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コンパクトクールAWにはオイルクーラープレート、
ガードが標準装備されています。
オイルクーラーホースはラバーホースとスリムラインホースの2種類があります。

路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロント
フォークキットです。
ドラムブレーキ用はブレーキパネルとブレーキアームが付属。
ディスクハブは軽量ダイカスト製を採用 トップブリッジ、
ステアリングステムは、大排気量
バイクに適した60mmオフセットとスタンダードスタイルの40mmオフセットの2種類。
■適合：モンキー（FI）AB27-1900001〜

Oil cooler Steering Lamp
Brake Exterior Meter

06-01-0365

■対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜
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路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロント
フォークキットです。
ドラムブレーキ用はブレーキパネルとブレーキアームが付属。
ディスクハブは軽量ダイカスト製を採用 トップブリッジ、
ステアリングステムは、大排気量
バイクに適した60mmオフセットとスタンダードスタイルの40mmオフセットの2種類。
別途購入部品：ヘッドライトステー・ウインカーステー・スロットルハウジング又はハイスロッ
トルが必要。モンキーの方でバーハンドルを選択される場合、ハンドルの変更が必要。
■ノーマル・弊社製8インチアルミホイール（2.5J/※3.5J）対応 ※弊社製8インチホイール
（3.5J）はフロントドラムブレーキのみ対応 ※3.5Jはフロントディスクブレーキには取付不可
■適合：モンキー（FI）AB27-1900001〜
06-01-0076

※詳細はWEB SITE参照
06-01-0118
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弊社製フォーク用。
アルミダイカスト製バレル研磨仕上げ
ノーマルウインカー/弊社製ウインカーどちらにも対応。

ỼἧἍἕἚ
ᵒᵎᶋᶋ
ᵒᵎᶋᶋ
ᵔᵎᶋᶋ
ᵒᵎᶋᶋ
ᵒᵎᶋᶋ
ᵔᵎᶋᶋ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵒᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵒᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵒᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵔᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵔᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵔᵕ

̖ίᆋ৷ὸ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜
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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）
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ホイールベースを延長し、ビッグトルク時でも接地感を高める60mmオフセット採用。
ワイドステム化により、
リム幅3.5Jフロントホイールの同時装着が可能になります。
フロントの安定性を高め、
フロントにかかるショックを軽減するφ30正立フォークを採用。
アルミ削り出しトップブリッジ、板圧30mmステムを採用し、操縦安定性と剛性アップを実現。
ノーマルドラムブレーキハブとパネルが使用出来るドラムブレーキ用とディスクブレーキ仕様
の2種類からお選び頂けます。又、
ドラム仕様購入後もディスク仕様へステップアップが可能。
ドラムブレーキ用はジュラルミン鍛造ブレーキアームが付属。ディスク仕様は軽量ダイカスト
アルミ製ホイールハブ、Φ220フローティングディスクローターが付属。
別途購入部品：10インチホイール、ヘッドライト、
ライトステー、ハンドルパイプ、
フェンダー等
弊社製12インチホイールの取付けも可能です。又、brembo製4Pキャリパーへのステップ
アップが可能です。WEBカタログをご覧下さい。
06-01-0096
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■ホイールを取付ける場合、
フロント、
リア共に取付条件、注意事項等があります。
■10インチ、12インチはタイヤチューブの別途購入が必要です。WEB SITEをご覧下さい。
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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。
アジャスター表面処理：硬質アルマイト リアドラムブレーキ用ブレーキロット付属
ノーマルリアドラムブレーキ、弊社製リアディスクブレーキ対応
推奨リアショック 4cm/8cmロング：280mm

12cmロング：305mm

16cmロング：330mm

■対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜
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■8インチホイール装着について：弊社推奨スイングアームは4cm又は8cmロングです。
■推奨リアショック：280mm ■ノーマルフェンダーをダウンフェンダーにする別売ステー有り

クラシックなデザインのフォークダストブーツでホコリや飛び
石からインナーチューブを守ります。
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このチラシの価格、品番等は、2018年11月1日現在のものです。10-01-0042
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。

ホイールとホイールハブの剛性が向上します。使用条件はWEBカタログをご覧下さい。
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■適合：モンキー（FI）AB27-1900001〜 ※詳細はWEB SITE参照
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プッシュキャンセルウインカースイッチ、ヘッドライトHi/Low
パッシングスイッチの機能を集約しています。
※弊社製クラッチレバー＆ケーブルの別途購入が必要です。
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■10・12インチホイール装着について：弊社推奨スイングアームは12・16cmロングです。
※リアショックの変更が必要です。※弊社製12インチホイールのみ取付け可能です。
ダウンフェンダーにするには、弊社製ABS製フロントフェンダーをお買い求め下さい。
ホワイト、
ブラック、
カーボンプリント、
メッキフィルムの4種類があります。
（裏面記載）
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ノーマルフェンダーと同形状を採用。
ナチュラルバフ研磨仕上げによる美しい
フェンダーです。
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弊社では高さや絞りの異なる数多くのハンドルパイプを販売しています。WEBカタログをご覧下さい。
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■オイル取出し口
弊社製オイル取出し用ボス付きシリンダー
■オイルホース：スリムラインホース
■取付け場所：ステアリングステム

⍤ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵐᵎᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵐᵏᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
モンキー ノーマルトップブリッジに装着することでバーハンド
ルの取付けが可能。 対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

※詳細はWEB SITE参照
トップブリッジ、
ステアリングステムは、大排気量
バイクに適した60mmオフセットとスタンダード
スタイルの40mmオフセットの2種類。
別途購入部品：ヘッドライトステー・ウインカー
ステー・スロットルハウジング又はハイスロット
ルが必要。モンキーの方でバーハンドルを選択
される場合、ハンドルの変更が必要。
■弊社製10インチアルミホイール（2.5J）対応
※弊社製10インチホイール（3.5J）取付不可

ӕ˄ẬئᾉἧἾὊἲ

ṲἴὅỿὊᴾἠὊἰἽἚἕἩἨἼἕἊဇ
⍤ἢὊἡὅἛἽ٭੭ỴἽἱЪụЈẲἡὅἛἽἭἽἒὊ

ハンドルの揺れや路面からのキックバックを吸収出来ます。

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵗ

※ノーマルフロントフォーク車専用
※フレーム下取付タイプオイルクーラーキットとの同時装着は出来ません。

ỴὊἲᧈ
ᵒᶁᶋἿὅἂ
ᵒᶁᶋἿὅἂ
ᵖᶁᶋἿὅἂ
ᵏᵐᶁᶋἿὅἂ
ᵏᵔᶁᶋἿὅἂ
ᵏᵔᶁᶋἿὅἂ

ṲἠὊἰἽἧἿὅἚἧỻὊἁဇࢍ҄ἒὅἣὊ

⍤ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵑᵎᵎᵑᴾ‑ᵏᵎᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルフロントフォークに装着することで路面の追従性と乗
り心地が格段に向上します。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。オイルダンパー式。
本体はステンレス製を採用。対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲἴὅỿὊᴾἠὊἰἽἧἿὅἚἧỻὊἁဇ
⍤ἢὊἡὅἛἽ٭੭ỴἽἱЪụЈẲἚἕἩἨἼἕἊ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵏᵗᴾ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
モンキー ノーマルフロントフォークに装着することでバーハン
ドルの取付けが可能。 対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵕ

ἋἑἥἻỶἈὊ
Ẳ
ἋἑἥἻỶἈὊ˄Ẩ
Ẳ
Ẳ
Ẳ
ἋἑἥἻỶἈὊ˄Ẩ

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵓ

Լဪ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵏᵓ

‑ᵒᵑᵊᵎᵎᵎ
‑ᵓᵑᵊᵖᵎᵎ
‑ᵒᵑᵊᵎᵎᵎ
‑ᵓᵑᵊᵖᵎᵎ

ṲᵖỶὅἓݦဇᵒᶁᶋἿὅἂἋỶὅἂỴὊἲ
⍤ίἠὊἰἽἓỹὊὅἃὊἋӕ˄ẬἋἘὊ˄Ẩὸ

⍤ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵎᵐᴾ‑ᵑᵒᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ホンダ純正部品チェーンケース（40510-165-000）が取付
可能。
ノーマルチェーンガードも切断加工にて取付可能。
アルミ削り出しアクスルホルダー。
リアショック280mm推奨
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲỴἽἱЪụЈẲἚἕἩἮἽἚ

⍤ἉἽἢὊ
⍤ἨἽὊ
⍤ἆὊἽἛ
⍤ἾἕἛ
⍤ἨἻἕἁ
対象
モンキー（FI）AB27-1900001〜

対象
モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵔᵐ

ṲἱἝἨἾỶἌỸỶὅỽὊỿἕἚίἋἘὅἾἋἮἙỵὊὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲἳỶὅἋỶἕἓỽἢὊ

モンキーノーマルのウインカー形状をモチーフに、
よりコンパクト形状にデザインした弊社オ
リジナルウインカーです。
ウインカーボディーに耐候性に優れたステンレス製を採用

⍤ἉἽἢὊ ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵐ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵑ
⍤ἨἽὊ ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵒ Ӳ‑ᵗᵖᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἾἕἛ
ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵓ

クリア ウインカー内部には照射効果が向上するインナーリフレク
ターを採用。
ウインカーレンズはクリア、
スモーク、
オレンジ
の3種類。
クリアレンズ、
スモークレンズにはオレンジウイン
カーバルブ、オレンジレンズにはクリアバルブが付属
クリアレンズ、
スモークレンズにはオレンジウインカーバルブ
オレンジレンズにはクリアバルブが付属

Ӳ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

イニシャルアジャスターをモチーフにしており、
ノーマルトップ
ブリッジをドレスアップ出来ます。分割構造で傷無く取付可能
複数購入することで、色の組合わせもお楽しみ頂けます。

ἾὅἌ

⍤ἉἽἢὊ
⍤ἨἽὊ
⍤ἆὊἽἛ
⍤ἾἕἛ

ἁἼỴ
ἋἴὊἁ
ỼἾὅἊ

Ӳ‑ᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

05-08-0420（点灯時）

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲἪἕἛἻỶἚἋἘὊᴾ
⍤᷑ᵐᵕദᇌἧἿὅἚἧỻὊἁဇ
⍤ӕ˄Ậࠢᵏᵓᵓᶋᶋᴾᴾᵎᵗᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵕᴾᴾᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ӕ˄Ậࠢᵏᵐᵖᶋᶋᴾᴾᵎᵗᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵒᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤᷑ᵑᵎദᇌἧἿὅἚἧỻὊἁဇ
⍤ӕ˄Ậࠢᵏᵓᵓᶋᶋᴾᴾᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵖᵖᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤᷑ᵑᵎദᇌὁỶἛἋἘἲἧἿὅἚἧỻὊἁဇ
⍤ӕ˄Ậࠢᵏᵓᵓᶋᶋᴾᴾᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵑᵓᵓᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᾝᾔᾦᴾἋἚἼὊἲἻỶὅᵪᵣᵢỸỶὅỽὊỿἕἚ
ẅίἠὊἰἽဇὸẅᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵔᴾ‑ᵐᵐᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲܾٻἒὅἣὊ˄ẨἼỴἭỶὊἽἡἨဇỿἕἚ
駆動時やバックトルク時の衝撃を吸収し、エンジン等にかかる負担を大幅に軽減します。
リアダンパーハブ採用キットはディスクブレーキとドラムブレーキの2種類があります。
※各キット取付条件があります。WEBカタログをご覧下さい。

ノーマルドラムハブ同様の装着方法で使用可能。
弊社製リアドラムフローティングキットの同時装着可能。
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵏᵖ

■ノーマルキャリア、弊社製Zキャリア/グラブバー装着用テールランプキット

ṲᵪᵣᵢἱἝἘὊἽἻὅἩ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵏᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἁἼỴ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵐᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἾἕἛ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵑᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

別途購入部品
フロントブレーキマスターシリンダー 06-08-1169 ￥8,700（税抜）
マスターシリンダーを装着するとノーマルスロットルホルダーを取外
す必要がある為、
スロットルホルダー、又はハイスロットルの別途購
入が必要です。
ブレーキメッシュホース（775mm）06-08-2032 ￥8,500（税抜）

対象
：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵖἭὊἽ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵏᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵏᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵏᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵔᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵕᵎ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵏ ‑ᵖᵊᵕᵎᵎ
ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵎ ‑ᵗᵊᵔᵎᵎ
ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵑ ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎ

■Φ30正立ワイドステムフロントフォーク装着車用

ὁỶἛἋἘἲဇ
ỽὊἮὅἩἼὅἚ
ἳἕỿἧỵἽἲ

ᏢỽἻὊ
ἭὁỶἚ
ỽὊἮὅἩἼὅἚ

Լဪ

ᵖỶὅἓဇ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵎᵔᴾ‑ᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵏᵎỶὅἓဇ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵎᵕᴾ‑ᵖᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルサイドスタンドスイッチの取付けが可能です。
8インチ用（調整範囲：約155mm〜215mm）
10〜12インチ用（調整範囲：約230mm〜285mm）

̖ίᆋ৷ὸ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲᵸἋἑỶἽἓỹὊὅỾὊἛ

⍤ἉἽἢὊ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵑᵗᴾ‑ᵒᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵒᵎᴾ‑ᵒᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルスイングアーム、又は弊社製取付けステー付きスイ
ングアーム（06-03-0102）に装着可能

‑ᵏᵊᵕᵎᵎ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲỴἽἱᙌᵸỿἵἼỴẅӲ‑ᵗᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἉἹὊἚίἉἽἢὊὸ
ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵒᵎ
⍤ἉἹὊἚίἨἻἕἁὸ
ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵓᵗ
⍤ἋἑὅἒὊἛίἉἽἢὊὸ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵒᵏ
⍤ἋἑὅἒὊἛίἨἻἕἁὸ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵒᵐ

ᵒᵑᶋᶋἉἹὊἚ

ỽἻὊ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἩἾὊὅ
ἨἽὊ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ᵖἭὊἽ
ἨἽὊ
ἾἕἛ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵐᵎ

ショート：ノーマルより43mmショート スタンダード：ノーマルとほぼ同形状
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲἴὅỿὊᴾἠὊἰἽ৵ụẺẺỚἡὅἛἽဇ
⍤ỴἽἱЪụЈẲἡὅἛἽἠἨ

̖ίᆋ৷ὸ

⍤ᵸἋἑỶἽ ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵏᵑᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ᵡᵸἋἑỶἽ ᵎᵔᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵏᵐᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵸἋἑỶἽ

ノーマルハンドルノブと交換するだけの簡単装着。
ノーマルスタイルのZとクラシックスタイルのCZの2種類。

‑ᵓᵊᵐᵎᵎ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵡᵸἋἑỶἽ

ṲᵢἑỶἩᵪᵡᵢἋἦὊἛὶἑἅἳὊἑὊ

⍤ᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵑᵗᴾ‑ᵏᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
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）
ノーマルメーターと交換するだけの簡単装着。
セパレートスイッチ付き

モンキー（FI）に装着する場合、弊社製バッテリーケースキット
（下記）が必要に
なります。本製品を取付けた場合、
ノーマルキャリアとの伱間が近くなり、乗車
時に干渉することがあります。干渉する場合はスペーサー等で調整するか、弊
社アルミZキャリア、
グラグバー、キャリアレスのいずれかを別途ご購入下さい。

■Φ27/Φ30正立フロントフォーク装着車用

ἳἕỿἧỵἽἲ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲἠὊἰἽἋἘἕἩἢὊဇỴἊἵἋἑἨἽἇỶἛἋἑὅἛ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲᵢἑỶἩἭὁỶἚὶἨἻἕἁ
⍤ἋἦὊἛἳὊἑὊίਦᤆࡸὸίЈᒵỊႉ༏ᩓྶὸ

⍤ᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵐᵐᴾ‑ᵓᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ

■弊社製アルミZキャリア、キャリアレスキット、
グラブバーの同時装着が可能。
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜）
※モンキー・ゴリラ
（キャブ）には取付け出来ません。

ṲлủỆẪẟᵟᵠᵱᙌἧἿὅἚἧỹὅἒὊίᵏᵎỶὅἓဇὸ
Լဪ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵒ

ノーマルウインカー、テールランプ、ヘルメットホルダーがそ
のまま取付け出来ます。弊社製シートの同時装着も可能です。

人気のタックロールにロースタイルを併せたモンキー用シー
トです。
シート表皮には滑りにくい生地を採用し、ホールド感
を高めます。シートスポンジには弊社オリジナルスーパーウレ
タンスポンジを採用し、ロースタイルでもクッション性を十分
に確保しており、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᏢỽἻὊ
ἭὁỶἚ
ἨἻἕἁ
ỽὊἮὅἩἼὅἚ
ἳἕỿἧỵἽἲ

ἑỶἩ ỽἻὊ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ᵐᵮ
ἆὊἽἛ
ỾὅἳἑἽ
ἾἕἛ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἨἽὊ
ᵑᵮ
ἆὊἽἛ
ỾὅἳἑἽ
ἾἕἛ

ṲἂἻἨἢὊ
⍤ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵏᵎᴾ‑ᵏᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

̖ίᆋ৷ὸ

ṲἑἕἁἿὊἽἉὊἚ
⍤ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵔᵕᴾ‑ᵏᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

⍤ἧἿὅἚဇ ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἼỴဇ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵑᴾ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルに比べ、軽いタッチで制動が得られます。

ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊίᵐஜᵏἍἕἚὸẅӲ‑ᵗᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἾἕἛرᘺ

ἩἾὊὅ

ṲἊἷἻἽἱὅᦀᡯἨἾὊỿỴὊἲίἛἻἲἨἾὊỿဇὸ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵒ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵓ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵔ
‑ᵏᵊᵕᵎᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵓᵗ
ṲỴἽἱЪụЈẲἨἾὊỿỴἊἵἋἚἜἕἚ

ἑỶἩ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

あらゆるライディングスタイルに対応する各調整機能と軽量
アルミ削り出しボディーを採用、
スプリングのセット長、伸び側
減衰力（18段階）
、車高（320mm〜340mm）
、調整が可能。

Լဪ

ṲлủỆẪẟᵟᵠᵱᙌἼỴἰἕἛỾὊἛ

ἨἻἕἁ
ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵓᵏᴾ‑ᵏᵎᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ỽὊἮὅἩἼὅἚ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵓᵗᴾ‑ᵏᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἳἕỿἧỵἽἲ ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵓᵑᴾ‑ᵏᵑᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ノーマルメーターと交換するだけの簡単装着。
LEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵐᵐဇᵏᵐᵴᴾᵪᵣᵢἢἽἨᴾ‑ᵑᵑᵎίᆋ৷ὸ

ṲἢἕἘἼὊἃὊἋὶᵟᵠᵱᙌἇỶἛỽἢὊἍἕἚ
モンキー（FI）
ノーマルシートの下にあるバッテリーボックス等レイアウトを左サイドカバー部
に移動し、弊社製シートの取付けが可能になります。弊社オリジナルABS製サイドバー付属
ホワイト、
ブラック、
カーボンプリント、
メッキフィルムの4種類。
アップマフラー対応
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜 ※ノーマルエアクリーナーボックス使用時、
一部加工が必要。

ᏢỽἻὊ
ἨἻἕἁ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵏᵒ ‑ᵖᵊᵕᵎᵎ
ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵏ ‑ᵗᵊᵔᵎᵎ

Լဪ

ᵎᵓᵋᵏᵎᵋᵎᵎᵎᵑ
ᵎᵓᵋᵏᵎᵋᵎᵎᵎᵔ
ỽὊἮὅἩἼὅἚ
ᵎᵓᵋᵏᵎᵋᵎᵎᵎᵓ
ἳἕỿἧỵἽἲ
ṲἢἕἘἼὊἃὊἋỿἕἚẅᵎᵓᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵕᴾ‑ᵏᵏᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵏᵗᵊᵓᵎᵎ
‑ᵐᵎᵊᵎᵎᵎ

上記同様、バッテリーボックス等レイアウトを左サイドカバー部に移動し弊社製シートの取付
けが可能になります。※ノーマル左サイドカバーを一部加工して頂く必要があります。
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

̖ίᆋ৷ὸ

Լဪ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵏᵖ
‑ᵒᵊᵐᵎᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵏᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵎ ‑ᵑᵊᵔᵎᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵏ
‑ᵒᵊᵐᵎᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵑᵎᵐᵐ

ノーマルウインカー、テールランプがそのまま取付け出来ます。
弊社製テールランプキット同時装着も可能です。

ツインリアショック車の取付けネジ径がM10 ピッチ1.25

⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵏᵓᵔᵏᴾ‑ᵒᵖᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵪᵣᵢἱἝἘὊἽἻὅἩ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵒᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἁἼỴ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵓᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἾἕἛ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵔᴾ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ឋᵍỽἻὊ
ỴἽἱᙌᵍἉἽἢὊ
ỴἽἱᙌᵍἨἻἕἁ
ỴἽἱᙌᵍἨἽὊ
ỴἽἱᙌᵍἆὊἽἛ
ỴἽἱᙌᵍἾἕἛ
ἋἘὅἾἋᙌ

ᘙ᩿ϼྸ
ἁἿἲἳἕỿ
ἢἧᄂᄶ
ἢἾἽᄂᄶ
ἨἽὊỴἽἰỶἚ
ἨἻἕἁỴἽἰỶἚ

ṲỿἵἼỴἾἋỿἕἚ
⍤ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵎᵏᴾ‑ᵓᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴἁἕἉἹὅἰỸὅἚἜἕἚᵫᵏᵎίᵒ̾ᵏἍἕἚὸ

■他に弊社オリジナルバックステップを付属したリアディスクブレーキキットがあります。
レーシングバックステップ/3ポジションバックステップ WEBカタログをご覧下さい。

■弊社製キャリアレス装着用テールランプキット

対象
モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲỶὅἉἹἕἁဇἛἾἋỴἕἩἣὊ

ṲἠὊἰἽἧἿὅἚἧỻὊἁဇἙỵἋἁἨἾὊỿỿἕἚίᵖỶὅἓဇὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊ
⍤ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵑᵖᴾ‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

オイルダンパー式
5段階調整

対象：ノーマルブレーキアーム
弊社製ブレーキアーム

⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵏᵗᴾ‑ᵏᵎᵖᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἁἻἉἕἁἘὊἽἻὅἩ
⍤ἁἼỴ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵑᵑᵔᴾ‑ᵒᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἆὊἽἛἳἕỿ

ᵑᵮ

ṲᵏᵎỶὅἓἠὊἰἽἋἘἕἩဇ
⍤ἼỴἙỵἋἁἨἾὊỿỿἕἚ

テールランプキット 対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ἁἿἲἳἕỿ

ṲᵖỶὅἓἠὊἰἽἋἘἕἩဇ
⍤ἼỴἙỵἋἁἨἾὊỿỿἕἚ

⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵏᵖᴾ‑ᵗᵒᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵐᵔᵓᶋᶋ
ᵐᵖᵎᶋᶋ
ᵑᵎᵓᶋᶋ
ᵑᵑᵎᶋᶋ
ᵐᵖᵎᶋᶋ
ᵑᵑᵎᶋᶋ
ᵐᵔᵓᶋᶋ
ᵐᵖᵎᶋᶋ
ᵑᵎᵓᶋᶋ
ᵑᵑᵎᶋᶋ

ṲἠὊἰἽᵍᵖỶὅἓᵍᵏᵎỶὅἓἭỶὊἽࣖݣ
⍤ἼỴἛἻἲἒὅἣὊἡἨỿἕἚ

⍤ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵓᴾ‑ᵏᵗᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ノーマルテールベースに取付けるだけの簡単装着!!

ἉἹἕἁᧈ

ᵐᵮ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲᵪᵣᵢἨἾỶἌἘὊἽἻὅἩ

ἋἩἼὅἂ

対象：ノーマルブレーキアーム
弊社製ブレーキアーム

ウインカー本体は高品質で軽量なアルミボディーを採用し、
ラバーマウントにより耐久性と耐振性を両立しています。
※対象はノーマル車両、又はノーマルウインカーが取付け出
来る車両になります。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵓ

ἁἿἲἳἕỿ

ṲἨἾὊỿỴὊἲἊἹỶὅἚ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

⍤ἁἼỴ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵎᵑ
Ӳ‑ᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἋἴὊἁ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵎᵒ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵓ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

⍤ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵏᵔ
⍤ἨἻἕἁ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵏᵕ
⍤ἨἽὊ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵏᵖᴾӲ‑ᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
⍤ἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵏᵗ
⍤ἾἕἛ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵐᵎ

ṲἠὊἰἽἛἻἲἨἾὊỿဇἛἾἋỴἕἩἣὊ

ノーマルウインカーベースに取付けるだけの簡単装着!!
ブレイズレンズ仕様はクリアレンズ付き

ṲἰἽἓἼἧἾἁἑὊἪἕἛἻỶἚίӕ˄Ậࠢᵏᵓᵓᶋᶋὸ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵑᵑᵔ

‑ᵗᵊᵖᵎᵎ

ṲἰἽἓἼἧἾἁἑὊἪἕἛἻỶἚἸἝἕἚ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵏᵑ

̖ίᆋ৷ὸ

ṲᵪᵣᵢỸỶὅỽὊ
ἠὊἰἽἾὅἌˁಮ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵖᵓᴾ‑ᵕᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἨἾỶἌἾὅἌˁಮ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵖᵔᴾ‑ᵗᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ

⍤ᵎᵗᵋᵎᵑᵋᵎᵕᵖᵗᴾ‑ᵔᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルヘッドライトケースにボルトオンで取付け出来、
リフ
レクターとハロゲンバルブにより、美しい光を放ちます。

ἁἼỴ

Լဪ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵎ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵏ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵐᵐ

ドライブチェーン調整用アジャストナットです。
スイングアーム
のドレスアップに最適です。
ノーマル、弊社製4cmロングスイ
ングアーム（06-03-0101/0102/0103）に対応

⍤ᵎᵗᵋᵎᵑᵋᵎᵕᵖᵖᴾ‑ᵕᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ
リフレクターとハロゲンバルブにより、美しい光を放ちます。
弊社カスタムメーター（2連タイプ/スーパーマルチDNメーター）装着
時にノーマルライトケースの変更が必要な為、使用します。

ṲἼỴἨἾὊỿἬἒἽἦἮἕἚỿἵἕἩίỴἽἱᙌὸ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲỴἽἱЪụЈẲỴἊἵἋἚἜἕἚ

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵒ

対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

ṲἠὊἰἽἛἻἲἨἾὊỿဇ
⍤ἡỶἣἧỻὊἰὅἋᵸἾἢὊ

ホワイト

ブルー

オレンジ

グリーン

レッド

ᵪᵣᵢἢἽἨ
ἭὁỶἚ
ἨἽὊ
ỼἾὅἊ
ἂἼὊὅ
ἾἕἛ

Լဪ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵕᵎ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵕᵏ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵕᵐ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵕᵑ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵐᵕᵒ

ṲٶೞᏡửɟếỉἳὊἑὊỆộểỜẺἋὊἣὊἰἽἓᵢᵬἳὊἑὊ
スピードメーター・速度誤差補正・最高速度記録・速度警告灯・オド/トリップメーター・完全自動加速測定・目標速度到
達タイム/目標距離到達タイム計測・タコメーター・最高回転数記録・回転警告灯・発火回数の設定・時計・温度警告灯
温度計・最高温度記録・ガソリン計・インジケーター ※詳細、注意事項、別途購入部品はWEBカタログをご覧下さい。

ṲἴὅỿὊᴾἠὊἰἽ৵ụẺẺỚἡὅἛἽဇ
⍤ᵫᵐἋἘὊ˄ẨỿἕἚ

⍤ᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵖᵏᵓᴾ‑ᵒᵓᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲࡴᅈᙌἧἿὅἚἧỻὊἁỿἕἚဇ
⍤ᵫᵏἋἘὊ˄ẨỿἕἚ

⍤ᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵖᵏᵒᴾ‑ᵒᵎᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
対象：モンキー（FI）AB27-1900001〜

