
■スポーツカムシャフトを購入後、eステージキットにより排気量をアップする場合は（カムシャフト無し）をご購入下さい。

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）※FI車は除く　C50-9000001～0095210
　　 C50-0200001～0999999/C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001～/AA01-3000001～3999999 ：ジョルカブ AF53-1000001～

ノーマルエンジンに装着するだけで高回転域の出力アップが可能になります。スタンダードとデコンプレッション機能付きの2種類
オートコンプレッション機能付きは、軽いキックの力でエンジン始動が可能です。

01-08-0333

18vol3_new_cross_01
このチラシの価格、品番等は、2019年4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。

■PARTS CATALOG Vol.28 2018-2019 ￥2,800（税抜）
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）

■対象車種アイコン一覧　※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。
スーパーカブ50（C.D.I.点火車両）　※FI車は除く
（C50-9000001～0095210/C50-0200001～0999999　C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999）
リトルカブ　※FI車は除く　（C50-4300001～/AA01-3000001～3999999）　ジョルカブ AF53-1000001～

カブ100EX（HA05-0000037～0002036　HA05-1000002～/HA06-0000001～）
スーパーカブ90（HA02-1800001～）

スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）
リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～） スーパーカブ110（JA10-1000001～）スーパーカブ110（JA07-1000001～）

■スポーツカムシャフトを購入後、排気量をアップする場合はボアアップキット（カムシャフト無し）をご購入下さい。
　各車両用のボアアップキット（カムシャフト無し）につきましては、弊社WEBカタログをご覧下さい。

ノーマルエンジンに装着するだけで高回転域の出力アップが可能になります。
ノーマルマフラーの状態で01-08-0062/01-08-0008のみ取付けた場合、インジェクショ
ンコントローラーの装着は必要ありません。01-08-0008はノーマル同様、デコンプレッ
ション付き。　※01-08-0059はノーマルマフラーであってもFIコン（インジェクションコント
ローラー）の装着が必要。

01-08-0062

PC接続などは必要が無く、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る弊社独自開発のインジェクション
コントローラーです。弊社製エンジンパーツを組み付けた場合などにおこる燃調の狂いを補正することが出来ます。

※弊社製エンジンパーツ装着車用。他社エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
※社外品LEDヘッドライト、H.I.D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。

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。
レブリミッターカット機能を備えています。内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に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です。

05-04-0008のレブリミット回転数：ノーマルカムシャフト使用時 ： 8500rpm
：弊社製カムシャフト使用時 ： 9500rpm

05-04-0007

05-04-0007のレブリミット回転数：弊社製カムシャフト使用時 ： 10500rpm
ノーマルカムシャフト使用時はレブリミッターカットは機能しません。

ノーマルヘッドを使用し、シリンダー、ピストンを変更することで排気量アップが可能。
シリンダーの仕様：01-05-5013は耐久性、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。01-05-0097はアルミ製鉄スリーブシリンダーを
採用。ハイパーSステージにはインジェクションコントローラーが付属。
01-05-5013には更にドライブスプロケット16T、エアフィルター、スパークプラグ
が付属。01-05-0097はドライブスプロケット14Tが付属。
※インジェクションコントローラーの仕様、注意事項は上記をご覧下さい。

01-05-5013

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）※FI車は除く　C50-9000001～0095210
　　 C50-0200001～0999999/C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブ　※FI車は除く　C50-4300001～/AA01-3000001～3999999

ハイパーSステージはSステージボアアップキットにPB16キャブレターキット、ドライブスプロケット、スパークプラブが付属した
お買い得セットです。　シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクトLCDサーモメーター
M5温度センサー付きキットをご購入頂くことで、シリンダー温度を計測することが出来ます。

■88cc付属カムシャフト：オートデコンプレッション機能無し
■106cc付属カムシャフト：オートデコンプレッション機能付き

01-05-5424

対象：スーパーカブ50（C.D.I.点火車）※FI車は除く　C50-9000001～0095210
　　 C50-0200001～0999999/C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブ ※FI車は除く C50-4300001～/AA01-3000001～3999999 ：ジョルカブ AF53-1000001～

■安心サポート付き　万が一部品を破損させてしまった場合も補修部品費用を弊社が半額サポート!! WEB SITE参照。
シリンダーとピストンを変更することで81ccに出来ます。弊社スポーツカムシャフト装着車の方はeステージライトをご購入下さい

01-05-5123

シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクトL
CDサーモメーターM5温度センサー付きキットをご購入頂くことで、シリンダー温度を
計測出来ます。

対象：カブ100EX（HA05-0000037～0002036　HA05-1000002～/HA06-0000001～）
　　：スーパーカブ90（HA02-1800001～）

シリンダーとピストンを変更することで排気量アップが可能。キットにはノーマルヘッ
ドの性能を最大限に引出すスポーツカムシャフト付属。シリンダーには弊社製M5温度
センサーが取付可能
※カブ100EXはクランクケースの一部を加工する必要があります。

01-05-0059

※FIコンにレブリミッターカット機能はありません。　※ノーマル車両に取り付けても、性能が向上する物ではありません。
※弊社製エンジンパーツ装着車用。他社エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。
※社外品LEDヘッドライト、H.I.D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。

ノーマルコンピューターから出力される信号を元にインジェクションコントローラー内部の16Bitマイクロコンピューターで、装着
車両のエンジン状況を判断しリアルタイムに計算処理することで、燃料噴射量を補正しています。
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。

03-05-0019

専用コネクターを付属している為、03-05-0019は車体ハーネスに無加工で、05-04-0003
は最小限の配線加工で取付け可能。弊社製エンジン仕様の組合わせに合う15種類の
データを内蔵。

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。

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出し、高出力化を実現します。高回転
域までストレス無く回るエンジン特性をお楽しみ頂けます。
※弊社製ボアアップキットや弊社製マフラーと同時使用する場合はインジェクション
コントローラーが別途必要になります。スーパーカブ110（JA10）ボアアップ車両は対
応するインジェクションコントローラーがありませんのでご使用出来ません。
■ノーマルエアクリーナーボックスがそのまま使用出来ます。

■熱処理を行い、耐久性を高めています。
15Ｔ/16Ｔは肉抜き加工を施しています。
※15Ｔ以上はスプロケットガードプレー
ト（下記）の同時装着が必要になります。

本製品はステーター内にボールベアリングを設けることで、クランクシャフトジャーナル
部を2点支持から3点支持に変更し、ボアアップエンジンの高回転域に起こるクランクシ
ャフトの振れを制限します。制限することで、振れが抑えられ、ノーマルクランクシャフト
の耐久性を高めることが出来ます。
※ご購入前に現在使用されているノーマルクランクシャフトの確認作業が必要になり
ます。クランクシャフトが標準値以上に振れが発生している場合は、振れ取りを行うか
クランクシャフトの交換が必要です。

10-01-0059

大量のオイルを循環出来、エンジンをより冷却することが出来ます。オリフィス加工用工具付きと無しの2種類があります。

対象：スーパーカブ50 C.D.I.点火 C50-8000026～0095210/C50-0200001～0999999
　　：スーパーカブ50 C.D.I.点火 C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999 ：スーパーカブ50（FI）AA01-1700001～
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～ ：ジョルカブ AF53-1000001～ ：スーパーカブ90 HA02-1000004～2899999　
　　：カブ100EX HA05-0000037～0002036/HA05-1000002～/HA06-0000001～

※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。
※社外品LEDヘッドライト、H.I.D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。

スタンダードヘッド形状に大口径バルブ、オリジナルポート形状、バルブ挟み角を採用。ヘッドの変更による吸排気効率向上に伴い
インジェクター、インジェクションコントローラーの開発も同時に行なわれノーマルスロットルボディーでもRステージ特有の出力
特性を可能としました。シリンダーにはオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリン
ダーです。ハイパーRステージはRステージ88ccキットにFIコンPLUS（インジェクションコントローラー）、ドライブスプロケット、
エアフィルター、スパークプラブが付属したお買い得セットです。
FIコンPLUSは、弊社製パーツに合わせてセッティング済の3次元燃料マップを内蔵し、スイッチで簡単に最適な燃料調整を行えま
す。基本マップからの燃料増減やリミッターの回転数設定もスイッチを回すだけで簡単に変更可能です。

スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）
リトルカブ（FI）（AA01-4000001～）

■FIコンPLUS専用 大容量フューエルインジェクター付属

走行時のエンジンリミッターを解除し、本来のエンジン性能を発揮します。配線加工の必要としないカプラーオン設計

07-02-0013

スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～/AA01-1800001～）
リトルカブ（FI）（AA01-4000001～）
※各4速ミッション車　※3速ミッション車取付け不可
リトルカブ（C50-4500001～）
リトルカブ（AA01-3000001～3999999）
ジョルカブ　※リトルカブ3速セル無し車、FI車取付け不可 

低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。※FI車取付け不可

05-03-0006

スーパーカブ50 C50-0200001～/AA01-1000001～ セル付き　
リトルカブ C50-4500001～/AA01-3000001～ セル付き
ジョルカブ セル付き
スーパーカブ50 C50-0200001～/AA01-1000001～ 
リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～

対象：スーパーカブ50 C50-8500034～/C50-0200001～0999999/C50-2100001～2299999
　　：スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～　：ジョルカブ AF53-1000001～　：Solo

遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に
伝えることが出来ます。eステージ/Sステージのライトボアアッ装着車にお薦めです。

本製品を取付ける場合、別途純正部品及び、弊社製部品の購入が必要になります。
又、装着されるキャブレターにより、購入部品が異なります。詳細はWEBカタログをご覧下さい。
対象：スーパーカブ50 C50-8000026～0095210/C50 -0200001～0999999
　　：スーパーカブ50 C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999 ■セル無し車両
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999 ■セル無し車両
※セル付き車には取付け出来ません。※スーパーカブ50（FI）/リトルカブ（FI）には取付け出来ません。

ノーマル遠心式クラッチからマニュアル式クラッチに変更出来ます。
フリクションディスク3枚仕様の為、強化クラッチになります。オイルレベルゲージ付き

対象：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～

対象シリンダーヘッド：ノーマルヘッド/弊社製Rステージヘッド
弊社製エアフィルター（03-01-1107）、ローハイトヘッドカバーボルト（01-18-0037）との
同時装着も可能です。

対象：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ110 JA07-1000001～ / JA10-1000001～

対象シリンダーヘッドカバー
：ノーマル/弊社製Zスタイルヘッドカバー

ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロット
ル化が可能。
09-02-0301はアルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
09-02-0303は樹脂製　弊社オリジナルグリップ付属

09-02-030309-02-0301

スーパーカブ50 C50-0200001～0573585/C50-0600001～/C50-0800001～/C50-2100001～
スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999 リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999

スーパーカブ110 JA07-1000001～

対象：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～

吸入効率が向上し、ノーマル、ボアアップ車のどちらに装着しても高回転域の出力アップが可能。
ノーマルレッグシールドは取付け可能!!

対象：スーパーカブ50 C50-0200001～0999999
　　：スーパーカブ50 C50-2100001～2299999 
　　：スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブC50-4300001～/AA01-3000001～3999999

前方吸入　ノーマルスロットル使用可能
03-05-0116はノーマルエアクリーナーボックス使用
03-05-0110はエアフィルター付属

03-05-011003-05-011003-05-0110

※ハイスロットルの
　使用は出来ません。

03-05-011603-05-011603-05-0116

対象：スーパーカブ110 JA07-1000001～ / JA10-1000001～

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 00-02-0378 ￥1,100（税抜）が別途必
　要になります。

弊社製マニュアルクラッチキットを装着した場合、このミッションキットのギアシフトアーム以外の部品を使用することで、
マニュアル5速リターン式になります。　※セル付き車は対象外

エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテン
シャルを引出すことが出来ません。クロスミッションを装着することで、ストレス無くパワーバンド
を有効に使用出来ます。シフトフォーク（センター）には特殊表面処理が施され、耐久性が向上し
ています。　■R.クランクケースカバーガスケット、クランクケースガスケットが付属。

02-04-0229

弊社製クロスミッションギアレシオ ■スーパーストリート5速
■Sツーリング5速

1速：2.357　2速：1.764　3速：1.400　4速：1.136　5速：1.000
1速：2.357　2速：1.611　3速：1.190　4速：0.958　5速：0.807

スーパーカブ50 C50-0200001～ ※C50-3000001～は除く
スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999
リトルカブ C50-4300001～4599999/AA01-3000001～3999999
スーパーカブ70 C70-1000001～ C70K1・C70M1は除く ※Bタイプスピンドル車

スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
リトルカブ（FI） AA01-4000001～

※17Rステージ装着に伴い、キャブレター、クラッチ、マフラーの変更が必要になります。
※弊社ではスーパーカブ90/100EX用のキャブレターキット、マフラーを販売しておりません。
　従って01-05-0520/01-05-0521はスーパーカブ90/100EXエンジン（単体）を対象としています。ご注意下さい。
※113ccの装着にはクランクケースの加工が必要になります。加工は弊社でも行っています。お問い合わせ下さい。

ノーマルヘッド形状をベースに大径バルブ IN：26ｍｍ/EX：22.5ｍｍを採用
大径バルブに併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を採用
ポート径はIN：24.5ｍｍ/EX：19ｍｍと大径化。又、3次元ポート形状を採用し、バル
ブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事が可能です。
バルブ：（IN 26ｍｍ/EX 22.5ｍｍ　バルブステムシャフト径4.5ｍｍ） 
バルブスプリングは最適なスプリングレートの不等ピッチ（2段ピッチ）シングルバルブ
スプリングを採用し、高回転時のサージングを抑えます。
17Rステージ+D用オートデコンプカムシャフト：軽いキック力でエンジン始動が可能
ピストンには、初期馴染みを良好にするモリブデンコートを施しています。

01-05-0505

スーパーカブ50 C50-0200001～0095210/C50-2100001～2299999
スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999　
リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999
カブ100EXエンジン用 HA05-0000037～0002036
カブ100EXエンジン用 HA05-1000002～/HA06-0000001～）
スーパーカブ90エンジン用 HA02-1800001～ ※エンジン単体に対しての適合

シリンダーには弊社製M5温度センサーの取付けが可能な為、別途弊社製コンパクトLCDサーモメーターM5温度センサー付き
キットをご購入頂くことで、シリンダー温度を計測出来ます。　88cc/105ccはHシリンダー：アルミ製鉄スリーブシリンダー
113ccはHAシリンダー：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

■17Rステージ+Dをベースに、購入価格を抑えたエントリーモデル“ 17Rステージ E ” 新登場!!
17RステージE購入後も17Rステージ+Dへバージョンアップが可能!!　各種キット、詳細はWEB SITEをご覧下さい。

対象：スーパーカブ（C50-N0000002～/AA01-1000001～）※AA04、JA07以降は除く）等のカブ系エンジン・リトルカブ

カムチェーンへの追従性と適切なテンションを保つことが出来ます。
プッシュロッド先端のゴムの陥没や破損を軽減し、プッシュロッドの寿命が大幅に向上します。
ノーマルテンショナーアームより、約24％の軽量化が可能。

Super Cub50/70/90/100EX ・ Little Cub ・ Giorcub ・ Super Cub110　CUSTOM PARTS 2019.vol.1Super Cub50/70/90/100EX ・ Little Cub ・ Giorcub ・ Super Cub110　CUSTOM PARTS 2019.vol.1Super Cub50/70/90/100EX ・ Little Cub ・ Giorcub ・ Super Cub110　CUSTOM PARTS 2019.vol.1

01-05-0257 01-05-0481 01-05-0419

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、シリンダー、ピストンを変更することで125ccに出来ます。シリンダーはアルミ製鉄スリーブシ
リンダーを採用。ハイパーSステージには、ボアアップキットにインジェクションコントローラーが付属
※インジェクションコントローラーの仕様、注意事項は表面をご覧下さい。

■スチール製
■熱処理を行い、耐久性を高めています。

■参考出力グラフ　このグラフはダイノジェット後輪出力のデータです。実走行とは異なりますので参考グラフとしてご覧下さい。　※指定の使用回転数は厳守して下さい。
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スーパーカブ50（AA04）
■ハイパーSステージ81cc
　＋パワーサイレントオーバルマフラー
■ハイパーSステージ81cc
　＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
　＋FI CON2
　＋パワ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
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リトルカブ50（FI）（AA01）
■ハイパーRステージキット88cc
　（FI CON PLUS/エアフィルター）
　＋ボンバーマフラー
■ハイパーSステージキット88cc
　（FI CON/エアフィルター）
　＋ボンバーマフラー
■Sステージキット88cc＋FI CON
　（ノーマルエアクリーナーボックス）
　＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
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■17Rステージ＋Dキット88cc
　（R-10Eカムシャフト）
　＋MIKUNI VM26＋ボンバーマフラー
■17RステージEキット88cc
　（スーパースポーツカムシャフト）
　＋KEIHIN PC20＋ボンバーマフラー
■ハイパーSステージ88cc
　（KEIHIN PC18）＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー

このグラフはモンキー車両に各ボアアッ
プキットを取付けた出力グラフです。
車両や装着するキャブレターにより、出
力データが異なります。
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スーパーカブ110（JA07）
■ハイパーSステージ125cc
　（FI CON/スポーツカム）
　＋ボンバーマフラー
　＋ビッグスロットルボディー
■ハイパーSステージ125cc
　（FI CON/スポーツカム）
　＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
　＋FI CON＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋スポーツカム
　＋ノーマルマフラー
■ノーマルエンジン＋ボンバーマフラー
■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー4
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■対象車種アイコン一覧　※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。　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。

スーパーカブ50（C.D.I.点火車両）　※FI車は除く
（C50-9000001～0095210/C50-0200001～0999999　C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999）
リトルカブ　※FI車は除く　（C50-4300001～/AA01-3000001～3999999）　ジョルカブ AF53-1000001～

カブ100EX（HA05-0000037～0002036　HA05-1000002～/HA06-0000001～）
スーパーカブ90（HA02-1800001～）

スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）
リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～） スーパーカブ110（JA10-1000001～）スーパーカブ110（JA07-1000001～）

8ホール プレーン

フロントカバーを固定ボルトと交換することで、ドレスアップす
ることが出来ます。※フロントカバーフックとの併用は出来ません

対象：スーパーカブ50 C50-8500000～/C50-9000000～/C50-0200001～/C50-0600001～/C50-8900000～/C50-9400001～
　　：スーパーカブ50 C50-0400001～/C50-0800001～/C50-2100001～/AA01-1000001～1699999 ※FI車は除く
　　：リトルカブ AA01-3000001～3999999 ※FI車は除く　：スーパーカブ70 C70-1000001～　：スーパーカブ90 HA02-1800001～

プレーン 8ホール

取付けネジ径がM10 ピッチ1.25
■対象：スーパーカブ50/70/90　：リトルカブ

対象：スーパーカブ50 C50-0200001～/AA01-1000001～※スーパーカスタム・プレスカブは除く　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ70 C70-1000001～1428149　：スーパーカブ90 HA02-2100001～2168024

※ノーマルフロントフォーク専用です。装着は乗車時左側のみです
※ノーマルサイズより太いタイヤは取付けステーやボルトに干渉
　する可能性がある為、使用出来ません。

カブのノーマルフロントフォークに本製品を装着することで、路面の追従性と乗り心地を格段に向上させます。このダンパーはステアリ
ングダンパーとは異なる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。本体、ブラケット共に素材には錆に強
く、耐久性の高いステンレス材を使用。装着時もスタイリッシュにまとまり、カスタムイメージも高まります。

対象：スーパーカブ50 C50-8000026～0095210/C50-0200001～0999999/C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ70 C70-8000035～8599999/C70-1000001～1699999　：スーパーカブ90 HA02-1000004～　：スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～

クロムメッキ

あらゆるユースに対応し扱い易いよう設計し低速から高速までストレスの無い特性を持つボンバーマフラー。
04-02-267はノーマルキックスターターアーム以外は使用出来ません。又、カブラには取付け出来ません。
■04-02-267はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

スーパーカブ50（AA01-1000001～1699999）
リトルカブ（AA01-3000001～3999999） 83dB（A）

スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）
リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） 81dB（A）

スーパーカブ110（JA07-1000001～）
スーパーカブ110 PRO（JA07-3000001～） 83dB（A）

スーパーカブ110（JA10-1000001～）
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001～） 82dB（A）

スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～） 81dB（A）

04-02-280604-02-280604-02-2806

対象：スーパーカブ50（AA01-1000001～1699999）
　　：リトルカブ（AA01-3000001～3999999）

　近接騒音77dB（A）
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。
交換することで出力アップが可能になります。大型のオリジナルプロテクターを装備。
プロテクター表面はクロムメッキを施しています。
サイレンサー、エキゾーストパイプ：スチール製ブラック塗装
■JMCA認定マフラー

対象：リトルカブ（AA01-3000001～3999999）
※スーパーカブ50/70/90、スーパーカブ50（FI）/リトルカブ（FI）には取付け出来ません。

　近接騒音82dB（A）
マフラープレートに“SPA”表記の専用ロゴを採用し、レトロな雰囲気を演出しています
交換することで、全回転域での出力アップが可能になります。
サイレンサー、エキゾーストパイプ：スチール製ブラック塗装
■JMCA認定マフラー

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。
13-04-0031は又、カブラには取付け出来ません。
■13-04-0031はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

スーパーカブ50（AA01-1000001～1699999）
リトルカブ（AA01-3000001～3999999） 77dB（A）

スーパーカブ110（JA10-1000001～）
※タンデム走行不可。
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001～）

82dB（A）

スーパーカブ110（JA07-1000001～）
※タンデム走行不可。 80dB（A）

スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～） 78dB（A）

04-02-018004-02-018004-02-0180

対象：スーパーカブ110（JA10-1000001～）※タンデム走行不可。
　　：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001～）

　近接騒音88dB（A）
ステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用
又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可
能になります。　■政府認証マフラー

04-02-0002の対象車両で一部、ノーマルキックスターターアームが干渉する場合があります。その場合、リトルカブ用ノーマルキッ
クスターターアームが別途必要です。■04-02-0002はJMCA認定マフラー、他はすべて政府認証マフラー。

スーパーカブ50（AA01-1000001～1699999）
リトルカブ（AA01-3000001～3999999） 80dB（A）

リトルカブ（FI）（AA01-4000001～） 83dB（A）

スーパーカブ110（JA10-1000001～）
スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001～） 81dB（A）

スーパーカブ110（JA07-1000001～）
スーパーカブ110 PRO（JA07-3000001～） 82dB（A）

スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～） 82dB（A）

04-02-000204-02-000204-02-0002

対象：スーパーカブ50 C50-0200001～
　　　　　　　　　　/AA01-1000001～
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3500001～
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
※スーパーカスタム・プレスカブ、スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～には取付け出来ません。
※弊社製リアショックアブソーバー（車高調整付き）（06-04-0038）の同時装着は出来ません。
対象：スーパーカブ50（AA04-1000001～）
　　：スーパーカブ110（JA10-1000001～）

ノーマル形状とは異なったシャープなデザインのアルミ製チェーンガードシルバーアルマイト仕上げ　ステンレス製ボルトを採用

減衰特性が向上し、安定した走行を実現します。
スプリングプリロード：5段階調整　2本1セット
本体：スチール製　シリンダー：メッキ
■取付けピッチ（06-04-0025/0026/0027）：330mm
　　　　　　   （06-04-0022/0023/0024）：330mm
　　　　　　   （06-04-0087/0088/0089）：345mm

スーパーカブ50 C50-8500000～/C50-9000000～/C50-0200001～
スーパーカブ50 C50-0600001～/C50-8900000～/C50-9400001～
スーパーカブ50 C50-0400001～/C50-0800001～/C50-2100001～
スーパーカブ50 AA01-1000001～16999999　
スーパーカブ50（FI） AA01-17000001～
リトルカブ AA01-3000001～3999999　リトルカブ（FI） AA01-4000001～
スーパーカブ70 C70-1000001～　：スーパーカブ90 HA02-1800001～

スーパーカブ110 JA07-1000001～

スーパーカブ50（FI）AA04-1000001～
スーパーカブ110 JA10-1000001～

06-04-008806-04-0088 装着（06-04-0024）装着（06-04-0024）

ライディングシューズの収まる幅を確保しながら、大胆に削り込んだ存在感のあるアルミステップバー
です。ノーマルラバーステップと交換するだけの簡単装着により、車両のドレスアップ効果を高め、足
元を美しく演出します。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快適なライ
ディングをお楽しみ頂けます。　シルバーアルマイト仕上げ

スーパーカブ50/70/90　スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
リトルカブ　リトルカブ（FI） AA01-4000001～

スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～　※クロスカブ取付け不可
スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～/JA10-1000001～　

ノーマルのチェーンケースキャップと交換するだけなの
で、特別な作業の必要もなく簡単に車両をドレスアップ
することが出来ます。弊社製チェーンケースホールプラ
グは、アルミ材を美しく削り出し、表面にアルマイトを施
しています。又、中央には弊社のロゴがレーザーマーキ
ングされています。アルマイトのカラーはシルバー、ブラ
ック、レッドの3種類からお選び頂けます。Ｏリング付属。

対象：スーパーカブ50(AA01-1000001～)　：カブ100EX（HA05-0000037～）
　　：スーパーカブ50（FI）(AA04-1000001～)　：スーパーカブ110（JA10-1000001～）

対象
：スーパーカブ50
  C50-8000026～0095210/C50-0200001～0999999
  C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～/AA04-1000001～
：リトルカブ（C50-4300001～ /AA01-3000001～3999999）
：リトルカブ（FI）（AA01-4000001～）　　
：スーパーカブ110（JA07-1000001～/JA10-1000001～）　

フロント/リアブレーキ回りのドレスアップに最適なアルミ削り出しブレーキアジャストナットです。
アジャストナットの形状はスマートな“2Pタイプ”と存在感の高い“3Pタイプ”の2種類。 弊社ロゴのレーザーマーキング入り。

2P 3P

ハンドルアッパーカバーに簡単に取付け出来るスクリーンです。
素材には耐久性の高い耐衝撃アクリルを採用。
両面テープでノーマルハンドルアッパーカウルに取付けします。
対象：スーパーカブ50 C50-0400001～/AA01-1000001～1699999
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～ ※カスタムには取付不可。
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～

対象：スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～
　　：スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～/JA10-1000001～

ABS製メッキフィルム　テール回りを美しく演出します。
対象：スーパーカブ50 C50-0400001～/AA01-1000001～1699999
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～ ※カスタムには取付不可。
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ70（C70-1200001～）
　　：スーパーカブ90（HA02-1900001～）

ノーマルには無いスリット入りカバーを採用。
ABS製メッキフィルム　左右セット
対象：スーパーカブ50 C50-0400001～/AA01-1000001～1699999
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～ ※カスタムには取付不可。
　　：リトルカブ AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～

対象：スーパーカブ50 C50-0400001～/AA01-1000001～1699999
　　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～ ※カスタムには取付不可。
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ70（C70-1200001～）
　　：スーパーカブ90（HA02-1900001～）

ABS製メッキフィルム　※ノーマルリアキャリアは取付け出来ません。

フロントフェンダーの曲線美を強調することが出来ます。ABS製メッキフィルム

スーパーカブ50 C50-0400001～/AA01-1000001～1699999
スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～ ※カスタムには取付不可。
リトルカブ AA01-3000001～3999999
リトルカブ（FI） AA01-4000001～

対象：スーパーカブ50 C50-0400001～　※カスタムは除く　：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
　　：リトルカブ AA01-3000001～3999999　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：スーパーカブ70 デラックス/C70-1200001～
　　：スーパーカブ90 デラックス/HA02-1900001～　※カスタムは除く

ユニット部分をボルトオンで取付け可能。※ケースは使用しません。

対象：スーパーカブ50 C50-0200001～0573585/C50-0600001～/C50-0800001～/C50-2100001～
　　：スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～/AA01-3500001～3999999
※スーパーカブ50（FI）（AA01-1700001～）はブルーインジケーターランプの使用目的が無い事と配線加工が必要に
　なる為、対応車種から除いています。配線加工を行えば取付けは可能です。配線加工方法は説明書に記載。

■ノーマルハンドルカバーにボルトオン設計　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）
アルミ削り出しメーターステー、インジケーターランプ付き　外部操作スイッチ付き
タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能付き

対象：スーパーカブ50（FI）（AA04-1000001～）
　　：スーパーカブ50（FI） PRO（AA04-3000001～）
　　：スーパーカブ110（JA10-1000001～）
　　：スーパーカブ110 PRO（JA10-1100001～）

本製品はノーマルレッグシールドをハーフにしただけでは無く、
機能とデザイン性を併せ持つ、造形美に優れたスタイリッシュな
カバーです。又、ABS製を採用することで、割れにくく、純正部品
のように使用出来ます。※純正ラギジフックの取付け不可。

ノーマルウインカーベースに取付けるだけの簡単装着!!

対象：リトルカブ AA01-3000001～3999999
　　：リトルカブ（FI） AA01-4000001～ ：ジョルカブ AF53-1000001～クリア クリア（無点灯時）

スーパーカブのノーマルウインカーレンズとバルブを交換すること
で、車両のカスタムイメージを高めます。
ウインカーレンズのインナーリフレクターには、照射効率の向上を
図ったシルバーメッキを施しています。
ウインカーレンズ4個1セット
T13 ウエッジ オレンジバルブ付属

スーパーカブ50 C50-0400001～　スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999 ※カスタムは除く
スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
スーパーカブ70 C70-1200001～　スーパーカブ90 HA02-1900001～ ※カスタムは除く
スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～

05-08-006905-08-006905-08-0069 05-08-007005-08-007005-08-0070

スーパーカブのノーマルウインカーレンズとバルブを交換すること
で、車両のカスタムイメージを高めます。
ウインカーレンズのインナーリフレクターには、照射効率の向上を
図ったシルバーメッキを施しています。
T20 ウエッジ 赤塗装バルブ付属

スーパーカブ50 C50-0400001～　スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999 ※カスタムは除く
スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～　　リトルカブ AA01-3000001～3999999　リトルカブ（FI） AA01-4000001～

スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～

05-08-008705-08-008705-08-0087 05-08-007705-08-007705-08-0077

対象
：スーパーカブ50 C50-0400001～
：スーパーカブ50 AA01-1000001～1699999
：スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
：リトルカブ AA01-3000001～3999999
：リトルカブ（FI） AA01-4000001～
※AA04型、JA07/JA10型には取付け出来ません

メインスイッチをドレスアップするアルミ削り出しカバーです。カラーアルマイトは4種類。

対象
 ：スーパーカブ50
  C50-8000026～0095210
  C50-0200001～0999999
  C50-2100001～2299999
  AA01-1000001～1699999
：スーパーカブ50（FI）
  AA01-1700001～/AA04-1000001～
：リトルカブ/リトルカブ（FI）（全車）
：スーパーカブ70 C70-8000035～
：スーパーカブ90 HA02-1000004～
：スーパーカブ110（全車）

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。

対象：スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～
　　：スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～
　　：スーパーカブ110（FI） JA10-1000001～

スーパーカブ50/70/90
スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
リトルカブ　リトルカブ（FI） AA01-4000001～
スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～
スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～
　　　　　　　　　  JA10-1000001～　

簡単な交換作業で高級感を与え、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
ブ加工を施したステップです。フットポジションが安定することで、操縦性が向上し、快適なライディン
グを楽しむことが出来ます。

対象：スーパーカブ50（AA04-1000001～）　：スーパーカブ110（JA07-1000001～/JA10-1000001～）

ノーマルバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。立体感を際立たせる2ピース構造。
カラー（エンド/カバー）  品番
シルバー/シルバー
シルバー/ブラック
ブラック/シルバー
ブラック/ブラック
ブラック/レッド

06-01-0410
06-01-0411
06-01-0412
06-01-0413
06-01-0414

カラー（エンド/カバー）  品番
ブラック/ゴールド
レッド/ブラック
レッド/レッド
ゴールド/ブラック
ゴールド/ゴールド

価格
06-01-0415
06-01-0416
06-01-0417
06-01-0418
06-01-0419

各￥3,900（税抜）

純正ウインカーに装着可能な、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。05-08-042705-08-042705-08-0427

対象：スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～
　　：スーパーカブ110（FI） JA10-1000001～
対象：スーパーカブ110（FI） JA07-1000001～

D.I.D社と弊社の共同開発により制作された高品質アルミワイドホイールリムです。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。

ブラック

110ノーマル
D.I.D製

フロント：1.40×17　リア：1.60×17
フロント：1.60×17　リア：1.85×17

ホイール
リムサイズ
※ホイールリムはフロントとリアでスポーク穴サイズが異なります。

■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。

対象：スーパーカブ50 C50-8900015～/C50 -0200001～のC.D.I.点火　AA01-1000001～1699999
　　：リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999　※スーパーカブ/リトルカブ共にFI車除く

放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能。ノーマルと交換するだけの簡単装着。
本体の形状及び配線はノーマルと同形状。コードの長さ：500mm

シリンダーヘッドにステーを取付け、オイルクーラー本体を固定します。右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクー
ラーユニットを装着し、オイルを取出します。 レッグシールドとの同時装着が可能　 オイルクーラーガード/プレートが標準装備

対象：スーパーカブ50 C50-0400001～/C50-0600001～/C50-0800001～/C50-2100001～/AA01-1000001～1699999 ※FI車は除く
　　：リトルカブ C50-4300001～/C50-4400001～/C50-4500001～/AA01-3000001～3999999 ※FI車は除く　：カブ70 C70-1200001～/C70-1300001～

対応シリンダーヘッド
：ノーマルヘッド/弊社製レギュラーヘッド・Rステージヘッド

スーパーカブ50 C50-0400001～0999999/C50-2100001～2299999/AA01-1000001～1699999
スーパーカブ50（FI） AA01-1700001～
リトルカブ C50-4300001～/AA01-3000001～3999999　リトルカブ（FI） AA01-4000001～
スーパーカブ70 C70-1200001～1428149  スーパーカブ90 HA02-1900001～2056595
スーパーカブ70 C70-1500001～1699999　スーパーカブ90 HA02-2200001～
スーパーカブ50（FI） AA04-1000001～　スーパーカブ110 JA10-1000001～
スーパーカブ110 JA07-1000001～
スーパーカブ110 PRO JA10-1100001～　スーパーカブ50 PRO AA04-3000001～

ノーマルより延長し、レバー比を変更することで、軽いタッチでブレーキングが出来ます。
ボアアップなどで最高速度が上がった車両へのブレーキ強化にお薦めです。
弊社製ブレーキアジャストナット、ブレーキアームジョイントの同時装着が可能です。

対象：スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001～)　：スーパーカブ50(FI)(AA04-1000001～)
　　：リトルカブ(FI)(AA01-4000001～)　：スーパーカブ110(JA07-1000001～)　：スーパーカブ110(JA10-1000001～)

放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能。ノーマルと交換するだけの簡単装着。弊社製FI
コン/FIコン2（各種インジェクションコントローラー）との同時装着が可能。コードの長さ：500mm

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）

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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