Super Cub50/70/90/100EX Ὁ Little Cub ὉᴾGiorcub Ὁ Super Cub110

10-01-0024

CUSTOM PARTS 2018.vol.1 Muffler/Steering/Brake/Exterior/Lamp/Meter

■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製品があります。各製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
ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ （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〜
ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

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

ṲἮὅἢὊἰἧἻὊ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

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

04-02-2806

ᡈᬳ᪦

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

83dB（A）

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

81dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵖᵎᵔ

‑ᵒᵐᵊᵐᵎᵎ

スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）

81dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵐᵗ

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
スーパーカブ110 PRO（JA07-3000001〜）

83dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵐᵕ

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

82dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵔᵎ

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

ṲἣὁὊἇỶἾὅἚỼὊἢἽἰἧἻὊ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵐᵔᵕ

‑ᵐᵕᵊᵎᵎᵎ

04-02-0002

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ᡈᬳ᪦

Լဪ

スーパーカブ50（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（AA01-3000001〜3999999）

77dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵏᵗ

スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）

78dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵔ

スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
※タンデム走行不可。

80dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵏᵕᵔ

スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
※タンデム走行不可。
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

82dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵓᵏ

ṲἠὊἰἽἧἿὅἚἧỻὊἁဇἇἨἒὅἣὊ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

ᡈᬳ᪦

Լဪ

80dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵒᵖ

‑ᵑᵎᵊᵓᵎᵎ

リトルカブ（FI）
（AA01-4000001〜）

83dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵓᵒ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）

82dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵑᵎ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
スーパーカブ110 PRO（JA07-3000001〜）

82dB（A）

スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

81dB（A）

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵐᵒ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

マフラープレートに“SPA”表記の専用ロゴを採用し、
レトロな雰囲気を演出しています
交換することで、全回転域での出力アップが可能になります。
サイレンサー、エキゾーストパイプ：スチール製ブラック塗装
■JMCA認定マフラー
対象：リトルカブ（AA01-3000001〜3999999）
※スーパーカブ50/70/90、
スーパーカブ50（FI）/リトルカブ（FI）には取付け出来ません。

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵓᵎᴾ‑ᵑᵗᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ 近接騒音88dB（A）
ステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用
又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可
能になります。 ■政府認証マフラー
対象：スーパーカブ110（JA10-1000001〜）※タンデム走行不可。
：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

クロムメッキ

ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊ

06-04-0088

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ノーマル形状とは異なったシャープなデザインのアルミ製チェーンガードシルバーアルマイト仕上げ ステンレス製ボルトを採用
対象：スーパーカブ50 C50-0200001〜
ݣᝋἋỶὅἂỴὊἲ
Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
/AA01-1000001〜
ἠὊἰἽ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵔ ‑ᵔᵊᵓᵎᵎ
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵕ ‑ᵖᵊᵏᵎᵎ
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3500001〜 ࡴᅈỴἽἱᙌ
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜
※スーパーカスタム・プレスカブ、
スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜には取付け出来ません。
※弊社製リアショックアブソーバー（車高調整付き）
（06-04-0038）の同時装着は出来ません。

ṲἼỴἁἕἉἹὅἰỸὅἚἜἕἚίᵒ̾ᵏἍἕἚὸ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ἑỶἩ

取付けネジ径がM10 ピッチ1.25
■対象：スーパーカブ50/70/90 ：リトルカブ

ἩἾὊὅ

ᵖἭὊἽ
プレーン

8ホール

ἠὊἰἽ

Լဪ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵓ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵐᵎ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵏᵊᵗᵎᵎ
‑ᵐᵊᵏᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

装着（06-04-0024）

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ἋἩἼὅἂᘙ᩿ϼྸ

ἾἕἛرᘺ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵓ

ỶỺἿὊرᘺ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵔ

ἁἿἲἳἕỿ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵕ

ἾἕἛرᘺ
ỶỺἿὊرᘺ
ἁἿἲἳἕỿ
ἾἕἛرᘺ
ỶỺἿὊرᘺ
ἁἿἲἳἕỿ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵐᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵗ

スーパーカブ110 JA07-1000001〜

スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜
スーパーカブ110 JA10-1000001〜

ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

‑ᵐᵊᵏᵎᵎ

スーパーカブ50 C50-8500000〜/C50-9000000〜/C50-0200001〜
スーパーカブ50 C50-0600001〜/C50-8900000〜/C50-9400001〜
スーパーカブ50 C50-0400001〜/C50-0800001〜/C50-2100001〜
スーパーカブ50 AA01-1000001〜16999999
スーパーカブ50（FI）AA01-17000001〜
リトルカブ AA01-3000001〜3999999 リトルカブ（FI）AA01-4000001〜
スーパーカブ70 C70-1000001〜 ：スーパーカブ90 HA02-1800001〜

ᵡᶓᶀ

ỽἻὊ

̖ίᆋ৷ὸ

減衰特性が向上し、安定した走行を実現します。
スプリングプリロード：5段階調整 2本1セット
本体：スチール製 シリンダー：メッキ
■取付けピッチ（06-04-0025/0026/0027）
：330mm
（06-04-0022/0023/0024）
：330mm
（06-04-0087/0088/0089）
：345mm

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵔᵊᵓᵎᵎ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵕ

対象：スーパーカブ50 C50-8000026〜0095210/C50-0200001〜0999999/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 C70-8000035〜8599999/C70-1000001〜1699999 ：スーパーカブ90 HA02-1000004〜 ：スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜

対象：スーパーカブ50 C50-0200001〜/AA01-1000001〜
※スーパーカスタム・プレスカブは除く
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3500001〜
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

ݣᝋἋỶὅἂỴὊἲ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ἁἿἲἳἕỿ
ἢἧᄂᄶ
ἢἾἽᄂᄶ
ἨἽὊỴἽἰỶἚ
ἨἻἕἁỴἽἰỶἚ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

※ノーマルチェーンガード取付けは出来ません。
※ドライブチェーンの変更が必要になります。

対象：スーパーカブ50（AA04-1000001〜）
：スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᘙ᩿ϼྸ

独自の多角断面形状と厚みのバランスにより、剛性と軽量化を両立したメインアームを採用。チェーンアジャスターは六角レンチで簡単
に調整出来る専用アジャスターを採用。
ノーマルスイングアームと比べ、1cm延長する事で最適なホイールベースを確保し、直進安定性
と旋回性能が向上します。
スイングアーム表面には美しいバフ研磨仕上げ アジャスター：硬質アルマイト

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ṲἅὊὅỼὊἢἽἰἧἻὊ

ṲἡỶἣἧỻὊἰὅἋᵸἾἢὊ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

対象：スーパーカブ50 C50-0200001〜/AA01-1000001〜※スーパーカスタム・プレスカブは除く ：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜 ：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜
：スーパーカブ70 C70-1000001〜1428149 ：スーパーカブ90 HA02-2100001〜2168024

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵑᵗᴾ‑ᵏᵖᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ 近接騒音82dB（A）

※ノーマルフロントフォーク専用です。装着は乗車時左側のみです
※ノーマルサイズより太いタイヤは取付けステーやボルトに干渉
する可能性がある為、使用出来ません。

ṲỴἽἱἓỹὊὅỾὊἛ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ṲἁἻἉἕἁἋἯὊἰἧἻὊίἒỸὅὸ

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵑᵎᵎᵐᴾ‑ᵏᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲỴἽἱἋỶὅἂỴὊἲ ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵐᵔᴾ‑ᵓᵕᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

対象：スーパーカブ50（AA01-1000001〜1699999）
：リトルカブ（AA01-3000001〜3999999）

カブのノーマルフロントフォークに本製品を装着することで、路面の追従性と乗り心地を格段に向上させます。
このダンパーはステアリ
ングダンパーとは異なる伸縮時の減衰力特性に変化を持たせたオリジナルダンパー構造を採用。本体、
ブラケット共に素材には錆に強
く、耐久性の高いステンレス材を使用。装着時もスタイリッシュにまとまり、
カスタムイメージも高まります。

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵒᵎᴾ‑ᵐᵒᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ 近接騒音77dB（A）
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。
交換することで出力アップが可能になります。大型のオリジナルプロテクターを装備。
プロテクター表面はクロムメッキを施しています。
サイレンサー、エキゾーストパイプ：スチール製ブラック塗装
■JMCA認定マフラー

弊社マフラーはJMCA認定、又は政府認証を取得しています。※JMCA認定、又は政府認証マフラーはノーマル車両に限ります。
ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

スーパーカブ50（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（AA01-3000001〜3999999）

ṲἁἻἉἕἁἋἯὊἰἧἻὊίỴἕἩὸ
ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

弊社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
04-02-0065は又、
カブラには取付け出来ません。
■04-02-0065はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

04-02-0180

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

スーパーカブ110（JA07-1000001〜）

04-02-0002の対象車両で一部、
ノーマルキックスターターアームが干渉する場合があります。その場合、
リトルカブ用ノーマルキッ
クスターターアームが別途必要です。■04-02-0002はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

スーパーカブ50（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（AA01-3000001〜3999999）

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

HA05-1000002〜/HA06-0000001〜）

ṲᵮᵋᵱᵦᵭᵭᵲᵣᵰἰἧἻὊίỿἵἨἚὅἋἑỶἽὸ

あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し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。
04-02-267はノーマルキックスターターアーム以外は使用出来ません。又、
カブラには取付け出来ません。
■04-02-267はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

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

ṲἥἾἕἚỴἽἱἋἘἕἩỿἕἚ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵖᵊᵓᵎᵎ

‑ᵗᵊᵏᵎᵎ

‑ᵏᵏᵊᵓᵎᵎ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ライディングシューズの収まる幅を確保しながら、大胆に削り込んだ存在感のあるアルミステップバー
です。
ノーマルラバーステップと交換するだけの簡単装着により、車両のドレスアップ効果を高め、足
元を美しく演出します。又、
ステップに滑止め加工を施すことで、
フットポジションが安定し快適なライ
ディングをお楽しみ頂けます。 シルバーアルマイト仕上げ

‑ᵓᵊᵐᵎᵎ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

Լဪ

スーパーカブ50/70/90 スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵓᵐ

スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜 ※クロスカブ取付け不可
スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜/JA10-1000001〜

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵓᵑ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵖᵊᵏᵎᵎ

■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製品があります。各製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
ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ （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〜
ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

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

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ
ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ṲἨἾὊỿỴἊἵἋἚἜἕἚ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

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

HA05-1000002〜/HA06-0000001〜）

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

スーパーカブ110（JA07-1000001〜）
ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ṲἥἾἕἚỴἽἱἋἘἕἩỿἕἚ

対象
：スーパーカブ50
C50-8000026〜0095210/C50-0200001〜0999999
C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜/AA04-1000001〜
：リトルカブ（C50-4300001〜 /AA01-3000001〜3999999）
：リトルカブ（FI）
（AA01-4000001〜）
：スーパーカブ110（JA07-1000001〜/JA10-1000001〜）

2P
ἑỶἩ

ᵐᵮ

̖ίᆋ৷ὸ

Լဪ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἆὊἽἛ
ỾὅἳἑἽ
ἾἕἛ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵖ

ỽἻὊ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ἑỶἩ

̖ίᆋ৷ὸ

Լဪ

ỴἽἱᙌἉἽἢὊ
ỴἽἱᙌἨἻἕἁ
ỴἽἱᙌἨἽὊ
ỴἽἱᙌἆὊἽἛ
ỴἽἱᙌἾἕἛ
ἋἘὅἾἋᙌ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵗ

‑ᵏᵊᵕᵎᵎ

Լဪ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵐ
ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵑ
ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵒ
ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵓ

ṲἱἝἻỶἚἋἁἼὊὅίἋἴὊἁἋἁἼὊὅὸ

‑ᵗᵖᵎ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜/AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ※カスタムには取付不可。
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

ṲἼỴἧỹὅἒὊỾ㘿ἝἕἉἷ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵐᴾ‑ᵓᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ

ᵎᵔᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵐ

ἉἽἢὊ

ᵎᵔᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵗ

ἨἻἕἁ

ᵎᵔᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵔ

ἋὊἣὊỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵏᵎᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ
ブラック

110ノーマル フロント：1.40×17 リア：1.60×17
ホイール
フロント：1.60×17 リア：1.85×17
リムサイズ D.I.D製
※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。

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ṲἠὊἰἽἡὅἛἽဇᵐἦὊἋἢὊỺὅἛ

ṲἇỶἛỽἢὊ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵓᴾ‑ᵏᵑᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ṲἡὊἧỽἢὊἍἕἚίἨἻἕἁὸ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵏᴾ‑ᵔᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

‑ᵑᵒᵊᵖᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

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
のように使用出来ます。※純正ラギジフックの取付け不可。
対象：スーパーカブ50（FI）
（AA04-1000001〜）
：スーパーカブ50（FI）PRO（AA04-3000001〜）
：スーパーカブ110（JA10-1000001〜）
：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001〜）

ṲἊỹἾὊἑὊἩἻἂἍἕἚ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ỽἻὊ

Լဪ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἾἕἛ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵏ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵐ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵑ

‑ᵒᵊᵐᵎᵎ

対象：スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜
：スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜/JA10-1000001〜

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ṲỴἽἱЪụЈẲỼỶἽἾἫἽἄὊἊ
ỽἻὊ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

Լဪ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵎᵕᵋᵎᵕᵋᵎᵏᵏᵏ
ᵎᵕᵋᵎᵕᵋᵎᵏᵏᵐ
ᵎᵕᵋᵎᵕᵋᵎᵏᵏᵑ
ᵎᵕᵋᵎᵕᵋᵎᵏᵏᵒ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

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（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。
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。

05-08-0427

ṲἨἾỶἌỸỶὅỽὊ

対象：スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜
：スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜
：スーパーカブ110（FI）JA10-1000001〜

‑ᵑᵊᵕᵎᵎ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ABS製メッキフィルム ※ノーマルリアキャリアは取付け出来ません。

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

̖ίᆋ৷ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊᵪᵣᵢỸỶὅỽὊἢἽἨỿἕἚ

対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜/AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ※カスタムには取付不可。
：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〜）
：スーパーカブ90（HA02-1900001〜）

‑ᵑᵒᵊᵎᵎᵎ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵕᵖᴾ‑ᵑᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜/AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ※カスタムには取付不可。
：リトルカブ AA01-3000001〜3999999
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

ṲἼỴἧỹὅἒὊἴὊἽ

̖ίᆋ৷ὸ

対象：スーパーカブ50（AA04-1000001〜） ：スーパーカブ110（JA07-1000001〜/JA10-1000001〜）

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ノーマルには無いスリット入りカバーを採用。
ABS製メッキフィルム 左右セット

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

Լဪ

ノーマルバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。立体感を際立たせる2ピース構造。
カラー（エンド/カバー）品番
カラー（エンド/カバー）品番
価格
シルバー/シルバー
06-01-0410 ブラック/ゴールド
06-01-0415
シルバー/ブラック
06-01-0411 レッド/ブラック
06-01-0416
ブラック/シルバー
06-01-0412 レッド/レッド
06-01-0417 各￥3,900（税抜）
ブラック/ブラック
06-01-0413 ゴールド/ブラック
06-01-0418
ブラック/レッド
06-01-0414 ゴールド/ゴールド
06-01-0419

ABS製メッキフィルム テール回りを美しく演出します。
対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜/AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ※カスタムには取付不可。
：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〜）
：スーパーカブ90（HA02-1900001〜）

‑ᵔᵊᵑᵎᵎ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ỽἻὊ

50ノーマル フロント：1.20×17 リア：1.20×17
D.I.D製
フロント：1.60×17 リア：1.60×17

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

ἋὊἣὊỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵒᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ハンドルアッパーカバーに簡単に取付け出来るスクリーンです。
素材には耐久性の高い耐衝撃アクリルを採用。
両面テープでノーマルハンドルアッパーカウルに取付けします。

̖ίᆋ৷ὸ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ
ホイール
リムサイズ

対象
：スーパーカブ50 C50-0400001〜
：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 AA01-3000001〜3999999
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜
※AA04型、JA07/JA10型には取付け出来ません

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵎᴾ‑ᵓᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵑᵎ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵒᵎ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵑᵏ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵓᵒ

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 ■純正タイヤ装着可能。

‑ᵏᵊᵕᵎᵎ

対象
：スーパーカブ50
C50-8000026〜0095210
C50-0200001〜0999999
C50-2100001〜2299999
AA01-1000001〜1699999
：スーパーカブ50（FI）
AA01-1700001〜/AA04-1000001〜
：リトルカブ/リトルカブ（FI）
（全車）
：スーパーカブ70 C70-8000035〜
：スーパーカブ90 HA02-1000004〜
：スーパーカブ110（全車）

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵏᵎ

ỽἻὊỴἽἰỶἚ

ṲᵢᵌᵧᵌᵢᅈᙌᵏᵕỶὅἓỴἽἱὁỶἛἭỶὊἽἼἲίἧἿὅἚᵍἼỴἍἕἚὸ

メインスイッチをドレスアップするアルミ削り出しカバーです。
カラーアルマイトは4種類。

ỽἻὊ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ

スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜 ※クロスカブ取付け不可
スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜/JA10-1000001〜

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ṲỴἽἱЪụЈẲἳỶὅἋỶἕἓỽἢὊ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵒ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

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。

̖ίᆋ৷ὸ

Լဪ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ἆὊἽἛ
ỾὅἳἑἽ
ἾἕἛ

ᵑᵮ

‑ᵏᵊᵕᵎᵎ

ᵡᶓᶀ
ỿἵἨ

ṲἨἾὊỿỴὊἲἊἹỶὅἚ

ἑỶἩ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵒ

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
滑り止めのローレット、及びグルーブ加工を施したステップです。
フットポジションが安定することで、操縦性が向上し、快適なライ
ディングを楽しむことが出来ます。

スーパーカブ50/70/90 スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

3P
ỽἻὊ

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀ
ᵗᵎᵍᵏᵎᵎ

フロント/リアブレーキ回りのドレスアップに最適なアルミ削り出しブレーキアジャストナットです。
アジャストナットの形状はスマートな“2Pタイプ”と存在感の高い“3Pタイプ”の2種類。弊社ロゴのレーザーマーキング入り。

スーパーカブ110（JA10-1000001〜）

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

対象：スーパーカブ50（FI）AA04-1000001〜
：スーパーカブ110（FI）JA10-1000001〜

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵕᴾᴾẅẅ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎ

対象：スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜
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ノーマルウインカーベースに取付けるだけの簡単装着!!
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Լဪ

スーパーカブ50 C50-0400001〜/AA01-1000001〜1699999
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜 ※カスタムには取付不可。
リトルカブ AA01-3000001〜3999999
リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

ṲἰἽἓἼἧἾἁἑὊἪἕἛἻỶἚỿἕἚ
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クリア
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ユニット部分をボルトオンで取付け可能。※ケースは使用しません。
対象：スーパーカブ50 C50-0400001〜 ※カスタムは除く ：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
：リトルカブ AA01-3000001〜3999999 ：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜
：スーパーカブ70 デラックス/C70-1200001〜
：スーパーカブ90 デラックス/HA02-1900001〜 ※カスタムは除く
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05-08-0069
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ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵖᵕ

‑ᵐᵊᵎᵎᵎ

スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵕᵕ

‑ᵏᵊᵕᵎᵎ

■NEW PARTS CATALOG Vol.27 2017-2018 ￥2,700（税抜）
このチラシの価格、品番等は、2018年3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。

ᵡᶓᶀίᵤᵧὸ
ᵟᵟᵎᵏ

ᵡᶓᶀᵏᵏᵎ
ᵨᵟᵎᵕ

スーパーカブのノーマルウインカーレンズとバルブを交換すること
で、車両のカスタムイメージを高めます。
ウインカーレンズのインナーリフレクターには、照射効率の向上を
図ったシルバーメッキを施しています。
ウインカーレンズ4個1セット
T13 ウエッジ オレンジバルブ付属
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スーパーカブ110（FI）JA07-1000001〜
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スーパーカブ50 C50-0400001〜 スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999 ※カスタムは除く
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
リトルカブ AA01-3000001〜3999999 リトルカブ（FI）AA01-4000001〜

‑ᵐᵊᵒᵎᵎ

スーパーカブ50 C50-0400001〜 スーパーカブ50 AA01-1000001〜1699999 ※カスタムは除く
スーパーカブ50（FI）AA01-1700001〜
スーパーカブ70 C70-1200001〜 スーパーカブ90 HA02-1900001〜 ※カスタムは除く
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スーパーカブのノーマルウインカーレンズとバルブを交換すること
で、車両のカスタムイメージを高めます。
ウインカーレンズのインナーリフレクターには、照射効率の向上を
図ったシルバーメッキを施しています。
T20 ウエッジ 赤塗装バルブ付属
05-08-0087

05-08-0070
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対象：リトルカブ AA01-3000001〜3999999
：リトルカブ（FI）AA01-4000001〜：ジョルカブ AF53-1000001〜

クリア
（無点灯時）
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フロントフェンダーの曲線美を強調することが出来ます。ABS製メッキフィルム
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■ノーマルハンドルカバーにボルトオン設計 スピード、
タコメーター、最高速度/回転数記録、
オド/トリップメーター内蔵。 ホワイトバックライト
（5段階輝度調整付き）
アルミ削り出しメーターステー、インジケーターランプ付き 外部操作スイッチ付き
タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能付き
対象：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（FI）AA01-4000001〜
：リトルカブ C50-4300001〜/AA01-3000001〜/AA01-3500001〜3999999
※スーパーカブ50（FI）
（AA01-1700001〜）はブルーインジケーターランプの使用目的が無い事と配線加工が必要に
なる為、対応車種から除いています。配線加工を行えば取付けは可能です。配線加工方法は説明書に記載。

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）

