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■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。下記マフラーは近接排気騒音 50：84dB（A）以下/110：90（A）以下になります。
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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。
スチール製のサイレンサーとエキゾーストパイプに
ブラック塗装が施されています。エキゾーストパイプ後方部とサイレンサーには、
ドレスアップ効果に優れたオリジナルプロテク
ターを装備。 クロスカブ110はプロテクターがあることで、
タンデム走行が可能
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排気効率と出力性能に優れたマフラー。Φ90アルミサイレンサーにはシルバーアルマイトを施し、エキゾーストパイプは耐腐食性
に優れたステンレス製を採用。 クロスカブ110はタンデムステップ用ガードが付属している為、
タンデム走行が可能
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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）
※各製品に明記の対象車両、注意事項等を必ずご確認下さい。
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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ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力
性能が向上します。
ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。
※FIコン2（インジェクションコントローラー）の同時装着が必要になります。
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数 : 9500rpm
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※スポーツカムシャフトと弊社製マフラーを同時装着した場合、FIコン2（インジェクション
コントローラー）の同時装着が必要になります。
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数 : 10500rpm
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インジェクション車にボアアップ等のエンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。弊社のインジェクションコントロー
ラー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。設定変更の際、パソコンなどは一切必要なく、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来ます。
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。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に
本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能を備えています。
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。
■ノーマルカムシャフト使用時のレブリミット回転数 : 9000rpm
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数 : 9500rpm
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本製品はノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用し、
シリンダー、ピストンを交換するだけで、81ccにすることが出来ます。
ノーマルエンジン50ccから81ccに変更し、弊社製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)を装着すること
で出力性能を向上させ、
トルクフルな走りを実現します。又、弊社製マフラーを同時装着することで、更に出力性能が向上します。
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テスト車両：クロスカブ50（AA06）
■ハイパーSステージボアアップキット81cc＋ボンバーマフラー
■ハイパーSステージボアアップキット81cc＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力
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SW番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

エンジン仕様
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc
Sステージ81cc

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

カムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

マフラー
ボンバー
サイレントオーバル/スポーツ
P-SHOOTER
ノーマル
ボンバー
サイレントオーバル/スポーツ
P-SHOOTER
ノーマル
ボンバー
サイレントオーバル/スポーツ
P-SHOOTER
ノーマル
ボンバー
サイレントオーバル/スポーツ
P-SHOOTER

r PS）
SAE Powe（

SAE Powe（
r PS）
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RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力
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SW番号
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

エンジン仕様
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
ノーマルエンジン
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc
Sステージ125cc

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

カムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
ノーマルカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト
スポーツカムシャフト

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

マフラー
ノーマル
ボンバー
サイレント/コーンオーバル
P-SHOOTER/スポーツ
ノーマル
ボンバー
サイレント/コーンオーバル
P-SHOOTER/スポーツ
ノーマル
ボンバー
サイレント/コーンオーバル
P-SHOOTER/スポーツ
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トレッキングスタイルの必須アイテム。
インパクトのあるリア周りに変更可能。
※純正ボディー色とは若干異なります。
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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ア
ルミ削り出しのステップです。
表面はアルマイト仕上げ。
ステップエンドには弊社ロゴ入り。
対象：クロスカブ50（AA06） ※クロスカブ110には取付け出来ません。
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スマートフォンをサイドからしっかり固定するホールドアームと4スミにスマートフォン
の角をラバーで固定する脱落防止ラバーを装備。ホルダー本体をフレームや弊社製
ハンドルガードなどにしっかり固定するパワークランプを採用。ツーリングや悪路の
走行に対応するロングタイプの強化脱落防止ラバーとシリコンチューブが付属。

実用性とデザイン性を高めたパイプ径と
曲げ形状を採用。
ショットブラストアルマイト仕上げ
※推奨積載重量：1.0kg
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ἾἕἛ

荷物止めとなる折り返しとネットやバンド
を引っかける突起を採用し、実用性を高め
ています。
車両のイメージを崩さない純正スタイル。
※推奨積載重量：1.0kg
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ỶỺἿὊ

冷却効果とデザイン性に優れ、
ドレスアッ
プ効果を高めます。
クロムメッキ
アルミ製パンチングガード
（ブラックアルマイト）
■ノーマルマフラー・弊社製マフラーの
同時装着が可能

̖ίᆋ৷ὸ

テスト車両：クロスカブ110（JA45）
■ハイパーSステージボアアップキット125cc（FIコン2付属）
＋ボンバーマフラー
■Sステージボアアップキット125cc＋ノーマルカムシャフト
FIコン2（インジェクションコントローラー）＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカムシャフト＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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ἁἿἲἳἕỿ

モバイルホルダー等が装着出来、
スマー
トフォンの固定が可能です。
※純正ボディー色とは若干異なります。

ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵐᵔ ‑ᵑᵐᵊᵓᵎᵎ
ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵏᵐᵓ ‑ᵐᵓᵊᵎᵎᵎ

ノーマルエンジンとは異なるトルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。
ハイパーSステージキットは、Sステージボアアップキット125cc（カムシャフト付属）
に排気量アップに伴う燃調の狂いを解消し、性能を最大限に引出すFIコン2（イン
ジェクションコントローラー）が付属しています。FIコン2はレブリミッターカット機
能を備えています。
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数：10500rpm

ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵎᵒ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵎᵓ
Ӳ‑ᵗᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

‑ᵑᵒᵊᵖᵎᵎ

トレッキングスタイルの必須アイテム。
アルミアンダーガード付属。
ノーマルマフラー・弊社製各種マフラー
の同時装着が可能です。
※純正ボディー色とは若干異なります。

̖ίᆋ৷ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵏᵐᵓᶁᶁ

ノーマルエンジンとは異なるトルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。
ハイパーSステージキットは、Sステージボアアップキット81cc（カムシャフト付属）
に排気量アップに伴う燃調の狂いを解消し、性能を最大限に引出すFIコン2（イン
ジェクションコントローラー）
、
スプロケットガードプレート、
ドライブスプロケット
15Tが付属しています。FIコン2はレブリミッターカット機能を備えています。
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数：9500rpm

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

シュラフや雨具等を積載出来ます。
バインダー付きで地図の固定が可能です。
■弊社製ヘッドライトガード同時装着可能
※推奨積載重量：1.0kg

トレッキングスタイルの必須アイテム。
インパクトのあるフロント周りに変更可能
※純正ボディー色とは若干異なります。

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

Sステージボアアップキットはノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用し、
シリンダー、ピストンを交換するだけで、125ccにするこ
とが出来ます。
ノーマルエンジン110ccから125ccに変更し、弊社製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)を装
着することで出力性能を向上させ、
トルクフルな走りを実現します。又、弊社製マフラーを同時装着することで、更に出力性能が可能
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ṲỴὅἒὊἧἾὊἲỿἕἚ

ỶỺἿὊ
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ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ
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ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵔᵗ

‑ᵏᵓᵊᵐᵎᵎ

※左記“FIコン2（インジェクションコントローラー）取付けに関しての注意事項”を必ず、
ご確認下さい。

※Sステージボアアップキットを装着した場合、FIコン2（インジェクションコントローラー）の同時
装着が必要になります。 ※燃料は必ず、ハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。

ἁἿἋỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ
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ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ
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ṲἪἕἛἻỶἚỾὊἛ

̖ίᆋ৷ὸ

※Sステージボアアップキットを装着した場合、FIコン2（インジェクションコントローラー）の同時
装着が必要になります。 ※燃料は必ず、ハイオクタン価ガソリンを使用して下さい。

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎ

ἨἻἕἁرᘺ

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。又、内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に
本体のロータリースイッチで微調整出来る増減機能を備えています。
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。
■ノーマルカムシャフト使用時のレブリミット回転数はノーマルと同じです。
■弊社製カムシャフト使用時のレブリミット回転数 : 10500rpm

ボア径:53.5mm 圧縮比10.8:1
■スポーツカムシャフト無しキットは、
スポーツカムシャフトのみを装着されていて、
Sステージ125ccにバージョンアップする方が対象になります。

ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵖᵏᶁᶁ

̖ίᆋ৷ὸ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵔᵖ

ἁἿἋỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵔᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ
ἁἿἋỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

‑ᵏᵓᵊᵎᵎᵎ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵏ

トレッキングスタイルをイメージしたアップタイプのマフラーです。
ノーマルマフラーから本製品に交換することで、排気効率が向
上します。サイレンサー、エキゾーストパイプは共にスチール製で、表面にブラック塗装を施しています。
又、エキゾーストパイプ後方部とサイレンサーにはドレスアップ効果に優れたオリジナルプロテクターを採用。
クロスカブ110はタンデムステップ用ガードが付属している為、
タンデム走行が可能

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

̖ίᆋ৷ὸ

ボア径:48.5mm(ノーマル37.8mm) 圧縮比11.3:1
■スポーツカムシャフト無しキットは、
スポーツカムシャフトのみを装着されていて、
Sステージ81ccにバージョンアップする方が対象になります。

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵒ
ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵓ

インジェクション車にボアアップ等のエンジンパーツを組み付けると燃調が狂ってしまいます。弊社のインジェクションコントロー
ラー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。設定変更の際、パソコンなどは一切必要なく、本体のロータリースイッチの切替えにより、簡単に設定変更が出来ます。

‑ᵏᵓᵊᵐᵎᵎ

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。エンジン不調や故障の原因となる恐れが
あります。社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。
バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因
となります。ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。

Լဪ

ᵎᵏᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵖᵎ
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ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

往年の英国車にあった造形美を再現した曲面の美しいP-SHOOTERマフラーです。
オールステンレス製を採用。表面にはポリッシュ加工を施しています。 クロスカブ110はタンデム走行が可能。
ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵎ

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。
ノーマルエンジンに装着
する事で高回転域の出力が向上します。
ノーマルピストン、
ノーマルマフラーの状態で、
スポーツカムシャフトのみ装着した場合、
インジェクションコントローラーは必要ありません。

̖ίᆋ৷ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾᵤᵧἅὅᵐίỶὅἊỹἁἉἹὅἅὅἚἿὊἻὊὸ

Լဪ

ἁἿἋỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵔᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ
ἁἿἋỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἋἯὊỽἲἉἵἧἚ

̖ίᆋ৷ὸ

‑ᵑᵔᵊᵖᵎᵎ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵏ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

ṲᵬᵣᵵᴾỴἕἩἰἧἻὊίࡅᛐᚰὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ ἁἿἋỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ

Լဪ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵔ
ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵕ

ṲᵮᵋᵱᵦᵭᵭᵲᵣᵰἰἧἻὊίࡅᛐᚰὸ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵓ

ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵓ
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ᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵐᵖᵕ

ݣᝋɲᵍἧἾὊἲᵬᵭᵌ

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。
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。

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを
採用。エキゾーストパイプ、サイレンサーには耐腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサーの表面はバフ研磨を施してい
ます。 クロスカブ110はタンデムステップ用ガードが付属している為、
タンデム走行が可能
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ṲἥἾἕἚἋἘἕἩἢὊỿἕἚ

アルミ材を大胆に削り込み、装着時の存在感を高めています。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ます。表面はアルマイト仕上げ。
ステップエンドには弊社ロゴ入り。
対象：クロスカブ50（AA06） ※クロスカブ110には取付け出来ません。
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ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

荷物の固定を強化するサポートゴムを採用し、荷物をしっかりと縛ることが出来ます。サポートゴムを3本備え、1本1本にストッパー
を3個付ける事により、縛る機能とフックに引っ掛けやすくする機能を備えました。弊社ロゴ入りのタグ付き。
通常状態で約250mm×300mmで1マス最大約Φ80程度に広がります。(新品時) ※ネットの推奨積載重量：3.0kg
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クッション性が心地良く、
レバー操作による疲労を軽減するブレーキレバー用スポンジ
グリップ。指にフィットするガイド付き。 材質EVA・長さ：約100mm・穴径：約10mm
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ツインショック固定部分に取付けるドレスアップナット。
ナットはアルミ材を削り出し、表
面にカラーアルマイトが施されています。ナットの形状はプレーンタイプと8ホールタイプ
の2種類。対象：ツインショック車、
リアショックの取付けネジ径がM10 ピッチ1.25の車両
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ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵖᵔ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵗᵏ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵐ

ᵖἭὊἽᵍἉἽἢὊᴾ
ᵖἭὊἽᵍἨἻἕἁᴾᴾ
ᵖἭὊἽᵍἨἽὊᴾᴾ
ᵖἭὊἽᵍἾἕἛᴾ

ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵕ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵖ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵐᵎ

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ノーマルブレーキアームより長さを延長することで、軽いタッチでブレーキングが出来
ます。又、大幅な軽量化が可能です。
アルミ鍛造製バフ研磨仕上げ。

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ṲᵢᵌᵧᵌᵢᅈᙌᵏᵕỶὅἓỴἽἱὁỶἛἭỶὊἽἼἲᴾଐஜᙌ

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 ■クロスカブ110用 ■フロント/リアセット
※フロントとリアでスポーク穴サイズが異なります

D.I.D社製
フロント：1.60×17 リア：1.85×17
■推奨タイヤサイズ：
フロント/リア共に17-2.75

ἨἻἕἁ

フロント/リアブレーキ回りのドレスアップパーツです。
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。
対象ブレーキアーム：ノーマルブレーキアーム/弊社製ブレーキアーム
（フロント/リア）

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ṲἁἻἕἓࢍ҄ἩἾὊἚ

ᵐᵮ

ᵑᵮ

ノーマルクラッチに装着することで、
クラッチスプリングを強化します。
※取付けの際にはR.クランクケースカバーガスケットが別途必要です。
■クロスカブ110用

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵒᵎᵏᴾ‑ᵐᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἛἻỶἨἋἩἿἃἕἚᵆἋἓὊἽᙌᵇ

ἁἿἋỽἨ
ݣᝋɲẆἓỹὊὅἇỶἌỆắදॖɦẰẟᴿᴿ ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ἓỹὊὅἇỶἌᵍᵲૠ
ᵒᵐᵎᴾᵍᴾᵏᵐᵲ
ᵒᵐᵎᴾᵍᴾᵏᵑᵲ
ᵏᵒᵲ
ᵒᵐᵎᴾᵍᴾᵏᵒᵲ
ἁἿἋỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸဇ
ίἓỹὊὅἇỶἌᾉᵒᵐᵎὸ
ᵒᵐᵎᴾᵍᴾᵏᵓᵲ
ᵒᵐᵎᴾᵍᴾᵏᵔᵲ
ἁἿἋỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸဇ
ᵒᵐᵖᴾᵍᴾᵏᵓᵲ

■熱処理を行い、耐久性を高めています。※チェーンサイズに注意!!
※15Ｔ以上はスプロケットガードプレート
（下記）の同時装着が必要

ίἓỹὊὅἇỶἌᾉᵒᵐᵖὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

Լဪ
ẅẅẅᴾ̖
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵏ
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵐ Ӳ‑ᵗᵖᵎίᆋ৷ὸ
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵑ
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵒᵏ
Ӳ‑ᵏᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵓᵏ
ᵎᵐᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵎᵓ ‑ᵏᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἋἩἿἃἕἚỾὊἛἩἾὊἚ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ドライブチェーンによる周辺部品の破損を防ぐ為、
ガードプレートがフロントスプロケ
ットカバー部に存在します。弊社製15T/16Tドライブスプロケットを装着する場合、純
正ガードプレートに干渉し取付け出来ない為、本製品が必要になります。

ṲἋἘỴἼὅἂἡὅἛἽἣỶἩ

ἁἿἋỽἨ
ݣᝋɲẆἓỹὊὅἇỶἌỆắදॖɦẰẟᴿᴿ ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

■熱処理を行い、耐久性を高めています。※チェーンサイズに注意!!

ᵑᵎᵲ

ἁἿἋỽἨᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸဇ
ίἓỹὊὅἇỶἌᾉᵒᵐᵎὸ

ἁἿἋỽἨᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸဇ
ίἓỹὊὅἇỶἌᾉᵒᵐᵖὸ

ἓỹὊὅἇỶἌᵍᵲૠ

Լဪ

ᵒᵐᵖᴾᵍᴾᵑᵑᵲ

ᵎᵐᵋᵎᵕᵋᵎᵎᵐᵒ ‑ᵑᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵐἦὊἋἡὅἛἽἢὊỺὅἛίἠὊἰἽἡὅἛἽဇὸẅӲ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ボルト用のブラインドキャップ付き ■ノーマルハンドルパイプ専用

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ỽἻὊίỺὅἛᵍỽἢὊὸ
Լဪ
ἉἽἢὊ ᵍἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵖᵔ
ἉἽἢὊᴾ ᵍἨἻἕἁᴾ ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵖᵕ
ἨἻἕἁ ᵍἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵖᵖ
ἨἻἕἁ ᵍἨἻἕἁ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵖᵗ
ἨἻἕἁ ᵍἾἕἛ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵎ
ἨἻἕἁ ᵍἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵏ
ἾἕἛ
ᵍἨἻἕἁ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵐ
ἾἕἛ
ᵍἾἕἛ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵑ
ἆὊἽἛ ᵍἨἻἕἁ
ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵒ
ἆὊἽἛ ᵍἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵑᵗᵓ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲἇỶἛỽἢὊἠἨίᵐ̾ᵏἍἕἚὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

純正サイドカバー取付けボルトと交換することで、簡単にドレスアップ出来ます。
アルミ材を精巧に削り出し、表面にアルマイトを
施しています。形状は、初代モデルC100をイメージにした“TYPE-1”とオリジナル形状を採用した“TYPE-2”の2種類 弊社ロゴ入り

ἠὊἰἽ
ỸỶὅỽὊἢἽἨ

ࡴᅈᙌ
ᵪᵣᵢỸỶὅỽὊἢἽἨ

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵖᴾ‑ᵏᵏᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲἋἴὊἁἘὊἽἾὅἌỿἕἚ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ノーマルテールレンズとバルブを交換する事で、テールランプ周りを美しく演出します。
付属バルブ：T20ウェッジ 12V21/5W赤塗装バルブ（ナンバー照明部は無塗装）
※LEDテールバルブとの同時装着は出来ません。

ᵲᵷᵮᵣᵋᵏᵍἉἽἢὊ

ᵲᵷᵮᵣᵋᵐᵍἨἻἕἁ

ᵲᵷᵮᵣᵏᵍἉἽἢὊ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵕᵔ
Ӳ‑ᵒᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵲᵷᵮᵣᵏᵍἨἻἕἁ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵕᵕ

ᵲᵷᵮᵣᵐᵍἉἽἢὊ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵕᵖ
Ӳ‑ᵒᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵲᵷᵮᵣᵐᵍἨἻἕἁ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵕᵗ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲỴἽἱἛἾὅἮἽἚίỼἊἲᄬჽ˄Ẩὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

エンジンオイルに混ざった鉄粉をドレンボルトに設けたマグネットが強力な磁力で吸着します。
これにより、オイル内にある鉄粉
が減少し、エンジンオイル本来の安定した潤滑性能を発揮することが可能。マグネットを外すと簡単にお手入れ出来ます。

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵕᵕᴾ‑ᵏᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲᵪᵣᵢἘὊἽἢἽἨᴾᵏᵐᵴίỸỺἕἊᵲᵐᵎὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ノーマルテールバルブと交換するだけで、LEDテール化することが出来るLEDバルブで
す。又、一般的なバルブよりも消費電力が下がるので、電装系への負担も軽減する事が
出来ます。側面にはナンバー照明用ホワイトLEDを内蔵。
※クリアテールレンズとの同時装着は出来ません。

ᵑᵮᴾᵍᴾἉἽἢὊ
ᵑᵮᴾᵍᴾἨἻἕἁ
ᵑᵮᴾᵍᴾἨἽὊ
ᵑᵮᴾᵍᴾἆὊἽἛ
ᵑᵮᴾᵍᴾỾὅἳἑἽ
ᵑᵮᴾᵍᴾἾἕἛ

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵑᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵎ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵒᵗ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵒᵒ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵔᴾ‑ᵑᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲỼỶἽἧỵἽἑὊỽἢὊ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲᵬᵣᵵᴾᶹᵒᵖἋἴὊἽᵢᵬἑἅἳὊἑὊỿἕἚ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

本製品は純正ハンドルに対応するクランプステー、車両専用サブハーネスが付属している為、純正部品の加工や配線加工の必要
が無く、取付け出来ます。配線はメインハーネスにあるサービスカプラーに専用サブハーネスを使用し、
カプラーオンで接続します。

アルミ削り出しパーツがエンジン周りを美しく演出します。
シルバーアルマイト仕上げ 構成：カバー・Ｏリング・スクリュー×2個

ἭὁỶἚᵪᵣᵢˁಮẅᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵒᵒᴾ‑ᵏᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἩἾὊὅἑỶἩ

メーター本体は耐震性、正確性に優れ、回転数機能にレブインジケーター、最高回転数記録を兼備えています。
ブラックパネルにホワイトLED照明は夜間の認識性も抜群です。
ステンレスボディーを採用。
ラバーマウントタイプステー付属

ἑἅἳὊἑὊ
ί㛈ᵏᵓᵎᵎᵎᶐᶎᶋὸ
ἧỵὅἑỶἩ
ἩἾὊὅἑỶἩ
ἧỵὅἑỶἩ

ἩἾὊὅἑỶἩ

ἧỵὅἑỶἩ

ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵕᴾ‑ᵑᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ
ᵎᵐᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵎᵖᴾ‑ᵒᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴἨἾὊỿἦἮἕἚỿἵἕἩίἩἾὊὅᵍᵖἭὊἽὸᴾӲ‑ᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
リアブレーキピボット部のスチールパイプ穴に装着するアクセサリーキャップです。
キャップはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトを施しております。
弊社製ロゴマーキング入り。

ἩἾὊὅ

ᵖἭὊἽ

ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ᵖἭὊἽᵍἉἽἢὊᴾ
ᵖἭὊἽᵍἨἻἕἁᴾᴾ
ᵖἭὊἽᵍἨἽὊᴾᴾ
ᵖἭὊἽᵍἾἕἛᴾ

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵕ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵖ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵗ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵕᵎ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲἛἻỶἨἓỹὊὅỴἊἵἋἚἜἕἚẅӲ‑ᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ドライブチェーンの遊び調整とドレスアップ効果を高めるアジャストナットです。
ボリュームのあるデザインが指先での回しやすさを可能とし、調整時に工具を必要とし
ないことから整備性にも優れます。
アルミ材を削り出し、
アルマイトを施しております。
対象：クロスカブ50（AA06） ※クロスカブ110には取付け出来ません。

ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

ἩἾὊὅᵍἨἻἕἁᴾᴾ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵒ
ἩἾὊὅᵍἨἽὊᴾᴾ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵓ
ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵔᵔ
ἩἾὊὅᵍἾἕἛᴾ

ἉἽἢὊ
ἨἽὊ
ἆὊἽἛ
ἾἕἛ

Ṳਦ᠃ׅܭᜩԓ
Ṳ᠃ׅʖͳᜩԓ໊
ਦ᠃ׅܭૠỉ㘿ᵓᵎᵎᶐᶎᶋ
Ệໜ໊ẲộẴẇ

ṲἾἨỶὅἊἃὊἑὊ
※社外品のH.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着
しないで下さい。バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路の悪影響
を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。

ỼἾὅἊᵪᵣᵢˁಮẅᵎᵓᵋᵎᵓᵋᵎᵎᵒᵕᴾ‑ᵏᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
回転数機能に温度計、時計、エンジンワークタイマー、
自動測定機能を兼ね備えた多機能メーターです。
温度計はセンサーをカウル内に収めることで、外気温度を計測出来ます。

ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵐ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵑ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵒ

ἑἅἳὊἑὊ
ί㛈ᵏᵔᵎᵎᵎᶐᶎᶋὸ

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵐᵎᵎᵗᴾ‑ᵒᵊᵗᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲࡴᅈᙌἋἘỴἼὅἂἡὅἛἽἣỶἩᘺბဇӲᆔἢὊỺὅἛɟᚁ
ṲᵐἦὊἋἡὅἛἽἢὊỺὅἛίࡴᅈᙌἋἘỴἼὅἂἡὅἛἽἣỶἩᘺბဇὸẅӲ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ボルト用のブラインドキャップ付き ■弊社製ステアリングハンドルパイプ装着車用
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快適なライディングポジションへ変更し、
疲労感を軽減出来ます。
スチール製。
外径：Φ22.2 内径：約Φ19
※ノーマルバーエンドは取付け出来ませ
ん。弊社製バーエンドをご使用下さい。
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ノーマル
フロント：1.40×17 リア：1.60×17
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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。
弊社製ブレーキアジャストナット、弊社製ブレーキアームとの同時装着が可能です。

■ホイールリムサイズ
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ウインカーバルブを簡単にLED化出来、消費電力を大幅に削減するハイパー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。

ネジサイズ（M30×P1.5）
Oリング付属
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ḤɲᵏӨЎỊᵐἍἕἚ࣏ᙲỂẴẇ

ウインカーバルブを包み込む様、立体的に構成されたリフ
レクターを採用。
点灯時、無点灯時どちらでも、
ドレスアップ効果抜群!!
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補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。更にON/OFFスライドスイッチが付属
している為、見通しが悪い場所や夜間時などの必要に応じてご使用頂けます。車両のカウル加工や配線加工の必要が無く、キット
の構成部品により、
フォグランプを簡単に取付け出来ます。
フォグランプ側のギボシ取付け加工有り。
付属の電源用サブコードには、
フォグランプをもう一つ装着（フォグランプ2個）する場合やグリップヒーターを装着する場合に使
用出来る追加ギボシを装備。更に弊社製汎用タコメーターの電源用として使用出来る専用カプラーも装備しております。
※本製品はクロスカブ50/110 弊社製アンダーフレーム装着車が対象となります。
ノーマル車両には取付け出来ません
■クロスカブ50/110 弊社製アンダーフレーム装着車用（対応パイプ径：Φ25.4）
ステーキット 05-08-0472 ￥3,800（税抜）
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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。
特殊製法メッシュによる振動の軽減とクッション性が向上します。 ノーマルシート用
シートカバー寸法：600mm×530mm（座面350mm×300mm）
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■取付け穴径：上 Φ12 / 下Φ10
■取付けピッチ：370mm
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■取付け位置をオフセットした専用設計 ■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現 ■スプリングプリロード：5段階調整
■オイルダンパー式 ■本体：スチール製 ■シリンダー（クロムメッキ）
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本製品は全回転域の放電電圧を向上させ、最適な燃焼状態になります。
ノーマルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。
※スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。
スパークプラグは状態の良い物を使用して下さい。

ノーマルシートに被せることで、
クッション性が向上し、快適なライディングをサポートします。
※対象車両により、
シート形状、
ラインナップ、品番が異なります。

ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵖᵏ

※各製品に明記の対象車両、注意事項等を必ずご確認下さい。 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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アルミ削り出しカラーアルマイト。■弊社製ステアリングハンドルパイプ装着車用
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■アルミ削り出し ■Oリング付属

ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵐ

ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἾἕἛ

ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵏ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵐ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵑ
ἁἿἋỽἨ
ᵓᵎίᵟᵟᵎᵔὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲỼỶἽἾἫἽἄὊἊᴾẅӲ‑ᵑᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲỺὅἊὅὁὊἁἑỶἰὊ
ẅίỺὅἊὅᆙѣ᧓ửᐯѣỂьምẴỦἑỶἰὊὸ
Ṳภࡇᚘί῍ᵏᵐᵎḥὸẅẅṲᚘίᵐᵒ᧓ᘙᅆὸ
ἁἿἋỽἨ
ᵏᵏᵎίᵨᵟᵒᵓὸ

■アルミ削り出し ■Oリング付属
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ṲᐯѣยܭೞᏡίஇ᭗ภࡇᵍᴾஇ᭗᠃ׅૠὸ
※社外品のH.I.D.キット、他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着
しないで下さい。バラスト/インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路の悪影響
を与える高電圧ノイズが出る物があり、製品故障や動作不良の原因となります。
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ノーマルとは異なるシャープなデザインを採用。チェーンガードとしての役割を重視しながら、
スタイリッシュにまとめます。
アルミ表面にはアルマイトを施しています。
ステンレス製ボルトを採用
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シリンダーヘッドを固定するワンポイントドレスアップパーツです。
ノーマルとは全く異なるローハイト形状を採用することでスタイリッシュにまとまります。

アルミ削り出しカラーアルマイト。■弊社製ステアリングハンドルパイプ装着車用
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