KSR110・KSR110 [ KL110CBF / KL110DDF ]・KSR PRO・KLX110・KLX110L
10-01-0010
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このグラフはダイノジェット後輪出力です。
実走行とは異なります。
スーパーヘッド4V＋R
スカット178ccキット
＋KEIHIN PE28キャブレター
■20/25Dカム（付属カムシャフト）
＋レーシングマフラー
■20/25Dカム（付属カムシャフト）
＋ベーシックマフラー

SAE Power（PS）
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■スーパーヘッド4V＋R138ccキット
＋KEIHIN PE28キャブレター
15/20Dカム（付属カムシャフト）
＋ベーシックマフラー
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■ハイパーSステージスカット178cc
＋ベーシックマフラー
■ノーマル110cc
※指定の使用回転数は厳守して下さい。
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■対象車種アイコン一覧

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ
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RPM（x1000）
ダイノジェット後輪出力

KSR110（KL110A-000001〜）
KSR110（KL110A-A02833〜）

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ KSR110（KL110CBF）
ίᵡᵠᵤὸ （JKAKL110CCDA00058〜）
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋἯὊỽἲἉἵἧἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ KSR110（KL110DDF）
ίᵢᵢᵤὸ （KL110D-A57002〜）

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ
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01-08-045

品番

対象車両/フレームNO.
KSR110（KL110A-000001〜）
（KL110A-A02833〜）
KLX110（LX110A-000001〜）
（LX110A-A08133〜）
KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋὊἣὊỼỶἽἯὅἩỿἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

価格（税抜）

01-08-045

￥12,000

01-08-0011

￥16,000

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）

スーパーオイルポンプのボディーはアルミ材を削り出し、ギアはノーマル同様の樹脂製。
※クランクケースカバーガスケット及びOリング（純正部品）の別途購入が必要です。

01-16-0003 ￥8,500（税抜）
対象：KSR110（KL110A-000001〜） ：KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
：KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
：KSR110（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）
：KLX110（LX110A-000001〜）
（LX110A-A08133〜） ：KLX110L（LX110D-A72046〜）

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

01-05-0293

対象車両/フレームNO.
KSR110（KL110A-000001〜）
※KLX110ノーマル車両には取付け出来ません。
KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
KSR110（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）

対象車両/フレームNO.
KSR110（KL110A-000001〜）
KLX110（LX110A-000001〜）
（LX110A-A08133〜）
KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
KSR110（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲỴἽἱЪụЈẲἑἬἕἚỽἢὊ

排気量
138cc
178cc SCUT
138cc
178cc SCUT

品番
01-05-5164
01-05-5405
01-05-5144
01-05-5406

価格（税抜）
￥67,000
￥75,800
￥67,000
￥75,800

138cc

01-05-5425

￥70,200

178cc SCUT

01-05-5417

￥79,000

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

排気量
138cc
178cc SCUT

品番
01-05-0292
01-05-0293

価格（税抜）
￥95,200
￥104,000

138cc

01-05-0332

￥95,200

178cc SCUT

01-05-0333

￥104,000

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

対象車両/フレームNO.
KSR110（KL110A-000001〜）
※KLX110ノーマル車両には取付け出来ません。
KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
KSR110（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

排気量
138cc
178cc SCUT

品番
01-05-0298
01-05-0299

価格（税抜）
￥126,500
￥135,000

138cc

01-05-0413

￥130,000

178cc SCUT

01-05-0414

￥138,500

138cc
178cc SCUT

01-05-0415
01-05-0416

￥130,000
￥138,500

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴὺᵰίἒỸὅἛἻἧἚỿἵἨἾἑὊˁಮὸ

■ダウンドラフトキャブレター専用シリンダーヘッド形状
高出力化に伴う燃料供給のハイサイクル化と優れたキャブレター性能を誇るFCR/TD
MRダウンドラフトキャブレター装着用に形状変更が行われた専用シリンダーヘッド。
形状変更はダウンドラフトキャブレターの装着だけで無く、インテークポートにはキャ
ブレターの口径からインテークバルブへ抵抗無くスムーズに吸入が行えるアルミ削り
出し3次元テーパーインテークアダプターが内蔵されています。
スーパーヘッド4V＋R（ダウンドラフトキャブレター仕様）ヘッドキットと138ccのシリン
ダーキットの組み合わせで取付けはできますが、
シリンダーがダウンドラフトキャブレ
ター用に加工されていない為、
シリンダーフィンの一部を切削加工が必要になります。

弊社製オイルクーラーキットの同時装着が可能です。

レッド

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

01-05-0298

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

対象
KSR110
KLX110
KLX110L
KSR PRO

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

キット構成
スーパーヘッド4V＋Rボアアップキット、MIKUNI VM26キャブレターキット
（KSR110：ハイスロットル / KLX110L：スロットルケーブル付属）、
スパークプラグ

ノーマルタペットカバーと交換するだけの簡単装着で、エンジンをドレスアップすることが出来ます。

シルバー 01-18-1044
ブラック
01-18-1045
レッド
01-18-1046
ゴールド 01-18-1047
（税抜）
ゴールド 各￥5,800

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ṲἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴὺᵰἅὅἮỿἕἚ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

ハイパーSステージボアアップキットはSステージボアアップキットにMUKINI
VM26キャブレターキット、
スパークプラグが付属したお買い得キットです。
排気量は138ccと178ccの2種類からお選び頂けます。
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。
シリンダーには弊社製スティック温度センサーの取付けが可能です。
※KSR PRO・KSR110（KL110CBF/KL110DDF）
・KLX110Lに装着した場合、
ノー
マルデコンプレッション機構が無くなります。

01-05-5164

KLX110L
（LX110D-A72046〜）

キット構成：ヘッドキット、
シリンダーキット、
カムシャフト
排気量は138ccと178ccの2種類からお選び頂けます。
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。
シリンダーには弊社製スティック温度センサーの取付けが可能です。
付属カムシャフト 138cc：15/20D 178cc SCUT：20/25D
※弊社製ビッグボアキャブレターキットとの同時装着が必要です。
スーパーヘッド4V＋Rボアアップキットと共にMIKUNI VM26キャブレターを
ご購入頂く場合は、キャブレターとスパークプラグが付属したお買い得なコン
ボキットをお薦めします。
（下記）

ࡴᅈỼἼἊἜἽẅἋỽἕἚನᡯίཎᚩӕࢽನᡯὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴὺᵰἮỴỴἕἩỿἕἚ

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178ccに排気量アップ出来る特許取得構造です。
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。
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

1カム4バルブのオリジナルシリンダーヘッドにローラーロッカーアームを採用。高い出力性能を可能とし、SOHC最高
峰クラスの吸排気効率を実現しました。KSR110用として、
ダウンドラフトキャブレター仕様があります。
バルブ径 IN：23mm×2 EX：19.5mm×2 潤滑効果を高めるオイルジェット付き中空カムシャフトを採用。
デコンプ付きなので、
ミッションやキックシャフトに負担をかけず、軽いキックの力でエンジン始動が可能になります。

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

排気量をアップすることでノーマルエンジンより発熱量の多くなったエンジンに、大量のオイルを循環させることで冷却
効果を高めます。吐出量はKSR110 ノーマルポンプに比べ、約30％アップします。

ṲἡỶἣὊᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚ

KLX110（LX110A-000001〜）
KLX110（LX110A-A08133〜）

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ṲἋὊἣὊἪἕἛᵒᵴὺᵰίỼὊἚἙἅὅἩἾἕἉἹὅὸ

ノーマルエンジンに装着するだけで、中高速域の出力アップが可能になります。
※KSR PRO・KSR110（KL110CBF/KL110DDF）
・KLX110Lに装着した場合、
ノー
マルデコンプレッション機構が無くなります。

ṲἰἧἻὊ
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※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商品があります。各商品に明記の対象を必ずご確認下さい。

01-05-8046

対象車両/フレームNO.
排気量
品番
価格（税抜）
KSR110（KL110A-000001〜）
178cc SCUT
01-05-8046
￥160,000
KSR110 スーパーヘッド4V＋R（ダウンドラフト仕様）用ダウンドラフトキャブレターのラインナップにつきましては、
弊社WEBカタログをご覧下さい。
ダウンドラフトキャブレターを装着する際、別途ステーセットが必要になります。
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲỿἵἨἾἑὊỿἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

各種エンジン仕様専用のキャブレターキットです。
※ご購入前に必ず、弊社WEBカタログにて詳細、注意事項をご確認下さい。

03-05-0022

ノーマルチョークレバー、
ノーマルエアクリーナーBOXは使用出来ません。
KSR PRO・KSR110（KL110CBF/KL110DDF）についての注意事項（下記）
KEIHIN PE28キャブレターは取付け出来ません。
キャブレターキットを装着し、ハンドルをハンドルストッパーまで回した場合、一部フィルターに干渉しま
すが、走行時に支障をきたすものではありません。 二次空気還元装置を取外す必要があります。

対象車両/フレームNO.

コーンオーバルマフラー

パワーサイレントオーバルマフラー

レーシングマフラー

■コーンオーバルマフラー（JMCA認定）高い排気効率を備え、個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。
■パワーサイレントオーバルマフラー（JMCA認定）高い排気効率と静粛性を兼備えたサイレンサーを採用。
■レーシングマフラー（競技用）
：カスタムエンジン車用に開発されたマフラー

KSR110（KL110A-000001〜）

KSR PRO・KSR110（KL110CBF/KL110DDF）にコーンオーバル、パワーサイレントオーバルマフラーの取付けは可能ですが、JMCA
認定試験、又は政府認証試験を取得していない為、一般公道では使用出来ません。装着時、競技専用になります。
コーンオーバル、パワーサイレントオーバルマフラーと弊社製オイルキャッチタンクキット
（廃盤品）
との同時装着は出来ません。

KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）
KLX110（LX110A-000001〜）
KLX110（LX110A-A08133〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）

■コーンオーバル、パワーサイレントマフラーはJMCA認定マフラー（KSR110（国内仕様）に限る）
です。
対象車両/フレームNO.

マフラーの種類

近接騒音

コーンオーバルマフラー
87dB（A）
KSR110（KL110A-000001〜）
※JMCA認定はノーマル車に限ります。 パワーサイレントオーバルマフラー 78dB
（A）
KSR110・KSR PRO（KL110EEF）
レーシングマフラー（競技用）
ー
KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）
（一般公道使用不可）

品番
04-02-0160
04-02-0175

価格（税抜）
￥43,000
￥36,800

04-01-0032

￥41,200

適応エンジン
ノーマル・Sステージ
スーパーヘッド＋R
スーパーヘッド4V＋R
ノーマル・Sステージ
スーパーヘッド＋R

KLX110L（LX110D-A72046〜）

スーパーヘッド4V＋R

KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

スーパーヘッド4V＋R

キャブレターの種類
MIKUNI VM26
MIKUNI VM26
KEIHIN PE28
MIKUNI VM26
KEIHIN PE28
MIKUNI VM26
MIKUNI VM26
KEIHIN PE28
MIKUNI VM26
KEIHIN PE28
MIKUNI VM26

品番
03-05-3271
03-05-3273
03-05-3272
03-05-0021
03-05-0022
03-05-3294
03-05-3293
03-05-3292
03-05-0027
03-05-0028
03-05-0096

価格（税抜）
￥29,200
￥31,500
￥42,200
￥31,500
￥42,200
￥30,500
￥29,200
￥40,000
￥34,800
￥45,500
￥34,800

KSR110 スーパーヘッド4V＋R（ダウンドラフト仕様）用ダウンドラフトキャブレターキットにつきましては、キャブレ
ターの種類（FCR/TMR）、ハイスロットルの種類（1本引き/2本引き）
、エアファンネルの仕様により製品が異なる為、
弊社WEBカタログをご覧下さい。
ダウンドラフトキャブレターを装着する際、別途ステーセットが必要になります。

※ボアアップキットについての注意事項：ボアアップキットで排気量を変更した場合、条件にあった運転免許、保険、車両登録が必要になります。

■対象車種アイコン一覧

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

※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商品があります。各商品に明記の対象を必ずご確認下さい。

KSR110（KL110A-000001〜）
KSR110（KL110A-A02833〜）

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ KSR110（KL110CBF）
ίᵡᵠᵤὸ （JKAKL110CCDA00058〜）
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἅὅἣἁἚἁὊἽᵟᵵỿἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ KSR110（KL110DDF）
ίᵢᵢᵤὸ （KL110D-A57002〜）

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἅὅἣἁἚἁὊἽᵟᵵỿἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

オイルホース

価格（税抜） 対象：KSR110・KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
￥25,000
：KSR110（KL110DDF）
￥22,800
ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

スリムラインホース

オイルホース
ラバーホース

KLX110・KLX110L

ラバーホース
スリムラインホース
ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἡỶἛἿἁἻἕἓἅὅἢὊἊἹὅỿἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

段数
4段
3段
3段
3段

品番
09-07-2123
09-07-2138
09-07-2137
09-07-2136

02-01-0359

※KLX110：LX110A-000001〜の方はプライマリードライブギア無しをご購入下さい。

価格（税抜）
￥29,200
￥25,000

品番
02-01-0164
02-01-0163

対象：KSR110・KSR110（KL110CBF/DDF）
・KLX110 ※KSR PRO・KLX110Lは取付け出来ません。

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ᵩᵱᵰ
ᵩᵪᵶ
ᵩᵪᵶ
ίᵡᵠᵤὸ
ίᵢᵢᵤὸ
ᵮᵰᵭ
ᵏᵏᵎ
ᵏᵏᵎᵪ
KSR PROに4速クロスミッションを装着する場合は、02-04-0100 ￥28,000（税抜）をご購入下さい。

ṲἁἿἋἱἕἉἹὅỿἕἚ

2速：1.937 3速：1.473 4速：1.300
2速：2.000 3速：1.578 4速：1.333 5速：1.238
2速：2.000 3速：1.578 4速：1.333 5速：1.181

ミッションの種類
4速クロス
5速クロス
6速クロス

6速：1.043

対象：KSR110・KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）
：KLX110・KLX110L

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

操作機構

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

品番
07-07-0217
07-07-0219

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

価格（税抜）
￥28,000

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

プライマリドライブギア

KSR110（KL110A-000001〜）
KSR PRO（KL110EEF）
（JKAKL110EEDA88121〜）
KSR110（KL110CBF）
（JKAKL110CCDA00058〜）
KSR110（KL110DDF）
（KL110D-A57002〜）

ワイヤー式

KLX110（LX110A-A08133〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）
KSR110・KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）
KLX110（LX110A-A08133〜）
KLX110L（LX110D-A72046〜）

品番

価格（税抜）

付属

02-01-0359

￥36,200

無し

02-01-0357

￥31,500

ワイヤー式

付属
無し

02-01-0360
02-01-0358

￥36,200
￥31,500

油圧式

付属
無し

02-01-0166
02-01-0167

￥54,800
￥49,800

ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỶὅἜὊỿἕἚ

品番
02-04-0101
02-04-0102
02-04-0103

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

段数
3段
3段

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

ノーマルクラッチ（5枚ディスク）に対し、6枚ディスクに変更することにより、
クラッチ容量がアップします。
ノーマルエンジンからカスタムエンジンまで対応します。1次減速比約14％アップタイプのプライマリドライブギアが付属。
※スペシャルクラッチインナーキット
（スリッパー有り）を装着するには、
スペシャルクラッチカバーの同時装着が必要になります。
※スリッパークラッチ有りは、
スペシャルクラッチカバー（ワイヤー式）のみ取付け可能です。油圧式にスリッパークラッチは取付け
出来ません。
スリッパークラッチ無しはスペシャルクラッチカバーはワイヤー式、油圧式どちらも対応しております。
■クラッチの構造はスリッパークラッチの有無で2種類設定
※スリッパークラッチを装着する場合、弊社製スペシャルクラッチカバー（ワイヤー式）の同時装着が必要になります。
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のショックを緩和します。
これにより、急激な姿勢変
化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少することが出来ます。

KSR110 / KLX110 '04モデル以前の車両に使用する場合はチェンジペダルの取付け径が異なる為、
'05モデル以降のチェンジペダルに変更が必要です。 クラッチカバーガスケットの別途購入が必要です。
KSR PROに5・6速クロスミッションを装着するには、マニュアルクラッチカバー（プライマリドライブギア
付き）
とカワサキ純正部品13151-0055（スイッチCOMP.ニュートラル）の同時装着が必要になります。
KLX110Lに4速クロスミッションは取付け出来ません。KLX110Lに5速クロスミッションを装着する
にはマニュアルクラッチカバー（プライマリドライブギア付き）の同時装着が必要になります。
5・6速クロスミッションを装着するには、左クランクケースの加工が必要です。弊社にお問い合わせ下さい

5速クロスミッションキット
4速 1速：2.692
5速 1速：2.692
6速 1速：2.692

対象シリンダーヘッド
ノーマルヘッド
スーパーヘッド4V+R

KLX110（LX110A-000001〜）は取付け出来ません。
KSR PRO・KLX110Lに装着する場合、弊社製クイックシフト
（02-04-0110）の別途購入が必要です。
ワイヤー式の注意点：KSR110（KL110CBF/KL110DDF）に装着する場合、付属のクラッチレバーがノーマ
ルコンビネーションスイッチに干渉しますが、操作に支障はありません。
油圧式の注意点：KSR PRO・KSR110（KL110CBF/KL110DDF）に装着する場合、付属のクラッチレバーが
ノーマルコンビネーションスイッチに干渉しますが、操作に支障はありません。

対象車両/フレームNO.

純正部品を流用し、手軽にマニュアルクラッチ化するキットです。
操作機構 プライマリドライブギア
付属
油圧式
無し

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

■対応仕様：ノーマルクラッチ車、又は弊社製6ディスク強化クラッチ装着車
※別売サーモスタットユニットは弊社WEBカタログをご覧下さい。

価格（税抜）
￥25,000
￥22,800
￥22,800
￥28,200

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ノーマル自動遠心クラッチから手動マニュアルクラッチに変更可能!! ■オイルクーラーへのオイル取出しが可能。
■オイル確認窓付き ■油圧式とワイヤー式のどちらにも使用可能なカバーの構造（特許出願中）
■サーモスタットの装着可能なクラッチカバー（特許取得構造） ■手動ワイヤー式と手動油圧式の2種類から選択
■スロットルレスポンスを向上し、
クランクシャフトの回転を100％二次側クラッチに伝達するプライマリドライブギア
有無の構成があります。※プライマリドライブギア付きの弊社製6ディスク強化クラッチ装着車は無しをご購入下さい

適応車両仕様：ノーマル車、ボアアップキット装着車で弊社製キャブレターキットを装着されている車両

KSR110・KSR PRO
KSR110（KL110CBF）
KSR110（KL110DDF）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỽἢὊ

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

弊社製キャブレターキット装着車専用。 オイルクーラープレート、
ガードが標準装備。
オイル取出し方法：シリンダーヘッドとクランクケース間を接続しているオイルパイプを取外し、その部分をオイル取出
し口として利用します。オイルクーラー取付けステーは、
シュラウドを固定する役割も兼備えております。
対象車両/フレームNO.

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

KLX110L
（LX110D-A72046〜）

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎᵪ

オイル取出し方法：マニュアルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
オイルクーラー本体はシリンダーヘッド下に装着します。
対象：KSR110・KSR PRO
ノーマルヘッド用とスーパーヘッド4V+R用の2種類
：KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

適応車両仕様
ノーマル車、ボアアップキット装着車で弊社製マニュアルクラッチカバーとキャブレターキットを装着されている車両

ラバーホース

KLX110（LX110A-000001〜）
KLX110（LX110A-A08133〜）

弊社製マニュアルクラッチカバー装着車専用。オイルクーラープレート、
ガードが標準装備。

オイル取出し方法：マニュアルクラッチカバーにあるオイル取出し口を使用します。
オイルクーラー取付けステーはシュラウドを固定する役割も兼備えております。

段数
品番
4段 09-07-2125
3段 09-07-2140

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἅὅἣἁἚἁὊἽᵟᵵỿἕἚ

弊社製マニュアルクラッチカバー＆キャブレターキット装着車専用。 オイルクーラープレート、
ガードが標準装備。

オイルホース

ᵩᵪᵶ
ᵏᵏᵎ

価格（税抜）
￥43,000
￥64,800
￥75,500

ᵩᵱᵰ
ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ᵩᵱᵰ
ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊ
ᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ
ίᵢᵢᵤὸ
ᵮᵰᵭ
オイルダンパー式 スプリングプリロード無段階調整 スプリングプリロード調整用レンチ付属 スプリング：レッド塗装
スタンダード

車高調整機能付き

ノーマル同寸（235mm）のスタンダードと車高調整付きの2種類
スタンダード：235mm 車高調整範囲235mm〜240mm

クラッチ仕様
スリッパー有り
スリッパー無し

対象：KSR110・KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

プライマリドライブギア
有り
有り

品番
02-01-0171
02-01-0330

対象：KSR110・KSR PRO・KSR110（KL110CBF/DDF）
KLX110（LX110A-A08133〜）
・KLX110L

価格（税抜）
￥39,800
￥21,800

KLX110（LX110A-000001〜）は取付け出来ません。KSR110・KLX110にスリッパー無しを装着する場合、弊社製ハイドロクラッチコンバージョンキット、
又は弊社製スペシャルクラッチカバーの同時装着が必要になります。KSR PRO・KLX110Lに装着する場合、弊社製スペシャルクラッチカバーの同時装
着が必要になります。6ディスク強化クラッチ専用のプライマリドライブギアの為、他のキットにあるプライマリドライブギアとの同時装着は出来ません。

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲᵏᵐỶὅἓỴἽἱἭỶὊἽίἓἷὊἨἑỶἩὸ

ἋἼἕἣὊἁἻἕἓ

ᵔἙỵἋἁˁಮ

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵑᵎ

￥10,800（税抜）
￥13,000（税抜）

スタンダード 06-04-039
車高調整付き 06-04-0047

ノーマルブレーキ回りやスプロケット等をそのまま使用可能。
シャープな加工断面とずれの無い高精度な肉抜き面を実現。
フロント
（12×2.50）
リア
（12×2.75）のセット

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ディスクローター径は純正（KSR110:Φ200 KSR-Ⅰ/Ⅱ：Φ220）
より大径化となるΦ225です。
ノーマルフロントホイール/ホイールハブがそのまま使用可能。ローターには錆に強く、耐久性のある
ステンレス製を採用。
片押し2POTキャリパー、
ブレーキメッシュホースが付属

各￥40,000（税抜）

ブラック 06-09-0010

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἥἕἂἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊỿἕἚ

円形状：06-08-0103 ￥41,200（税抜） ウェーブ形状：06-08-0108 ￥43,000（税抜）

対象：KSR110・KSR-I/II

対象：KSR110・KSR PRO・KSR-I/II・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

ṲἋἘỴἼὅἂἒὅἣὊᵍἋἘỴἼὅἂἒὅἣὊἋἘὊ

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

※ステアリングダンパーを装着するにはダンパーステーが必要。
対象：KSR110（KL110A-000001〜）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

05-05-0812 ￥38,800（税抜）

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

シルバー

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ᵩᵱᵰ
詳細はWEBカタログ参照
ίᵡᵠᵤὸ
ίᵢᵢᵤὸ
ᵮᵰᵭ
スピードメーター 〜360km/h 電気式デジタルタコメーター（〜13000rpm）
レブインジケーター 3インジケーター オド/トリップメーター 油温計0〜120℃
バックライト
（オレンジLED）5段階の明るさ調整付き
※温度を測定するには各種ボアアップシリンダー又はアダプターが必要です。
※KSR110（KL110A-000001〜）には取付け出来ません。

ṲἋἁỺỴᵪᵡᵢἋἦὊἛὶἑἅἳὊἑὊ

対象：KSR110・KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
：KSR110（KL110DDF）

各￥12,500（税抜）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἧỹὅἒὊἾἋἘὊἽἻὅἩỿἕἚίᵪᵣᵢἋἼἲἘὊἽὸ
カウル加工も無く、ボルトオンで装着出来ます。
ノーマルウインカー装着可能。
※別途リフレクターキットが必要。WEBカタログ参照

レッド
クリア

クリア

05-08-0366
05-08-0367

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἑὅἁỿἵἕἩỽἢὊ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ṲἧỻὊἁỴἊἵἋἑὊ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ᵩᵱᵰ
ίᵡᵠᵤὸ
ίᵢᵢᵤὸ
ᵮᵰᵭ
ストローク量15mmの範囲内で調整出来ます。

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

対象車両/フレームNO.

メッキボディー

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

KSR PRO
KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

ṲᵪᵣᵢἘὊἽἻὅἩỿἕἚ

ボディー
メッキボディー
ブラックボディー
メッキボディー
ブラックボディー
ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

品番
09-03-0929
09-03-0930
05-08-0281
05-08-0282

価格（税抜）
￥9,300
￥9,200

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化出来ます。

各￥3,100（税抜）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ

KSR110（KL110A-000001〜）
KSR-I/KSR-II

ノーマルキャップとプラグを交換するだけの簡単装着。

ブルー
05-02-0042
ガンメタル 05-02-0043

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

オレンジバルブ付き 4個1セット

対象
：KSR110・KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）
：D-TRACKER125（LX125D-A00001〜）

各￥5,700（税抜）

ṲἊỹἾὊἑὊἩἻἂἍἕἚ

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵢᵢᵤὸ

※社外品HIDヘッドライトの装着は出来ません。

対象：KSR PRO・KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

ṲἋἚἼὊἲἻỶὅỸỶὅỽὊἍἕἚ

アルミ削り出しアルマイト仕上げ

ブルー 09-15-0007
ブラック 09-15-0008

05-05-0023 ￥25,000（税抜）

対象：KSR110・KSR-I/II

各￥13,800（税抜）

※社外品HIDヘッドライトの装着は出来ません。

対象：KSR110（KL110A-000001〜）
・KSR-I/II

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しステップです。7ポジションから選択可能です。

シルバー 06-13-0047
ブラック 06-13-0048

詳細はWEBカタログ参照

機能 スピードメーター 最高速度/回転/温度数記録 速度/回転数/温度警告灯 時計
オド/トリップメーター 完全自動加速測定 目標速度/距離到達タイム計測 温度計
電気式タコメーター 透過LED夜間照明 インジケーター
ライトカウルステーを兼ねたメーターステーを採用。
※温度を測定するには各種ボアアップシリンダー又はアダプターが必要です。

ステアリングダンパーステー 06-01-0026 ￥11,800（税抜）

ṲỴἊἵἋἑἨἽἋἘἕἩỿἕἚ

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

ṲἋὊἣὊἰἽἓᵢᵬἳὊἑὊᵩᵏἋἘὊ˄ẨỿἕἚ

ステアリングダンパー（汎用）06-01-300 ￥20,800（税抜）

対象：KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
：KSR110（KL110DDF）

スモーク 05-08-0252

ṲἊỹἾὊἑὊἩἾὊἚ

06-06-07 ￥7,400（税抜）
対象：KSR110・KSR PRO・KSR-I/II
：KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

■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2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。

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

各￥14,000（税抜）

ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ ᵩᵱᵰᵏᵏᵎ
ίᵡᵠᵤὸ
ίᵢᵢᵤὸ
フロントディスクブレーキ用
ブレーキフルード付属 ホース長：960mm

ṲἧἿὅἚἨἾὊỿἭὊἋỿἕἚ

アルミ削り出しオレンジアルマイト仕上げ

05-02-0041 ￥1,800（税抜）
対象：KSR110

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）

対象：KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
：KSR110（KL110DDF）

ᵩᵱᵰ
ᵏᵏᵎ

06-08-0104 ￥9,100（税抜）
対象：KSR110・KSR PRO
：KSR110（KL110CBF）
（KL110DDF）

ᵩᵱᵰ
ᵮᵰᵭ

