-1020605〜1599999）
Ape50用（AC16-16000001〜）
・Ape50（FI）
Ape100・XR50/100 Motard

⍤ᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵎᵏᵎᵓᴾ‑ᵕᵓᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ṲἛἻỶἨἋἩἿἃἕἚ
⍤ᵏᵓᵲᴾᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵒᵏᴾ‑ᵏᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ᵏᵔᵲᴾᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵓᵏᴾ‑ᵏᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ᵏᵕᵲᴾᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵐᵏᴾ‑ᵏᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἡỶἧἿὊἧἷὊỺἽἅἕἁ
⍤ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵒᴾ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
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
レターに効果的な製品です。
※Ape50（FI）取付け不可
適応車種：Ape50・XR50 Motard・Ape100・XR100 Motard

ṲἋἼἕἣὊἁἻἕἓ

ṲἛἼἨὅἋἩἿἃἕἚ

Լဪ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵏᵖ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵏ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵐ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵑ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵒ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵓ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵔ
ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵕ

‑ᵐᵊᵑᵎᵎ
‑ᵑᵊᵎᵎᵎ
‑ᵑᵊᵏᵎᵎ

※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。
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〜）

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵏᵕᵒ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

ṲἅὊὅỼὊἢἽἰἧἻὊίἒỸὅἑỶἩὸᴾᵨᵫᵡᵟᛐܭ
※認定マフラーはノーマルエンジンに限ります。

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〜）

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵏᵖᵔ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵒᵑᵊᵎᵎᵎ

ṲᵟᶎᶃᵓᵎίᵤᵧὸဇἮὅἢὊἰἧἻὊίἒỸὅἑỶἩὸᴾࡅᛐᚰ
※認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。

※別途購入部品があります。WEBカタログをご覧下さい。
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

ṲࡴᅈἢἕἁἋἘἕἩᘺბဇ
⍤ἋἓὊἽᦀᡯᙌỿἕἁἋἑὊἑὊỴὊἲ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵒᴾ‑ᵔᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

別途購入部品
フロントマスターシリンダー
06-08-1169
フロントブレーキキャリパー
06-08-115
ブレーキメッシュホース
06-08-0120
フローティングディスクローター 06-08-0024

Ṳӧ͂ࡸἓỹὅἊἬἒἽ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵏᴾ‑ᵐᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
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

ṲἧἿὅἚἙỵἋἁἨἾὊỿဇ
⍤ἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵐᵒᴾ‑ᵐᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
適応車種：Ape50（FI）Type D（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

ṲᶀᶐᶃᶋᶀᶍᴾᵒᵮỿἵἼἣὊᘺბဇ᷑ᵐᵐᵎἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊὶ
⍤ἨἻἃἕἚỿἕἚᴾᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵐᵕᴾ‑ᵐᵕᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
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
※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。
■ノーマルホイ−ルに装着可能な車両
：Ape50（FI）Type D（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。

ṲἧἿὅἚἛἻἲἨἾὊỿဇࢍ҄ἨἾὊỿỴὊἲ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵕᵏᴾ‑ᵔᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἋἘἕἩἢὊỿἕἚ
⍤ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵐᵗᴾ‑ᵔᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵑᵓᴾ‑ᵔᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

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

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

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。

ṲἁἻἕἓἾἢὊᵟᵱᵱᵷᵌẅḤἱἻὊӕ˄ẬᢿẲ
⍤ίἉἽἢὊὸ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵖᵐ ‑ᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ίἨἻἕἁὸ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵖ ‑ᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴἛἻἲἨἾὊỿဇἨἾὊỿỴὊἲ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵑᴾ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

適応車種：Ape50・Ape50（FI）
・Ape100・XR50/100 Motard

ṲỴἽἱЪụЈẲἓỹὅἊἬἒἽ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵓᴾ‑ᵔᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

※クラッチレバーASSY.は弊社製クラッチケーブル専用です。

ṲἁἻἕἓἾἢὊὶἁἻἕἓἃὊἨἽἍἕἚίᵗᵎᵎᶋᶋὸ
⍤ίἨἻἕἁὸ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵕ ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ίἉἽἢὊὸ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵕᵏ ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

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

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

ṲἧἿὅἚἨἾὊỿἳἕἉἷἭὊἋỿἕἚίᵕᵕᵓᶋᶋὸ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵎᴾ‑ᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

適応車種：Ape50・Ape50（FI）
・Ape100・XR50/100 Motard

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵎᵏ

ṲἨἾὊỿἾἢὊᵟᵱᵱᵷᵌ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵎᵐᴾ‑ᵐᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

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〜）

※ブレーキレバーASSY.は弊社製ブレーキケーブル専用です。
ἡỶἋἿἕἚἽᘺბỆ࣏ᙲỂẴẇ

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。

ṲἨἾὊỿἾἢὊὶἨἾὊỿἃὊἨἽἍἕἚ
⍤ίᵏᵎᵏᵎᶋᶋὸẅᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵎᵏᴾ‑ᵑᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ṲἁỶἕἁἨἾὊỿἾἢὊᵟᵱᵱᵷᵌ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵎᵓᴾ‑ᵑᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἡỶἋἿἕἚἽᘺბỆ࣏ᙲỂẴẇ

ṲἁỶἕἁἨἾὊỿἾἢὊᵄἁἻἕἓἃὊἨἽἍἕἚ
⍤ίᵏᵎᵏᵎᶋᶋὸẅᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵎᵖᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

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。

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

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

※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

ṲᵓἙỵἋἁࢍ҄ἁἻἕἓỿἕἚίἋἼἕἣὊೞನẲὸ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵏᵎᴾ‑ᵐᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

※Ape50（AC16-1000001〜1599999）には取付け出来
ません。

ṲἧἿὅἚἙỵἋἁἡἨỿἕἚẅᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵑᵎᴾ‑ᵐᵒᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

※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

適応車種：Ape50・Ape50（FI）
・Ape100・XR50/100 Motard

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

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

軽量でありながらも高強度です。

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

ṲᵓᡮἁἿἋἚἕἩἀỴἍἕἚ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵐᵓᵐᵎᴾ‑ᵗᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵑἯἊἉἹὅἢἕἁἋἘἕἩỿἕἚᴾᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵏᵐᴾ‑ᵓᵑᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

⍤
ṲỴἽἱᦀᡯᙌỿἕἁἋἑὊἑὊỴὊἲ
⍤ᵎᵗᵋᵏᵎᵋᵎᵎᵐᵏᴾ‑ᵗᵊᵏᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἒỶỽἋἚἁἻἕἓỽἢὊίỴἽἱᙌἢἧᄂᄶὸ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵓᵏᵐᵑᴾ‑ᵑᵐᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἁỶἕἁἁἻἕἓἾἢὊᵄἁἻἕἓἃὊἨἽἍἕἚ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵔᵎᵑᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾίᵗᵎᵎᶋᶋὸ

※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。

̖ίᆋ৷ὸ

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

Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵕᵕ ‑ᵔᵓᵊᵖᵎᵎ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵕᵖ ‑ᵒᵖᵊᵎᵎᵎ

ṲἁỶἕἁἁἻἕἓἾἢὊᵟᵱᵱᵷᵌ
⍤ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵔᵎᵏᴾ‑ᵑᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴἙỵἋἁἋἘἕἩỿἕἚίἠὊἰἽἋἘἕἩ̅ဇὸ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵖᵐᴾ‑ᵕᵎᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
ṲἼỴἙỵἋἁἋἘἕἩỿἕἚίỴἽἱЪụЈẲἋἘἕἩὸ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵖᵑᴾ‑ᵏᵎᵔᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

̖ίᆋ৷ὸ
ഫૠ
Լဪ
ᵑᵏᵲ ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵑᵒᵎᵐ
ᵑᵑᵲ ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵑᵒᵎᵑ ‑ᵐᵊᵑᵎᵎ
ᵑᵓᵲ ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵑᵒᵎᵏ

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〜

ᵟᶎᶃᵓᵎίᵤᵧὸỊӕ˄ẬЈஹộẶỮ

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!!

ṲἣὁὊἇỶἾὅἚỼὊἢἽἰἧἻὊίἒỸὅἑỶἩὸᴾࡅᛐᚰᵍᵨᵫᵡᵟᛐܭ

Ape50（FI）
（AC16-1600001〜/AC18-1000001〜）

К٥ἇὊἴἸἝἕἚ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵓᵎᵓᵐᴾ‑ᵓᵊᵏᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἋἼἕἣὊἁἻἕἓೞನ ỽἢὊỉᘙ᩿ϼྸ
ஊụ
ἢἧᄂᄶ
Ẳ
ἢἧᄂᄶ

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

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

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。

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵕᵏ

ഫૠ
ᵑᵏᵲ
ᵑᵑᵲ
ᵑᵓᵲ
ᵑᵔᵲ
ᵑᵖᵲ
ᵒᵏᵲ
ᵒᵐᵲ
ᵒᵑᵲ

ṲἛἼἨὅἋἩἿἃἕἚ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵕᵖ

適応車種：Ape50・Ape50（FI）
・Ape100・XR50/100 Motard

ṲἠὊἰἽἭỶὊἽử̅ဇẲẆἼỴửἙỵἋἁἨἾὊỿ҄ẴỦἧἽỿἕἚ

適応車種：Ape50・Ape50（FI）
・Ape100・XR50/100 Motard

ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỿἕἚίỴἽἱἒỶỽἋἚἁἻἕἓỽἢὊὸ
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。

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。

ṲᵔᡮἁἿἋἱἕἉἹὅỿἕἚίࡸἁἻἕἓဇὸ

ݣᝋỿἵἨἾἑὊ ỽἻὊ

ᵩᵣᵧᵦᵧᵬᴾᵮᵣᵐᵖ

ṲἥἾἕἚỴἽἱἋἘἕἩỿἕἚ
⍤ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵓᵐᴾ‑ᵖᵊᵏᵎᵎίᆋ৷ὸ

適応車種：Ape50（AC16-1000001〜1020604）

̖ίᆋ৷ὸ
Լဪ
ἉἽἢὊ ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵑᵓ
ἨἻἕἁ ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵔᵐ
ἨἽὊ ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵔᵑ ‑ᵐᵊᵎᵎᵎ
ἾἕἛ
ᵎᵑᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵔᵒ

ݣᝋỿἵἨἾἑὊ ỽἻὊ

ṲἼỴἨἾὊỿἳἕἉἷἭὊἋỿἕἚẅ※車両仕様をご確認の上、ご購入下さい。
ᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎᴾᵲᶗᶎᶃᴾᵢᴾἠὊἰἽἙỵἋἁἨἾὊỿဇ
ᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎᴾᵟᶎᶃίᵤᵧὸᴾἛἻἲἨἾὊỿỂᵲᶗᶎᶃᴾᵢኝ
ദἭỶὊἽểἙỵἋἋἁἨἾὊỿ҄ἣὊử̅ဇẲẺ
ɲဇᴾᵆἭὊἋᾉἋἴὊἁᾟᾥᾒᵍἧỵἕἘỵὅἂᾉἆὊἽἛᵇ
ίᵒᵐᵎᶋᶋὸẅᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵏᴾ‑ᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵖᵔ

ᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎᴾᵟᶎᶃίᵤᵧὸᴾἛἻἲἨἾὊỿỂ
ἠὊἰἽἭỶὊἽểἙỵἋἋἁἨἾὊỿ҄ἣὊử̅
ဇẲẺɲဇίᵓᵎᵎᶋᶋὸᴾᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵖᵔᴾ‑ᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵖᵎᵓ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵒᵗᵊᵖᵎᵎ

ṲᵟᶎᶃᵏᵎᵎίḚᵎᵖ㛈ὸဇἫὊἉἕἁἰἧἻὊίἋἼἕἩỼὅἑỶἩὸᴾࡅᛐᚰ
※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）

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵔᵎᵐ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵐᵖᵊᵐᵎᵎ

ṲᵟᶎᶃᵏᵎᵎίḚᵎᵖ㛈ὸဇἮὅἢὊἰἧἻὊίἒỸὅἑỶἩὸᴾࡅᛐᚰ
※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。

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）

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵖᵎᵕ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵓᵐᵊᵎᵎᵎ

ṲᵟᶎᶃᵓᵎᵍᵏᵎᵎဇἮὅἢὊᵪἰἧἻὊίἒỸὅἑỶἩὸẅᵨᵫᵡᵟᛐܭ
※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〜）

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵓᵖᵑ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

Ṳᵶᵰᵓᵎᵍᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂဇ
⍤ἙỵἂἁἿἕἇὊἰἧἻὊ
⍤ᵨᵫᵡᵟᛐܭ
※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、
タンデム走行不可。

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵕᵑᵎ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

Ṳᵶᵰᵏᵎᵎᴾᵫᶍᶒᵿᶐᶂဇ
⍤ἾὊἉὅἂἰἧἻὊ
■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。

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵐᵐ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵒᵗᵊᵖᵎᵎ

