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01-02-0012

ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト、FIコン2（インジェクションコントロー
ラー/FI車のみ）、
スパークプラグが付属したお買い得セットです。

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

Լဪ

ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵱᵣᵏᵐᵨὸᵓᵳᵟᵏ㛈ᵠ
ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵐᵖᵱᵏ㛈ᵗ
ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵏᵷᵮᵏ㛈ᵓ
ご購入前に必ずFIコン2に記載の “ FIコン ἉἂἜἋᵶᴾᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵟᵓᵨὸίᵱᵣᵢᵖᵨὸ
2についての注意点 ” をご確認下さい。 ἉἂἜἋᵶίᵤᵧὸӨฺἴἙἽᴾᴾᵐᵳᵠᵏ
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ṲݣᝋᾉἉἂἜἋᵶίᵱᵣᵏᵐᵨὸẅᾉἉἂἜἋᵶίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὉᵐᵖᵱὸίᵏᵷᵮὸẅᾉἉἂἜἋᵶᴾᵱᵰίᵱᵣᵟᵓᵨὉᵱᵣᵢᵖᵨὸẅᾉἉἂἜἋᵶίᵐᵳᵠᵏὸ
※ローラーロッカーアーム付属キットはロッカーアーム干渉の為、'09年モデルまでが対象になります。
※シグナスX（FI）
（1YP）/シグナスX SR（SEA5J・SED8J）/シグナスX（2UB1）にはローラーロッカーアーム、オートデコンプ機構付き
スポーツカムシャフトは取付け出来ません。
（対象外キット：01-05-4470/-4477）
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Sステージボアアップキットにインジェクションコントローラー、強化クラッチセンター
スプリング、ハイスピードプーリー、
ウエイトローラー（8.5g×6個）、
スパークプラグ
（CR8E）が付属しています。
2種類のピストン：圧縮比11.4：1のスタンダードピストン、圧縮比13.6：1のハイコンプ
ピストンの2種類。ハイコンプはスタンダードに比べ、中高速域の出力が更に向上。
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■グラフデータ

14

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ので、
ご注意下さい。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。
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テスト車両：シグナスX（インジェクション車）
（1YP）
■ハイパーSステージ156cc（ハイコンプ）
＋サイレントオーバルマフラー
■Sステージ156cc（ハイコンプ）＋FIコン2＋ノーマルプーリー
＋サイレントオーバルマフラー
■スポーツカムシャフト＋FIコン2＋ノーマルプーリー
＋サイレントオーバルマフラー
■ノーマルカムシャフト＋ハイスピードプーリー
＋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

■政府認証マフラー 認証試験を受け、政府認証を取得している為、安心してマフラー交換を楽しむことが出来ます。
※政府認証は対象車両がノーマル状態に限ります。
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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。内部に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。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用。
【近接排気騒音】04-02-0167：88dB（A）/ 04-02-0270：87dB（A）キャタライザー内蔵

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

※ローラーロッカーアーム付属キットはロッカーアーム干渉の為、'09年モデルまでが対象。
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ᵤᵧἅὅᵐỆếẟềỉදॖໜᵆɦᚡϋܾỆỊỺὅἊὅɧᛦởᨦỉҾ׆ểễỦϋܾầԃộủềấụộẴẇទλЭỆắᄩᛐɦẰẟẇᵇ
※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。※弊社製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
※FIコン２は日本仕様として正規販売されている車両でのみ動作確認を行っています。並行輸入車への対応は確認しておりません。
※弊社製エンジンパーツ装着車用です。他社製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./LED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。

※このキットはインジェクション車用キットです。
※スポーツカムシャフトは使用するロッカーアームよりカムシャフトが異なります。
※ご購入前にFIコン2に記載されている “ FIコン2についての注意点 ” をご確認下さい

ൢ ˄ޓἦἋἚὅ
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ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵐᵖᵱᵏ㛈ᵗ
ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵏᵷᵮᵏ㛈ᵓ
ἉἂἜἋᵶᴾᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵟᵓᵨὸίᵱᵣᵢᵖᵨὸ
ἉἂἜἋᵶίᵤᵧὸӨฺἴἙἽᴾᴾᵐᵳᵠᵏ
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■レブリミッターカット機能を備えています。
レブリミット回転数：約11000rpm
■内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に微調整できる増減機能を備えています

‑ᵐᵕᵊᵔᵎᵎ

■スポーツカムシャフト：ノーマルエンジン、Sステージ156ccの性能を最大限に引出し
ます。
スポーツカムシャフトにはオートデコンプレッション機能付きがあり、キックス
ターターでは軽いキックの力でエンジンスタートが出来、セルスターターではエンジ
ンスタート時のバッテリーの負担を減らします。
※スポーツカムシャフトは使用するロッカーアームよりカムシャフトが異なります。
■ローラーロッカーアーム：ロッカーアームのカム摺動部をローラーにすることで、
フ
リクションロスを軽減し、低速回転から高速回転までスムーズにカムプロファイルを
追従することが可能になります。
ノーマルロッカーアームに比べ、高回転域での出力
が向上します。※ʼ09モデルまでが対象となります。

ൢ ˄ޓἦἋἚὅ
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̖ίᆋ৷ὸ

Sステージ156ccはノーマルヘッド用のボアアップピストン、セラミックメッキシリンダー、
スポーツカムシャフト、
ガスケット類が
セットになっています。※シグナスX（FI）に装着する場合、FIコン2（インジェクションコントローラー）の同時装着が必要です。
■2種類のピストン：圧縮比11.4：1のスタンダードピストン、圧縮比13.6：1のハイコンプピストンの2種類。ハイコンプはスタンダー
ドに比べ、中高速域の出力が更に向上します。※スタンダードピストン仕様のキットにつきましては、WEBカタログをご覧下さい
01-05-4477

ᵱᵣᵟᵓᵨ ἉἂἜἋ ᵶᴾᵱᵰᵆᵤᵧᵇᵆᵱᵣᵟᵓᵨᵇᵆᵱᵣᵢᵖᵨᵇ ※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。
ᵱᵣᵢᵖᵨ ἉἂἜἋ ᵶᵆᵤᵧᵇ ӨฺἴἙἽ ᵐᵳᵠᵏ

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。
■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。

SAE Power（PS）
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ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵐᵖᵱᵏ㛈ᵗ
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排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮した“パワー
サイレントサイレンサー”を採用。内部に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。マフラーは耐食性に優れたステンレス材を採用。
【近接排気騒音】04-02-0184：84dB（A）/ 04-02-0271：82dB（A）キャタライザー内蔵
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※ローラーロッカーアーム、オートデコンプ付きスポーツカムシャフトは取付け出来ません。
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※ローラーロッカーアーム、オートデコンプ付きスポーツカムシャフトは取付け出来ません。
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ノーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、
ノーマルエンジンに装着した場合でも全域で出力アップが可能です。
ボアアップキット装着車にはお薦めです。 ※ノーマルエンジンに本製品を使用する場合、FIコン2の同時装着は必要ありません。

ᵓᵳᵟ

ṲἣὁὊἧỵἽἑὊ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

03-01-1108

03-01-0005

ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵱᵣᵏᵐᵨὸᵓᵳᵟᵏ㛈ᵠ
ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵐᵖᵱᵏ㛈ᵗ
ἉἂἜἋᵶᵍᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵒᵒᵨὸᵏᵷᵮᵏ㛈ᵓ
ἉἂἜἋᵶᴾᵱᵰίᵤᵧὸίᵱᵣᵟᵓᵨὸίᵱᵣᵢᵖᵨὸ
ἉἂἜἋᵶίᵤᵧὸӨฺἴἙἽᴾᴾᵐᵳᵠᵏ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ᵓᵳᵟ

ṲἡỶἣὊᵡᵌᵢᵌᵧᵌ ᵎᵓᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵎᵐᴾ‑ᵏᵗᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵐᵖᵱ

Լဪ

ᵏᵷᵮ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵎᵖ

‑ᵑᵊᵏᵎᵎ

ᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵎᵓ

‑ᵑᵊᵏᵎᵎ

ᵏᵷᵮ

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ᵱᵣᵢᵖᵨ

ノーマルスタイルのまま高い排気効率と静粛性を兼備えたマフラーです。独自の技術
によるサイレンサー構造により、高い排気効率を維持しながら癖の無い音質と低音量
を実現しております。弊社TAKEGAWAロゴが入ったサイレンサープロテクター採用。
エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を採用。
【近接排気騒音】04-02-0048：83dB（A）/ 04-02-0272：81dB（A）キャタライザー内蔵
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点火タイミング選択によりノーマル車、弊社製ボアアップキット装着車の双方でスロットルレスポ
ンスの向上と出力アップが可能。
リミッターカットだけでなく、任意に回転数を7段階に設定可能。
対象車両：シグナスX（国内仕様：5UA1/2/4/5/6/7/8/9/5UAA）
：シグナスX（台湾仕様：5TY1/2/3/4/5 ：4C61/4C63）
※国内仕様キャブレター車に対応。 ※台湾仕様車用コネクター付属。※FI車は使用出来ません
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弊社製サイレントスポーツマフラー装着車用のマフラープロテクターです。
ドレスアップ効果を高めま
す。マフラープロテクター本体：ABS製カーボンプリントが施されています。TAKEGAWAロゴ入り。
ᵎᵒᵋᵎᵎᵋᵎᵎᵑᵏᴾ‑ᵑᵊᵏᵎᵎᵆᆋ৷ᵇ

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ᵱᵣᵢᵖᵨ
トルクが大幅にアップし、ボアアップエンジンの高圧縮・大径ピストンでもエンジン始動をスムー
ズに行えます。
スターターモーターの作動時間を短縮することで、バッテリーへの負担を軽減。
又、強力な磁力を発生する磁石の採用により、
ノーマルと同等のコンパクトサイズを実現。
対象：シグナスX/SR（SE12J） ：シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S1〜9・1YP1〜5
：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J） ：シグナスX 台湾仕様 2UB1
※電圧の低いバッテリーは使用しないで下さい。
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ᵱᵣᵟᵓᵨ ἉἂἜἋ ᵶᴾᵱᵰᵆᵤᵧᵇᵆᵱᵣᵟᵓᵨᵇᵆᵱᵣᵢᵖᵨᵇ ※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。
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）※SED8J取付不可
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配線加工の必要が無く、
ノーマルウインカーユニットと本製品を交換し、
カプラーを差し替えるだけで簡単に取付け出来ます。
イグニッションスイッチの操作により、
ウインカーの点灯パターンを通常
モードとシーケンシャルモードの2種類から選択可能。
シーケンシャルモードはインナーカバーで覆われたLEDが内側から外側
へ連続して点灯する流れるウインカーになります。
ウインカーユニット交換時の配線接続により、
アクセサリーランプを点灯
することが可能。
ランプのカラーはホワイト、
ブルー、
グリーン、
レッド、
スカイブルー、ピンク、イエローの7種類 アクセサリーランプを一般公道
で使用する場合、
ランプのカラーを “ レッド ” 以外にして頂く必要があり
ます。
ワイドレンジフラッシャーリレーの別途購入が必要です。
ワイドレンジフラッシャーリレー 05-08-0083 ￥1,900（税抜）

ṲᵬᵣᵵᴾᵪᵣᵢἧἿὅἚỸỶὅỽὊỿἕἚίἋἴὊἁἾὅἌὸ

ホワイト ブルー

グリーン

レッド

スカイ
ブルー

イエロー
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対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）
※シグナスX 台湾仕様 2UB1は対象外です。
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カプラーオンの為、配線加工の必要が無く、
ノーマルテールランプユニッ
トと交換し、バッテリー電源の接続で取付け出来ます。
イグニッションスイッチの操作により、
ウインカーの点灯パターンを通常
モードとシーケンシャルモードの2種類から選択が可能。
シーケンシャルモードはインナーカバーで覆われたLEDが内側から外側
へ連続して点灯する流れるウインカーになります。
ブレーキランプはブレーキ時、上下2回点滅後に点灯する為、後方へ存在
感をアピール出来ます。
ナンバー照明にはホワイトLEDを採用。
テールレンズはノーマル同様のスモークを採用。
ご購入前に使用条件、注意事項等はをWEB SITEでご確認下さい。
ワイドレンジフラッシャーリレーの別途購入が必要です。
ワイドレンジフラッシャーリレー 05-08-0083 ￥1,900（税抜）
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ノーマルプーリーよりも大径化されたプーリーフェイスにより、最高速がアップします。
構造を最適化し、不必要な肉厚を削ぎ落とした事で、純正品よりも約20％軽量化が図れます。
■弊社製ウエイトローラー、及び強化クラッチセンタースプリングの同時装着をお薦めします。
対象：シグナスX/SR（SE12J） ：シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S1〜9・1YP1〜5
：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J） ：シグナスX 台湾仕様 2UB1
※ノーマルウエイトローラーでは性能を発揮出来ません。下記8.5gをお薦めします。

対象：シグナス X（SE12J）
（SE44J）
「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」 ：シグナス X SR（SEA5J/SED8J） ：シグナス X（台湾仕様）2UB1
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カバー内に納まり、
スタイリッシュなイメージを保つオイルクーラーキットです。
クーラー本体は、数多く設けたオイルラインにより、冷却効果に優れています。
弊社製マフラー、ローダウンリアショックアブソーバーの同時装着可能
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トルクカムのスライディングシーブとクラッチウエイトの接触を防止し、異音の発生を抑えます。
対象：シグナスX（ハイスピードプーリー装着車）
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX/SR（SE12J）5UA1〜B
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：シグナスX/SR（FI）
（SE44J）28S1〜9
：シグナスX/SR（FI）
（SE44J）1YP1〜5
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：シグナスX（FI）台湾モデル

■NEW PARTS CATALOG Vol.27 2017-2018 ￥2,700（税抜）
このチラシの価格、品番等は、2017年12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。
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̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX/SR（SE12J）
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：シグナスX/SR（FI）
（SE44J・28S・1YP）
：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）
：シグナスX 台湾仕様 2UB1
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ᵓᵳᵟ ᵐᵖᵱ ᵏᵷᵮ ᵱᵣᵟᵓᵨ
ᵱᵣᵢᵖᵨ
Sステージボアアップキットやハイスピードプーリーを 対象：シグナスX/SR（SE12J）
組込んだ場合に好適です。
：シグナスX/SR（FI）
（SE44J・28S）
ノーマル比約30％バネレートアップ
：シグナスX/SR（FI）
（SE44J・1YP）
：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）
：シグナスX 台湾仕様 2UB1
Լဪ
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ᵱᵣᵢᵖᵨ
ローダウンフロントフォークスプリングを装着すること 対象：シグナスX/SR（FI）
（SE44J・28S）
で乗車時の足付き性を向上させることが出来、街乗り
：シグナスX/SR（FI）
（SE44J・1YP）
での信号待ちやタンデム乗車時の安定性を高めます。
：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）
：シグナスX 台湾仕様 2UB1
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足付き性向上とローダウンカスタムをお楽しみ頂けるローダウンリアショックアブソーバーです。
弊社製ローダウンフロントスプリングと同時装着してもノーマルサイドスタンドが使用可能。
弊社製ローダウンフロントスプリング（付属カラー無し状態）
と同時装着した場合、
シートの高さ
は約30mmダウンになります。※弊社製マフラーを同時装着してもストローク時、干渉しません。

ᵏᵷᵮ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵑᵗ

̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX（SE12J）

‑ᵏᵎᵊᵓᵎᵎ

：シグナスX（FI）
（SE44J）28S1〜9 ・1YP1〜5

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ᵱᵣᵢᵖᵨ
ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、通気性とクッション
性に優れたシートへ変更することが出来ます。多彩なシート形
状に対応する為、
カバーのサイドには伸縮メッシュ、縫い代テー
プにはゴム製品を採用し、汎用性を高めています。
シートカバー寸法：560mm×960mm（座面280mm×630mm）

ṲỺỴἧἿὊἉὊἚỽἢὊẅᵶᵪἇỶἌίἠὊἰἽἉὊἚဇὸ

̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）

‑ᵒᵑᵊᵎᵎᵎ

ᵏᵷᵮ

ṲἁἻἕἓἍὅἑὊἋἩἼὅἂ

ᵏᵷᵮ

：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J） 台湾モデル 2UB1

λૠ

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊἨἾὊỿỿἕἚίᶀᶐᶃᶋᶀᶍᴾᵒᵮ˄ޓὸ
ᵱᵣᵢᵖᵨ
安定したブレーキ性能を発揮し、
ドレスアップ効果を高める弊社製フローティングディスク
ローターにbrembo社製4Pキャリパーの装着を可能とする弊社製ブラケット、brembo社製
4Pキャリパー（パッド調整済み）を採用したフロントブレーキキットです。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵏᵎ

ᵐᵖᵱ


ᵔᵌᵎᾶ
ᵖᵌᵓᾶ
ᵏᵎᾶ

（SE44J）28S1〜9・1YP1〜5
̖ίᆋ৷ὸ 対象：シグナスX/SR（FI）

‑ᵏᵖᵊᵎᵎᵎ

ᵓᵳᵟ

‑ᵑᵊᵑᵎᵎ

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ṲᵬᵣᵵᴾἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊ
ᵱᵣᵢᵖᵨ
ノーマルフロントキャリパーのままで、取付け出来るフローティングディスクローターです。
フローティング化により、熱歪みが与える影響を最小限にし、安定したブレーキ性能を発揮
します。※シグナスX/SR（FI）
（SE44J）1YP1〜5に装着した場合、
ノーマルディスクローターの
ウェーブ形状とパターンが異なります。

Լဪ

ᵏᵷᵮ

Sステージキットや弊社製ハイスピードプーリーを組込んだ場合に好適です。

対象：シグナスX（SE12J）
ỴἽἱᵍἨἻἕἁ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵑᵕ
：シグナスX（FI）
（SE44J・28S・1YP）
ỴἽἱᵍἾἕἛ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵑᵖ
※リアのみ
‑ᵏᵊᵑᵎᵎ
ỴἽἱᵍἨἽὊ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵑᵗ
弊社製ブレーキアームジョイントとの同時
ίᆋ৷ὸ
ỴἽἱᵍἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵎ
装着が可能です。
ỴἽἱᵍỾὅἳἑἽ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵏ

ᵐᵖᵱ

ᵐᵖᵱ

̖ίᆋ৷ὸ

対象：シグナスX（SE12J）
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵒ
：シグナスX（FI）
（SE44J・28S・1YP）
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵓ
※リアのみ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵔ ‑ᵏᵊᵕᵎᵎ 弊社製ブレーキアジャストナットとの同時
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵕ ίᆋ৷ὸ 装着が可能です。
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵖ
同時装着することで、
ドレスアップ効果を
高めます。
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵗ

ṲỴἽἱЪụЈẲἨἾὊỿỴἊἵἋἚἜἕἚ

ᵓᵳᵟ

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵓᵏᵐᵐᴾ‑ᵏᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵱᵣᵟᵓᵨ
ᵱᵣᵢᵖᵨ

放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮 ※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ᵏᵷᵮ

ṲἡỶἋἦὊἛἩὊἼὊ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵕᵎᵏᵒᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

‑ᵏᵐᵊᵎᵎᵎ

ṲἋἼἲἁὊἽỿἕἚίἋἼἲἻỶὅἭὊἋὸ

対象：シグナスX SR（FI）
（SEA5J）
（SED8J）
※シグナスX 台湾仕様 2UB1は対象外です。

LEDバルブに変更する事で点灯時の消費電力を大幅に削減出来、
レスポンスの良い発光になりま
す。又、LED化により消灯時、
ノーマルバルブのオレンジ色が見えなくなりスッキリとした外観にな
ります。更に付属のハーネスには、別売弊社製スライドスイッチの取付けを可能としており、
スイッ
チを接続することで、ハザード点灯機能を追加することが出来ます。
※スイッチ取付け際、ギボシ端子セットを別途購入頂き、ギボシ端子加工が必要。
ON/OFFスライドスイッチ 05-09-0021 ￥2,500（税抜）
対象：シグナスX/SR(FI)(SE44J)1YP1〜5
ギボシ端子セット 00-00-0570 ￥330（税抜）

■PHILIPS社製の高性能LEDチップを採用
■発光部に新構造を採用
■消費電力を調整する自動機能内蔵
■冷却ファンレス化と別体コントローラーユニット
により、バルブのコンパクト化と汎用性を実現!!

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵑᵓ

2回点滅後点灯

‑ᵑᵒᵊᵖᵎᵎ

ṲἡỶἣὊᵪᵣᵢỸỶὅỽὊἢἽἨỿἕἚᴾᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵑᵐᵎᴾ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

H4、及びHS1ヘッドライトバルブ車へ装着可能な、後付けLEDヘッドライトキットです。LED化により、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おります。装着もバルブ交換とほぼ同じ簡単作業で取付け出来ます。

ᵮᵦᵧᵪᵧᵮᵱᅈᙌỉ᭗ࣱᏡᵪᵣᵢἓἕἩ

ブレーキ時

ໜ໊ѣဒ
දॖʙሁ
ᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣử
ắᚁɦẰẟẇ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵖ
常時点灯

ᵓᵳᵟ

台湾仕様はヘッドライトON/OFFスイッチ付き車のみ対応

2017年発売のシグナスX SR（SED8J）は取付け出来ません。又、台湾仕様車はヘッドラ
イトON/OFFスイッチ付きの2UB1のみ対応。他の台湾仕様車は対象外となります。

Ḥᵐᵎᵏᵕ࠰ႆ٥ỉἉἂἜἋᵶᴾᵱᵰίᵱᵣᵢᵖᵨὸỊӕ˄ɧӧẅ ᛇኬẆදॖʙሁỊᵵᵣᵠᴾᵱᵧᵲᵣửắᚁɦẰẟẇẅ

無点灯

：シグナスX（FI）
（台湾仕様）
（2UB1）

‑ᵐᵗᵊᵖᵎᵎ

2UB1

Լဪ
クッション性に優れたメッシュ構造

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）

ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵗᵏ

ᵓᵳᵟ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵐᵊᵓᵎᵎ

ᵐᵖᵱ

ᵏᵷᵮ

