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※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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ノーマルエンジンに装着する事で高回転域の出力が向上します。
スポーツカムシャフトはN-15とN-20の2種類。
■ノーマルエンジン、
ノーマルマフラーの場合、FIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）は必要ありません。

往年の英国車や60's国産車にあった造形美を再現しました。特徴的なサイレンサー部の曲面の美しさや、
ステンレス材を採用し、
ポリッシュ仕上げを施すことで見た目にも美しく、雨天走行による腐食を抑える耐候性に優れたマフラーです。
エキゾーストパイプ・サイレンサー：オールステンレス製ポリッシュ ■タンデム走行が可能です。

N-20はノーマルカムシャフトからデコンプレッションパーツを取外し、
スポーツカムシャフトに組
付けることでオートデコンプレッション仕様になります。N-15はデコンプレス仕様となります。
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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。
政府認証は車両がノーマル状態に
限ります。

̖ίᆋ৷ὸ 弊社製マフラーと同時装着した場合
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FIコン TYPE-e（インジェクションコン
トローラー）の同時装着が必要です。
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キャタライザー内蔵
近接排気騒音：85dB（A）
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ハイコンプピストンキットにスポーツカムシャフト
（N-15）、FIコン TYPE-e（インジェク
ションコントローラー）、
スパークプラグが付属。 ■出力グラフは下記eステージ参照

ṲᵬᵣᵵᴾἮὅἢὊἰἧἻὊίࡅᛐᚰὸᴾᵎᵒᵋᵎᵐᵋᵎᵑᵎᵕᴾ‑ᵒᵖᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

ᵎᵏᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵑᵎᴾ‑ᵔᵎᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ

経年変化が少なく、騒音レベルを抑えるΦ90アルミサイレンサーに排気効率と出力性能の向上を図る、
ステップ構造のエキゾースト
パイプを採用したダウンタイプマフラーです。装着することで高回転域で出力が向上します。サイレンサー表面はアルマイトを施し、
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。 ■タンデム走行が可能です。

FIコン TYPE-eをご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必
要になります。又、
ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接
続する必要があります。
アプリの場合、有料です。詳細はWEB SITEをご覧下さい。

■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。
政府認証は車両がノーマル状態に
限ります。
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N-20はノーマルカムからデコンプレッ
ションパーツを取外し、
カムシャフトに
組付けることでオートデコンプレッショ
ン仕様になります。
N-15はデコンプレス仕様になります。
又、各カムシャフトのカムプロファイル
が異なる為、出力特性が異なります。
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テスト車両：スーパーカブC125

キャタライザー内蔵
近接排気騒音：85dB（A）
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SAE Power
（PS）

eステージボアアップキットにFIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）、
スパークプラグが付属。
アルミ製鉄スリーブシリンダー採用。
eステージは2種類のカムシャフトからお選び頂けます。
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FIコン TYPE-eをご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが
必要になります。又、
ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネット
に接続する必要があります。
アプリの場合、有料です。詳細はWEB SITEをご覧下さい
eステージは排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行する
ことは出来ません。競技専用になります。
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■ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー
ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行
とは異なります。参考データとしてご覧下さい。
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RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

ハイパーeステージボアアップキット143cc
＋ボンバーマフラー
■N-20カムシャフト ■N-15カムシャフト
■ハイパーチューニングキット
（N-15カムシャフト）＋ボンバーマフラー
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強度の高い超々ジュラルミン材を削り出し、厚みを増やすことでアーム本体の強度を高
め、更にプッシュロッドへの接地面積を増やしています。
これにより、
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。
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必ず、適度なダンパー効果のある純正品及び、弊社製プッシュロッドヘッドをご使用下
さい。他社製強化プッシュロッドヘッドは、エンジントラブルの原因となる為、使用しな
いで下さい。交換時、別途L.クランクケースカバーガスケットが必要になります。
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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の支持を3点支持から4点支持にするこ
とが出来ます。
これにより、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、
クランクシャフトの耐久性を高めることが出来ます。特許出願中構造
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■弊社製ジェネレータープラグ
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（05-02-0051・05-02-0052・05-02-0053）
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は同時装着が可能です。
※弊社製ジェネレータープラグ
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RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

テスト車両：スーパーカブC125
ハイパーSステージボアアップキット181cc
（スタンダードピストン）＋ボンバーマフラー
FIコン TYPE-eをご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが ■N-20カムシャフト
必要になります。又、
ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネット ■N-15カムシャフト
に接続する必要があります。
アプリの場合、有料です。詳細はWEB SITEをご覧下さい ■ノーマルエンジン＋ノーマルマフラー
Sステージは排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行する ダイノジェットによる後輪出力データは、実走行とは異なり
ことは出来ません。競技専用になります。
ます。参考データとしてご覧下さい。
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大量のオイルが循環することで、冷却性能の向上や潤滑部の部品負担を軽減します。
ポンプ自体の強度を高める為、
プレートの厚みを増し、結合するボルト数を増やして
います。 ※R.クランクケースガスケットの別途購入が必要。
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ᵎᵏᵋᵎᵓᵋᵎᵒᵔᵒ 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採用
N-20はノーマルカムからデコンプレッ
ションパーツを取外し、
カムシャフトに
組付けることでオートデコンプレッショ
ン仕様になります。
N-15はデコンプレス仕様になります。
又、各カムシャフトのカムプロファイル
が異なる為、出力特性が異なります。

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵑᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἘἋἚửጮụᡉẲஇᢘễӻЈử൭ỜẆἠὊἰἽẦỤኖᵑᵓήفьửဇẇ

ṲᵬᵣᵵᴾἡỶἣὊᵱἋἘὊἊἮỴỴἕἩỿἕἚᵏᵖᵏᶁᶁ
SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e（インジェクションコントローラー）、
スパークプラグが付属。2種類のピストンとカムシャフトからお選び頂けます。
ピストンはハイオクタン価ガソリン仕様のスタンダードピストンとレギュラーガソリン
の使用を可能とするecoピストンの2種類。圧縮比 スタンダード 11.0：1 eco 10.5：1

ṲᵬᵣᵵᴾἑὅἙἲἋἘἕἩἰὊἁỽἢὊ
タンデムステップを取り外し使用する場合、
スイングアーム部に残った取付けボス部に
装着するドレスアッププレートです。
タンデム走行をされない場合、
スイングアームのワ
ンポイントになり、足周りの外観を引き締めます。
プレートはアルミ合金削り出しで、
シッ
クな色合いに仕上げております。 弊社ロゴ入り。 2個1セット。
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との同時装着は出来ません。
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ṲἡỶἣὊỶἂἝἕἉἹὅἅỶἽ
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。
ノーマルイグ
ニッションコイルと交換するだけなので、簡単に装着出来ます。コード長：500mm
スパークプラグの劣化を補うパーツではありません。必ず状態の良い物を使用して下さい。
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ボアアップ等、エンジンパーツを取付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要が
あります。FIコン TYPE-eは純正ECUのカプラーを取り外し、接続するだけで簡単に装着出来ます。更に弊社製エンジンパーツに合わ
せ弊社でセッティングしたデータを複数内蔵しておりますので、エンジン仕様に合わせてパソコン、又はスマートフォンを用いて手
軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。
噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量か
らボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、
スマートフォンを用いてエンジ
ン回転数、エンジン温度、
スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を
搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます
FIコン TYPE-eをご使用の際には条件に適合したパソコンもしくはスマ
ートフォンが必要になります。又、
ソフトやアプリのダウンロードが必要
になる為、インターネットに接続する必要があります。
アプリの場合、有料です。詳細はWEB SITEをご覧下さい。
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ṲᵬᵣᵵᴾἧἿὅἚἨἾὊỿἭὊἋỿἕἚ
低膨張率のテフロンチューブをステンレスブレードで覆われたホースを採用。
ライダ
ーのブレーキタッチをダイレクトに伝達出来、確実な制動力を得ることが可能ホース
にはスモークPVCコーティングがされており、
フィッティング部のアルミ材にはゴールド
アルマイトを施しています。付属のアルミ製バンジョーにはブルーアルマイト、
アルミ製
バンジョーボルトにはゴールドアルマイトを施しています。交換時に必要となるブレー
キフルードが付属しています。
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Super Cub C125 [JA48] CUSTOM PARTS

10-01-0058

対象：スーパーカブ C125（JA48-1000001〜）
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弊社製Sステージボアアップキット181cc装着車が対象となるオイルクーラーキットです。
本製品はシリンダーヘッド下に付属のオイルクーラーステーを取付け、オイルクーラー
本体を固定します。オイルクーラーへのオイル取出しは、弊社製Sステージボアアップキ
ット181ccに採用されているオールアルミセラミックメッキシリンダーのオイル取出しボ
スを使用します。オイルクーラー本体の段数は3フィン4オイルラインです。
別途カラーセット(07-07-0208) をご購入で、
アルミ削り出しタペットカバー（01-18-1038
〜1040）
との同時装着が可能になります。
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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では干渉し、
取付け出来ない為、本製品が必要になります。
スチール製三価クロメート処理（ブラック）
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本製品は弊社製Sステージボアアップキット181ccを装着した車両が対象となります。
（ノーマルシリンダー/eステージシリンダーは取付け出来ません。）弊社製マフラーの同
時装着が必要になります。
ノーマルマフラーとの同時装着は出来ません。
オイル量は通常規定オイル量に約40ccを追加して下さい。

レバータッチと実用性に優れた純正レバー
形状を採用し、表面にクロムメッキを施す
ことで装着時のドレスアップ効果を高めて
います。
レバーには切削加工により弊社ロゴを配し
ています。
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ノーマルシートに被せるだけの簡単装着で、デザイン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。
シートカバーの座面にはデザイン性を高め、車両に高級感
を与えるダイヤモンドステッチを採用。又、
フロントとサイドにプレーンなデザインを採
用することで、
ダイヤモンドステッチを強調し、車両のカスタムイメージを高めます。
表皮に耐振動性、
クッション性に優れた特殊スポンジを貼り付けることで、路面から伝
わる振動の軽減と優れたクッション性を兼備えております。通勤、ロングツーリング時に
起こる疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
■弊社ロゴのタグ付き

ṲᵬᵣᵵᴾἦἼỼὅἉὊἚẅӲ‑ᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲỴἽἱἥἾἕἚἾἢὊίӧ͂ࡸὸίἨἾὊỿἾἢὊὸ
転倒の際、
レバーを折損しにくくする為、
レバー部分が折れ曲がる可倒式のレバーです。
レバーには手のひらのサイズに合わせ、
レバーの位置が調整出来るアジャストレバーが
装備され、6段階の範囲で調整することが出来ます。
レバー本体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。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵎᵔᵓᴾ‑ᵗᵊᵔᵎᵎίᆋ৷ὸ

ḤἾἕἛίᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵏᵔὸỊኝദἉὊἚᑥểỊᒉီễụộẴẇ

ṲỴἁἍἇἼὊἢὊỺὅἛίἋἘὅἾἋᙌὸ

リアキャリアに装着することでパッセンジャーへの快適性と安全性を高めることが出
来ます。又、
シート本体にはパッセンジャーの姿勢確保の為、ベルトを装備。
シート表
皮にはライチの表面をモチーフにデザインを採用し、
ブラックとレッドの2種類からお
選び頂けます。
シート内部に耐振動性、
クッション性に優れた特殊スポンジを採用。
これにより走行中の疲労が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
TAKEGAWAタグ付き。 サイズ：縦約230mm×横約200ｍｍ×厚さ約55ｍｍ

ἨἻἕἁẅᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵏᵓ

ウェイト効果の継続を図りながらステンレスの質感
と造形が美しいバーエンドです。
弊社ロゴのレーザーマーキング入り

ἾἕἛẅᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵏᵔ

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵓᵗᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊίᵐஜἍἕἚὸẅӲ‑ᵏᵐᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἱἝἻỶἚἋἁἼὊὅίἋἴὊἁἋἁἼὊὅὸ

■スーパーカブC125用に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します。
■本体：スチール製 ■スプリングプリロード：5段階調整 ■オイルダンパー式 ■取付けピッチ：345mm
■取付け穴径：上 Φ12 / 下Φ10（付属のカラー使用時、上Φ10）※上部穴に付属のカラーを同時装着

ハンドルアッパーカバーに簡単に取付け出来る小
さくて可愛いスクリーンです。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簡単に取付け出来ます。

■シリンダー（クロムメッキ）
■スプリング：レッド塗装、イエロー塗装、
クロムメッキの3種類

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵎᴾ‑ᵓᵊᵒᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἋἩἼὅἂίỽἻὊᵍᘙ᩿ϼྸὸ
Լဪ
ἾἕἛرᘺ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵗᵗ
ỶỺἿὊرᘺ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵏᵎᵎ
ἁἿἲἳἕỿ
ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵏᵎᵏ

ṲἊỹἾὊἑὊἩἻἂἍἕἚ
■アルミ削り出し
■Oリング付属

ṲᵬᵣᵵᴾἳὊἑὊἢỶἈὊỿἕἚίἋἴὊἁἋἁἼὊὅὸᴾᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵎᵖᵗᴾ‑ᵏᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ヘッドライトの上部にバイザーを固定することで、風防効果を発揮することが出来ます。
これにより、走行時の空気抵抗によるライダーの疲労を軽減出来ます。純正部品のよう
なフィッティングの為、
スーパーカブC125の流麗なスタイリングを崩すことなく、取付け
ることが出来ます。又、
ノーマルフロントカウルに合わせたバイザーのカットラインと曲
面がドレスアップ効果を高め、車両を美しく演出します。バイザーは高品質なポリカー
ボネイト製で、精悍な雰囲気が際立つスモーク仕様を採用。固定用ステーはスチール
製ブラック塗装仕上げ ※固定用ステー取付けの際、バックミラーベース部のラバー
切断加工が必要になります。

ἉἽἢὊ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵏ
ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵐ
ἾἕἛ
ᵎᵓᵋᵎᵐᵋᵎᵎᵓᵑ
Ӳ‑ᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲỼỶἽἧỵἻὊỿἵἕἩ
■ワイヤーロック
穴付き
■Oリング付属

ἉἽἢὊ ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵖ
ἾἕἛ
ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ
ἨἻἕἁ ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ
Ӳ‑ᵐᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵬᵣᵵᴾἓỹὊὅἃὊἋἭὊἽἩἻἂẅӲ‑ᵐᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
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。

ἉἽἢὊẅᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵐ

ἨἻἕἁẅᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵑ

ṲἛἻỶἨἓỹὊὅỴἊἵἋἚἜἕἚ
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います。

ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵏ
ἨἽὊ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵐ
ἆὊἽἛ ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵑ
ἾἕἛ
ᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵎᵏᵒ
Ӳ‑ᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἾἕἛẅᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵔᵒ

ṲᵬᵣᵵᴾᵰᵌἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊἩἿἘἁἑὊẅӲ‑ᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルプロテクターと交換することで、
カスタムイメージを高めるドレスアップパー
ツです。
プロテクターはアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。

ỽἻὊỴἽἰỶἚ
ἉἽἢὊ
ἨἻἕἁ
ἾἕἛ
ἆὊἽἛ

Լဪ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵏᵗ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵐᵎ
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵐᵏ
ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵐ

ṲἨἾὊỿỴὊἲἊἹỶὅἚẅӲ‑ᵏᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルリア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。
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との同時装着が可能です。

ṲᵬᵣᵵᴾᵰᵌἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊἩἿἘἁἑὊᴾ

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵒᵒᴾ‑ᵕᵊᵒᵖᵎίᆋ৷ὸ

ノーマルプロテクターと交換することで、R.クラ
ンクケースカバーのカスタムイメージを高める
ドレスアップパーツです。
アルミ材を精巧に削
り出し、表面にクリア塗装を施すことで美しい
光を放ち、
クラッチカバーに高級感を与えます。
弊社製ロゴ入り。

ṲỴἽἱЪụЈẲἑἬἕἚỽἢὊἍἕἚίᵐ̾ᵏἍἕἚὸ
ノーマルタペットカバーと交換するだけの簡単装着でカスタムイメージを高めます。

ṲỴἽἱЪụЈẲἨἾὊỿỴἊἵἋἚἜἕἚẅӲ‑ᵏᵊᵕᵎᵎίᆋ৷ὸ
リアドラム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

ᵐᵮ

ᵑᵮ

ỽἻὊ
Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
ἾἕἛ
ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵑᵖ ‑ᵓᵊᵎᵎᵎ
ἆὊἽἛ
ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵑᵗ ‑ᵓᵊᵎᵎᵎ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵒᵎ ‑ᵓᵊᵖᵎᵎ

ṲỴἽἱЪụЈẲἉἼὅἒὊἪἕἛᵪᵌἇỶἛỽἢὊ
ノーマルヘッドL.サイドカバーと交
換するだけの簡単装着でカスタム
イメージを高めます。

ỽἻὊ
Լဪ
̖ίᆋ৷ὸ
ἆὊἽἛ
ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵒᵐ ‑ᵕᵊᵑᵎᵎ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵏᵋᵏᵖᵋᵏᵎᵒᵑ ‑ᵕᵊᵖᵎᵎ

ṲᵸἱἻὊἍἕἚίἉἹὊἚὶἱἛἽỴὊἲ˄Ẩὸ
備え付けのミラーアダプターを流用することで、保安基準に適合します。
ミラーケースに対して鏡面部分のみが独自に動くタイプで、微調整も行い易いです。
樹脂ボディー、
アーム部、
ナットを含め、
ブラックを採用。
ミラーのボディー形状とミラー
の面積は新保安基準を満たしています。ネジサイズ：M10ピッチ1.25 左右共に逆ネジ

ᵫᵏᵎẅᡞἊӫἱἻὊίӫᵏἍἕἚὸẅᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵏᵏᵐᵗᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
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ἩἾὊὅᵍἉἽἢὊᴾᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ
ἩἾὊὅᵍἨἻἕἁᴾᴾᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ
ἩἾὊὅᵍἨἽὊᴾᴾ ᵎᵔᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵏ
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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

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、2019年3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。 ※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。

