
Oil cooler　Steering　Lamp
Brake　Exterior　Meter

■アルミタンク、アルミフェンダー（詳細はWEBカタログをご覧下さい）
Zスタイルアルミタンク
4Lスタイルアルミタンク
Gスタイルアルミタンク
Zスタイルアルミフロントフェンダー
Zスタイルアルミリアフェンダー

09-15-0001 ￥43,800（税抜）
09-15-0002 ￥43,800（税抜）
09-15-0003 ￥55,200（税抜）
09-09-0049 ￥8,400（税抜）
09-09-0050 ￥12,000（税抜）

Monkey / Gorilla
CUSTOM PARTS 2018.Vol.1

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）

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。10-01-0007
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。

■オイル取付け場所は他にステリングステムとシリンダーヘッドがあります。
■乾式/TYPE-Rクラッチカバー用オイルクーラーキット（オイルフィルター部オイル取出し）に
　関しましては、WEBカタログをご覧下さい。

■適合フレームNO. Z50J-1600008～/AB27-1000001～1899999

オイル取出し口 オイルホース 品番段数 価格（税抜）

ノーマル

レギュラー

Rステージ

ヘッドサイドカバー

スーパーヘッド＋R

ヘッドサイドカバー

ラバーホース

スリムラインホース

ラバーホース

スリムラインホース

4段

3段

4段

3段

3段

3段

09-07-7012
09-07-7011
09-07-7010
09-07-7009
09-07-8003
09-07-8004

￥22,800
￥20,800
￥28,200
￥26,000

ラバーホース

スリムラインホース

4段

3段

4段

3段

09-07-2712
09-07-2711
07-07-0107
07-07-0128

￥20,800
￥18,500
￥30,500
￥27,000

￥20,800
￥26,000

スーパーヘッド

4V＋R

ヘッドサイドカバー

ラバーホース

スリムラインホース

3段

3段

07-07-0041

07-07-0043

￥25,000

￥26,000

スペシャルクラッチ

カバー部

（ダイカスト製）
※乾式/TYPE-R 除く

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種類からお選び頂けます。

■コンパクトクールAWキット（オイル取付け場所：フレーム）

09-07-7012 ヘッドサイドカバー取出し スペシャルクラッチカバー取出し

     品番

06-09-131
06-09-153
06-09-0219
06-09-1304
06-09-1504
06-09-0220
06-09-033
06-09-054
06-09-0217
06-09-034
06-09-056
06-09-0218

06-09-0216

ホイール/ホイール幅

8インチ（2.5J）

8インチワイド（3.5J）

10インチ（2.5J）

10インチワイド（3.5J）

12インチワイド（3.4J）

アルマイト処理

ケミカルポリッシュ

ブルーブラック

ブラック

ケミカルポリッシュ

ブルーブラック

ブラック

ケミカルポリッシュ

ブルーブラック

ブラック

ケミカルポリッシュ

ブルーブラック

ブラック

ケミカルポリッシュ

価格（税抜）

￥9,800
（1輪）

￥13,000
（1輪）

￥10,800
（1輪）

￥14,200
（1輪）

￥70,200
（2輪）

06-09-05606-09-131 06-09-0216

■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。

■アルミホイール（チューブタイプ）

■8インチ Φ27フロントフォーク（タイプ2）用
　フォークブーツ ※8・10インチ共通フォーク取付不可
　06-06-0003 ￥2,600（税抜）

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。

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
り心地を格段に向上させます。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。
本体は耐久性の高いステンレス製を採用。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■ノーマルフロントフォーク用強化ダンパー
　06-01-3003 ￥10,500（税抜）

■ステアリングダンパーセット
ノーマルフロントフォーク用 06-01-0071 ￥40,800（税抜）
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

Φ27フロントフォーク用 06-01-0138 ￥43,800（税抜）

Φ30フロントフォーク用 06-01-0139 ￥43,800（税抜）

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になります。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■モンキー ノーマルフロントフォーク用
　バーハンドル変換アルミ削り出しトップブリッジ
　06-02-0019 ￥10,800（税抜）

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
ホーン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。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■コンビネーションスイッチASSY.
　05-09-0028 ￥5,200（税抜）

■アルミ削り出しドレスアップリテーナー 8・10インチ（チューブタイプ）対応

品番

06-10-0001
06-10-0002
06-10-0003
06-10-0010

カラーアルマイト

ブルー

レッド

ゴールド

ブラック

価格（税抜）

￥8,700
（18セット入）前後ホイール分。

12インチホイール取付不可

06-01-0246 06-01-0365

■適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999　※詳細はWEB SITE参照

■モンキー・ゴリラ バーハンドル用キット　（ノーマルフェンダー取付け可能）

ブレーキ

ドラム

フロー

ティング

ディスク

ホイール

10インチ

カラー

シルバー

ブラック

シルバー

シルバー

ブラック

シルバー

オフセット

40mm

40mm

60mm

40mm

40mm

60mm

品番

06-01-0248
06-01-0249
06-01-0043
06-01-0364
06-01-0365
06-01-0367

価格（税抜）

￥64,800

￥125,500

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。
■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　

■10インチ用　Φ27フロントフォークキット（タイプ1）

■モンキー ノーマルハンドル用キット　（ノーマルフェンダー取付け可能）

ブレーキ

ドラム

ホイール

10インチ

カラー

シルバー

ブラック

シルバー

オフセット

40mm

40mm

60mm

品番

06-01-0246
06-01-0247
06-01-0041

価格（税抜）

￥64,800

■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）

ブレーキ

ディスク

ドラム

ホイール

8インチ

カラー

シルバー

ブラック

シルバー

シルバー

ブラック

シルバー

オフセット

40mm

40mm

60mm

40mm

40mm

60mm

品番

06-01-0114
06-01-0115
06-01-0116
06-01-0076
06-01-0077
06-01-0078

価格（税抜）

￥124,500

￥66,000

06-01-0076 06-01-0118

■適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999　※詳細はWEB SITE参照

■モンキー・ゴリラ バーハンドル用キット　（ノーマルフェンダー取付け可能）

ブレーキ

ディスク

ドラム

ホイール

8インチ

カラー

シルバー

ブラック

シルバー

シルバー

ブラック

シルバー

オフセット

40mm

40mm

60mm

40mm

40mm

60mm

品番

06-01-0117
06-01-0118
06-01-0119
06-01-0079
06-01-0080
06-01-0081

価格（税抜）

￥124,500

￥66,000

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　

■新設計 8インチ用Φ27フロントフォークキット（タイプ2）新登場!!

■モンキー ノーマルハンドル用キット　（ノーマルフェンダー取付け可能）

■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

■Φ27フロントフォーク用
　イニシャルアジャスター
　06-06-0030 ￥7,400（税抜）

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。

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
ルの取付けが可能になります。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■モンキー ノーマルトップブリッジ用
バーハンドル変換アルミ削り出しハンドルホルダー
シルバー
ブラック

06-02-0020
06-02-0021

各￥6,500（税抜）

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。

■フロントウインカーステー
Φ27フロントフォーク用
Φ30フロントフォーク用

05-08-0002
05-08-0003

各￥3,900
（税抜）PARTS CATALOG Vol.28　￥2,800（税抜）

適合フレームNO.Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■アルミ削り出しトップボルト
　シルバー
　ブルー
　ゴールド
　レッド
　ブラック

06-02-0036
06-02-0037
06-02-0038
06-02-0039
06-02-0062

各￥3,800（税抜）

適合フレームNO.
Z50J-1300017～
AB27-1000001～1899999

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

■アルミ削り出しアジャストナット
　シルバー
　ブルー
　ゴールド
　レッド

06-03-0011
06-03-0012
06-03-0013
06-03-0014

各￥1,800（税抜）

■モンキー・ゴリラ バーハンドル用キット

ブレーキ

ドラム

ディスク

ホイール

10インチ

カラー

シルバー

シルバー

オフセット

60mm

60mm

品番

06-01-0095

06-01-0096

価格（税抜）

￥70,200

￥135,000

06-01-0095 06-01-0096

■適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

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。

■NEWφ30フロントフォークキット（タイプ1/ワイド/60mmオフセットタイプ）



スプリング

クロムメッキ

ゴールドメッキ

レッド塗装

ショック長

265mm

280mm

305mm

330mm

280mm

330mm

265mm

280mm

305mm

330mm

品番

06-04-0010
06-04-0012
06-04-0066
06-04-0068
06-04-0013
06-04-0069
06-04-0011
06-04-0014
06-04-0067
06-04-0070

オイルダンパー式
5段階調整
適合フレームNO.
Z50J-1300017～
AB27-1000001～1899999

■リアショックアブソーバー（2本1セット）　各￥9,800（税抜）

■Φ30ワイドステムフロントフォーク装着車用

品番

09-09-0014
09-09-0061

樹脂カラー

ホワイト

カーボンプリント

価格（税抜）

￥8,700
￥9,600

■Φ27/Φ30フロントフォーク装着車用

品番

09-09-0010
09-09-0011
09-09-0060
09-09-0013

樹脂カラー

ホワイト

ブラック

カーボンプリント

メッキフィルム

価格（税抜）

￥8,700

￥9,600
￥10,800

メッキフィルム

ワイドステム用
カーボンプリント

■割れにくいABS製フロントフェンダー（10インチ用）

メッキフィルム ■割れにくいABS製リアマッドガード
　ブラック
　カーボンプリント
　メッキフィルム

09-09-0051 ￥10,800（税抜）

09-09-0059 ￥11,800（税抜）

09-09-0053 ￥13,000（税抜）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
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■LEDウインカー
ノーマルレンズ仕様 05-08-0085 ￥7,800（税抜）

ブレイズレンズ仕様 05-08-0086 ￥9,700（税抜）

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）
適合フレームNO. Z50J-2100001～/AB27-1000001～1899999

8インチ用 06-13-0006 ￥8,500（税抜）

10インチ用 06-13-0007 ￥8,500（税抜）

■ノーマルステップバー用アジャスタブルサイドスタンド

■Φ27フロントフォーク（タイプ1）装着車用
　FRP製フロントフェンダー（8インチ用）
　ホワイトゲルコート 09-09-0032 ￥7,400（税抜）

※フロントフェンダー固定用のマウントが無いΦ27正立フロ
　ントフォークには取付け出来ません。

ノーマルに比べ、軽いタッチで制動が得られます。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■ジュラルミン鍛造ブレーキアーム（ドラムブレーキ）

　フロント用
　リア用

06-08-302 ￥3,800（税抜）

06-08-303 ￥3,300（税抜）

軽量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。消費電力も削減出来、美しい光を放ちます。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■ストリームラインLEDウインカーキット
　05-08-0426 ￥22,500（税抜） ■ノーマル車用

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）
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■ノーマルフロントフォーク用ディスクブレーキキット
　（8インチ用）　06-08-1561 ￥48,800（税抜）

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。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■マルチリフレクターヘッドライトユニット
　09-03-0789 ￥6,300（税抜）

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。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■マルチリフレクターヘッドライト
（取付け幅155mm） 09-03-0788 ￥7,600（税抜）

■ヘッドライトステー 
Φ27フロントフォーク用
取付け幅155mm  09-03-007 ￥3,800（税抜）
取付け幅128mm  09-03-0014 ￥3,800（税抜）
Φ30フロントフォーク用
取付け幅155mm  05-08-0288 ￥3,800（税抜）
Φ30ワイドステムフロントフォーク用
取付け幅155mm  05-08-0355 ￥5,200（税抜）

05-08-001505-08-0015

05-08-001305-08-0013 ■LEDミニテールランプ
　ブラック
　クリア
　レッド

05-08-0011
05-08-0012 各￥6,500（税抜）

05-08-0013

■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

■LEDミニテールランプ
　ブラック
　クリア
　レッド

05-08-0014
05-08-0015 各￥6,500（税抜）

05-08-0016

■弊社製シートカウル/キャリアレス装着用テールランプキット

テールランプキット　適合フレームNO.Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

8ホール

品番

06-06-0009
06-06-0010
06-06-0011
06-06-0012
06-06-0017
06-06-0018
06-06-0019
06-06-0020

タイプ

プレーン

8ホール

カラー

シルバー

ブラック

ブルー

レッド

シルバー

ブラック

ブルー

レッド

価格（税抜）

￥5,200

プレーンプレーン

■リアクッションマウントナットM10（4個1セット）
ツインリアショック車の取付けネジ径がM10 ピッチ1.25

■ツインショック用ドレスアップパーツ

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。

■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。

■8インチノーマルステップ用
　リアディスクブレーキキット
　06-08-0118 ￥94,000（税抜）

■10インチノーマルステップ用
　リアディスクブレーキキット
　06-08-0119 ￥108,000（税抜）

■ノーマル/8インチ/10インチホイール対応
　リアドラムダンパーハブキット
　06-08-0045 ￥19,500（税抜）

適合フレームNO.Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

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。

■大容量ダンパー付きリアホイールハブ採用キット

06-08-0119

06-08-0045

品番

06-08-0054
06-08-0055
06-08-0056
06-08-0057
06-08-0058
06-08-0059

材質/カラー

アルミ製/シルバー

アルミ製/ブラック

アルミ製/ブルー

アルミ製/ゴールド

アルミ製/レッド

ステンレス製

価格（税抜）

￥1,700

品番

06-13-0016
06-13-0017
06-13-0018
06-13-0019
06-13-0020

カラー

シルバー

ブラック

ブルー

ゴールド

レッド

価格（税抜）

￥2,000

品番

06-08-0033
06-08-0034
06-08-0035
06-08-0036
06-08-0037
06-08-0038
06-08-0039
06-08-0040
06-08-0041
06-08-0149
06-08-0043
06-08-0044

タイプ

2P

3P

カラー

シルバー

ブラック

ブルー

ゴールド

ガンメタル

レッド

シルバー

ブラック

ブルー

ゴールド

ガンメタル

レッド

価格（税抜）

￥1,700

■ブレーキアームジョイント

対象：ノーマルブレーキアーム
　　：弊社製ブレーキアーム

■アルミ削り出しブレーキアジャストナット

■リアブレーキペダルピボットキャップ（アルミ製）

対象：ノーマルブレーキアーム
　　：弊社製ブレーキアーム

■ノーマルドラムブレーキ用ドレスアップパーツ

2P

3P

表面処理

クロムメッキ

バフ研磨

バレル研磨

ブルーアルマイト

ブラックアルマイト

品番

06-08-3018
06-08-3019
06-08-3020
06-08-3021
06-08-3022

価格（税抜）

￥4,200

￥3,600

￥4,200
適合フレームNO.
Z50J-1627459～2699999
AB27-1000001～1899999

■ノーマルドラムブレーキ用
　ハイパフォーマンスZレバー

クロムメッキ

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
キャリアを外し、リア周りをスタイリッシュにまとめます。
弊社製テールランプキット同時装着も可能です。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■キャリアレスキット 09-11-010 ￥5,200（税抜）

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
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■DタイプLCDスピード＆タコメーター
　05-05-0039 ￥16,500（税抜）

LEDバルブ
ホワイト
ブルー
オレンジ
グリーン
レッド

品番
05-08-0270
05-08-0271
05-08-0272
05-08-0273
05-08-0274

■05-05-0022用12V LEDバルブ ￥330（税抜）

ホワイト ブルー オレンジ グリーン レッド

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。
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■Dタイプホワイト＆ブラック
　スピードメーター（指針式）（出荷時は白熱電球）

　05-05-0022 ￥5,400（税抜）

ノーマルウインカー、テールランプがそのまま取付け可能！！
ノーマルテールライトブラケットをそのまま使用します。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■モンキー用グラブバー（弊社製各種シート対応）

　09-11-0010 ￥12,000（税抜）

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
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■アルミ製Zキャリア　各￥9,600（税抜）

　ショート（シルバー）
　ショート（ブラック）
　スタンダード（シルバー）
　スタンダード（ブラック）

09-11-0140
09-11-0159
09-11-0141
09-11-0142

43mmショート43mmショート

適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■モンキー ノーマル折りたたみハンドル用
　M2ステー付きキット
　05-05-0815 ￥45,700（税抜）

■弊社製フロントフォークキット用
　M1ステー付きキット
　05-05-0814 ￥40,500（税抜）

■多機能を一つのメーターにまとめたスーパーマルチDNメーター
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、注意事項はWEBカタログをご覧下さい。

ノーマルテールベースに取付けるだけの簡単装着!!
適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■LEDブレイズテールランプ
　クリア
　スモーク

05-08-0203
05-08-0204

各￥6,800（税抜）

クリア

■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。
※モンキー（キャブ車）専用。  ※ゴリラ・モンキー（FI）には取付け出来ません。
対象車両：モンキー　適合フレームNO.（下記）
（Z50J-1600008～2499999/AB27-1000001～1899999）

■タックロールシート 09-11-0166 ￥13,800（税抜）

（Z50J-1300017～1510400/AB27-1400001～1899999）は、本製品を取付け
る場合、干渉することがあります。スペーサー等で調整するか、弊社製アルミZ
キャリア、グラブバー、キャリアレスキットのいずれかをご購入下さい。

適合フレームNO. Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999

■アルミ削り出しメインスイッチカバー
　シルバー
　ブラック
　ブルー
　レッド

05-09-0022
05-09-0023
05-09-0024
05-09-0025

各￥980（税抜）

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。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■モンキー ノーマル折りたたみハンドル用
　アルミ削り出しハンドルノブ
　Zスタイル
　CZスタイル

06-02-0013
06-02-0012

ZスタイルZスタイル

CZスタイルCZスタイル

各￥5,200（税抜）

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
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■Zスタイルチェーンガード
　シルバー
　ブラック

09-09-0039
09-09-0040

各￥4,400（税抜）

品番

05-08-0420

05-08-0421

05-08-0422

レンズ

クリア

スモーク

オレンジ

価格（税抜）

￥9,800

適合フレームNO.Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999
※6V車には使用出来ません。

■ミニブレイズウインカーキット（ステンレスボディー）

05-08-0420（点灯時）05-08-0420（点灯時）

クリアクリア
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。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

■クロームメッキホーン（DC12V）
　05-09-0020 ￥1,300（税抜）

M5ナット固定の為、取付け角度変更や自作ステーへに対応。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

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
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■8インチ専用4cmロングスイングアーム
　（ノーマルチェーンケース取付けステー付き）
　06-03-0102 ￥32,200（税抜）

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。
適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999

■アルミ削り出しリアショックアブソーバー
　06-04-0038 ￥41,200（税抜）

品番

06-03-0118
06-03-0119
06-03-0117
06-03-0116
06-03-0114
06-03-0115

アーム長

4cmロング

4cmロング

8cmロング

12cmロング

16cmロング

16cmロング

スタビライザー

無し

スタビライザー付き

無し

無し

無し

スタビライザー付き

価格（税抜）

￥43,000
￥53,800

￥43,000

￥53,800

■適合フレームNO. Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999
06-03-0119 06-03-0117

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

■アルミスイングアーム


