コストパフォーマンスNO.1!!
エンジン性能の向上と、
購入後も安心のしっかりサポート!!

6

ハイパーeステージ81cc
＋ベーシックマフラー

5

SAE Power
（PS）

4
eステージ81cc
＋ベーシックマフラー

3

e-Stage Kit

￥12,000（税抜）〜
Hyper

e-Stage Kit

￥35,800（税抜）
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!!

2

2つの安心で
しっかりサポート
補修品
半額

弊社では入門者向けエンジンカスタムキット“eステージ”に
安心サポートを導入しました。
初めてのエンジン組付け作業は、組付け間違いなどにより、部品
に破損等がおこるケースがあります。
エンジンカスタムはしてみたい
けど“自分で組付けして、失敗しないかと不安でなかなか購入出来ない”
など不安をもつユーザー様に安心してエンジンカスタムをお楽しみ頂く為、
万が一部品を破損させてしまった場合も、必要となった部品の半額を弊社
がサポート致します。

ノーマルエンジン
＋ノーマルマフラー

1

テスト車両：モンキー

0
2

実走行とは異なります。
参考データとしてご覧下さい。

3

4

5

6

7

8

9

RPM（x1000）
ダイノジェット・後輪出力

※指定の使用回転数は厳守して下さい。
※後輪出力データは、実走行とは異なります。

分かりやすい写真と説明文入りのマニュアル付きで
安心して組付け出来ます。組付け手順動画配信中

写真付
説明書

製品には分かりやすい写真付きの組付けマニュアルが付属し
ています。
マニュアルの手順に従って組付ける事で、
プラモデル
感覚で作業が行えます。又、組付けに必要な工具なども掲載し
ていますので、事前に準備してそろえることが出来ます。
弊社WEB SITEにて組付け手順の動画を公開中!!
ノーマル部品の脱着、組付け作業のポイントなどを詳しく解説
しており、入門者の方でも分かりやすくご覧頂けます。

安心

■安心サポートの対象について

eステージボアアップをご購入頂くと、製品の中に“安心サポート登録用紙”が添
付しています。安心サポート登録用紙に必要事項を明記し、購入レシート、製品
ラベルを貼付け弊社までお送り頂くことで安心サポートが適用されます。
安心サポート期間は製品購入から半年以内の場合に限ります。

■eステージの仕様

■安心サポートの内容

弊社製eステージボアアップキットの製品のみが安心サポートの対象となります。
送料、組付け工賃、
その他、弊社製eステージボアアップキットの製品以外のもの
は安心サポートの対象外になります。 完全保証ではありません。
定価の半額をお支払い頂くことで、対象の部品を新品交換致します。
弊社ユーザー登録完了後も、購入日から半年以上になった場合、安心サポートは
適用されません。安心サポートの対応は1回のみになります。
使用者が変わった場合も、安心サポートは適用されません。
GROM用eステージボアアップキットは安心サポートの対象外になります。

スーパースポーツカムシャフト

■アルミ製鉄スリーブシリンダー
シリンダー本体に放熱性に優れたアルミ製を採用することで、
ハイパワーエンジンの出す大量の熱を効率よく冷却します。
又、
シリンダーには弊社製温度計のM5温度センサーが取付け
出来、温度計を用いることでシリンダー温度を計測出来ます。
■アルミ鋳造製ピストン：高性能と耐久性を追求したピストン。
3本ピストンリングを採用し、
ロングライフを実現しています。
排気量：81cc 圧縮比11.5：1
■スーパースポーツカムシャフト
ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す、最適なカム
プロファイルを追求したカムシャフト。

■eステージボアアップキット 81cc

安心サポート対象製品

ノーマルヘッド用のピストン、
シリンダー、
スーパースポーツカムシャフト、
ガスケット類がセット。
（eステージライトはカムシャフト無しになります。）

カムシャフト
品番
付属
01-05-5123
無し
（eステージライト） 01-05-5122

01-05-5123

価格
（税抜）
￥20,800
※ノーマルヘッド以外には取付け出来ません。
※モンキー（FI）
・スーパーカブ50（FI）
・リトルカブ
（FI）
は対象外になります。
￥12,000

■対象車両 / 弊社同時装着可能パーツ
モンキー・ゴリラ
（Z50J-2000001〜 / AB27-1000001〜1899999） モンキーBAJA（Z50J-1700001〜） 12V DAX50（AB26-1000001〜）
CRF50F（AE03-1400001〜）
XR50R（AE03-1000001〜）
MAGNA50（AC13-1000010〜） JAZZ（AC09-1000030〜）
CD50（CD50-1500001〜）
CD50（CD50-1500001〜）
CL50（CD50-4000001〜）
Benly50S（CD50-2200005〜）
スーパーカブ50（C50-9000001〜0095210 / C50-0200001〜0999999 / C50-2100001〜2299999 / AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（C50-4300001〜 / AA01-3000001〜3999999） スーパーカブ50・リトルカブにあるレッグシールドはそのまま使用出来ます。

■ハイパーeステージボアアップキット 81cc

安心サポート対象製品

eステージとDENI18キャブレターの同時購入をお考えの方は、更にドライブスプロケット、
スパークプラグが付属したお買得なハイパーeステージ
ボアアップキット81ccをお薦めします。
ハイパーeステージ81ccはeステージ81cc（カムシャフト付属）
にDENI18キャブレターキット、高い吸入効率のエアフィルター、
スパークプラグ、
出力向上に伴い、減速比の変更を行うドライブスプロケットが付属しています。 ハイフローフィルターはスポンジフィルター（ブラック）
になります。
モンキー・ゴリラ用
（01-05-0245）
に付属のドライブスプロケットは16Tになります。
CRF50F・XR50R用
（01-05-0246/01-05-0247）
に付属のドライブスプロケットは15Tになります。
※ノーマルヘッド以外には取付け出来ません。 ※モンキー（FI）
・スーパーカブ50（FI）
・リトルカブ
（FI）
は対象外になります。

01-05-0245

対象車両
モンキー・ゴリラ（Z50J-2000001〜）
モンキー・ゴリラ（AB27-1000001〜1899999）
CRF50F（AE03-1400001〜）
XR50R（AE03-1000001〜）

付属キャブレター

付属エアフィルター

DENI 18

Type-2

01-05-0245

￥35,800

DENI 18

Type-2
ハイフロー

01-05-0246
01-05-0247

￥35,800

品番

価格（税抜）

安定した出力維持とパーツの耐久性が向上するボアアップサポートパーツ

■ハイパーC.D.I.

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。
対象車両（遠心クラッチ車）

品番

モンキー・ゴリラ（Z50J-2000001〜）

価格（税抜）

05-03-0003

（AB27-1000001〜1899999）

モンキーBAJA・CRF50F・XR50R
JAZZ

05-03-0004

スーパーカブ50 セル付き

05-03-0003

■スーパーオイルポンプ

排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイル
を循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
オイルクーラーの性能をさらに引き出すには、
この大容量のスーパーオ
イルポンプに交換が必要になります。
キットにはクランクケース
（オリフィス部）加工用工具付属。
※クランクケースのオリフィス部を必ず加工する必要があります。
加工箇所、加工方法は説明書に記載しております。

（C50-0200001〜/AA01-1000001〜）

リトルカブ セル付き

05-03-0006

対象車両

￥5,400

（C50-4500001〜/AA01-3000001〜）

スーパーカブ50 セル無し

（C50-0200001〜/AA01-1000001〜）

リトルカブ セル無し

05-03-0007

05-03-0007 （C50-4300001〜/AA01-3000001〜）

強化クラッチはカスタムエンジンのクラッチ滑りを解消し、
エンジン出力を十分に伝える事が
出来ます。
ノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単な交換作業で組み付けが行えます。

■マニュアル強化クラッチキット（フリクションディスク3枚）

対象車両（マニュアルクラッチ車）

モンキー・ゴリラ
（Z50J-1600008〜）
（AB27-1000001〜1899999）
モンキーBAJA・モンキーR/RT
MAGNA50・JAZZ
CD50・CL50・Benly50S

品番

価格（税抜）

02-01-0203

￥8,300

■コンパクトクールキット

対象車両

品番

価格（税抜）

CRF50F・XR50R・MAGNA50
スーパーカブ50/70
リトルカブ・ジョルカブ・ST50/70

01-14-0002

￥3,600

対象車両（遠心クラッチ車）

品番

価格（税抜）

モンキー・ゴリラ・12V DAX50

12V DAX50（AB26-1000001〜）
ジョルカブ・CRF50F・XR50R
スーパーカブ50（C50-8500034〜）
（C50-0200001〜0999999）
02-01-0215
（C50-2100001〜2299999）
（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（C50-4300001〜）
（AA01-3000001〜3999999）

1次減速比が変更になります。
（モンキー/MAGNA50/CD50/JAZZ＝16/69→18/67）
品番

価格（税抜）

￥9,400

ボアアップエンジンの出力性能向上に伴う、熱量の上昇を抑えます。冷却効果に優れたコンパクトクールはオイルクーラープレート/ガードが標準装備。
対象車両

09-07-7010

オイルホース

4段

09-07-7014

￥23,800

3段

09-07-7013

￥21,800

キャブレター
DENI 18
KEIHIN PC20
MIKUNI VM22
DENI 18
DENI 18
KEIHIN PC20
DENI 18
MIKUNI VM22

品番
03-05-0056
03-05-3201
03-05-0114
03-05-0058
03-05-0054
03-05-033
03-05-0057
03-05-0118

価格（税抜）
￥15,200
￥21,800
￥16,200
￥15,200
￥17,500
￥21,800
￥16,200
￥17,500

KEIHIN PB16

03-05-0116

￥18,200

KEIHIN PC20

03-05-0124

￥21,800

スリムラインホース
ラバーホース
ラバーホース

ラバーホース

ボアアップエンジンの出力性能を引出します。

モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜/AB27-1000001〜1899999）

※マッドプロテクターの取付は出来ません。

価格（税抜）
￥22,800
￥20,800
￥28,200
￥26,000
￥25,000
￥22,800
￥25,000
￥22,800

CD50（CD50-1500001〜）
CL50（CD50-4000001〜）

■ビッグボアキャブレターキット

モンキー・ゴリラ用 ※ハイスロットルの取付けには、ブレーキレバー＆ホルダーが必要です。
CRF50・XR50R用 ※ノーマルスロットルパイプのストッパー部の加工が必要です。
MAGNA50用：ノーマルエアクリーナーボックス使用可能。

品番
09-07-7012
09-07-7011
09-07-7010
09-07-7009
07-07-0182
07-07-0183
07-07-0076
07-07-0077

MAGNA50（AC13-1000010〜）

対象車両

03-05-0118

段数
4段
3段
4段
3段
4段
3段
4段
3段

ラバーホース

■オイルクーラーの取付け場所
モンキー・ゴリラ用：バンドでフレームとステーを固定し、
オイルクーラーを取付けます。
スーパーカブ50 ■レッグシールドとの同時装着が可能
MAGNA50用：フレームにステーを装着し、
オイルクーラーを取付けます。
（C50-0400001〜/C50-0600001〜/C50-0800001〜）
CD50・CL50用：フレームにステーを装着し、
オイルクーラーを取付けます。
カブ・CD50・DAX50用：ヘッドにステーを装着し、
オイルクーラーを取付けます。 （C50-2100001〜/AA01-1000001〜1699999）
オイルクーラー取出し口：ノーマルシリンダーヘッド
（弊社製レギュラー/Rステージ対応） リトルカブ
（C50-4300001〜/C50-4400001〜）
■オイル取出し口 ヘッド右カバー部にユニットを装着し、
オイルを取出します。
（C50-4500001〜/AA01-3000001〜3999999）
■オイルホース モンキー・ゴリラ用はラバーホースとスリムラインホースの2種類。
CD50（CD50-1500001〜） CL50（CD50-4000001〜）
※タペットキャップブリーザーパイプとの同時装着は出来ません。
（CD50-2200005〜） 12V DAX50（AB26-1000001〜）
※モンキー・スーパーカブ・リトルカブ インジェクション車には取付け出来ません。 Benly50S

03-05-0056

￥6,500

※取付けにはロックナットレンチ、
ロータープーラーが必要になります。WEBカタログ参照。

モンキー・ゴリラ
（Z50J-1600008〜/AB27-1000001〜1899999）

09-07-7012

￥4,900

剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度強化
カムチェーン。
エンジンカスタムにお薦めです。

■マニュアル強化クラッチキット（フリクションディスク3枚）
（プライマリードリブンギア付き）
対象車両（マニュアルクラッチ車）

価格（税抜）

■ダイハードαカムチェーン
（82L）

■強化遠心クラッチキット

モンキー・ゴリラ
（Z50J-1354719〜マニュアルクラッチ車）
（AB27-1000001〜1899999）
02-01-0217
モンキーBAJA・モンキーR/RT
MAGNA50・JAZZ
CD50・CL50・Benly50S

品番

モンキー・ゴリラ（Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999）
モンキーBAJA・CRF50F・XR50R・MAGNA50・JAZZ・12V DAX50
CD50（CD50-1500001〜）
・CL50（CD50-4000001〜）
・Benly50S
01-16-0053
スーパーカブ50（C50-9000001〜0095210/C50-0200001〜0999999）
スーパーカブ50（C50-2100001〜2299999/AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ（C50-4300001〜/AA01-3000001〜3999999）

CRF50F（AE03-1400001〜） XR50R（AE03-1000001〜）
MAGNA50（AC13-1000001〜）
CD50（CD50-1500001〜） CL50（CD50-4000001〜）
12V DAX50（AB26-1000001〜）

CD50・CL50・JAZZ用：ノーマルエアクリーナーボックス使用可能。

スーパーカブ50（C50-0200001〜0999999）
（C50-2100001〜2299999）
（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ
（C50-4300001〜）
（AA01-3000001〜3999999）
■各種MIKUNI VM22、KEIHIN PB16キットには、
ハイスロットルパイプが付属。 JAZZ
（AC09-1000030〜）

※ハイスロットルを取付ける場合、条件があります。WEBカタログ参照
DAX50用 ※ハイスロットルを取付ける場合、条件があります。WEBカタログ参照
スーパーカブ・リトルカブ用 ※ハイスロットルの使用は出来ません。

弊社製マフラーは装着することで排気効率を高め、
エンジン出力が向上します。 下記JMCA認定マフラーは、街乗りで人気のストリートマフラーです。

■ボンバーマフラー
（JMCA認定）

対象車両
モンキー・ゴリラ 近接騒音91dB（A）
（Z50J-1300017〜2499999）

品番

モンキーR 近接騒音91dB（A）
12VDAX50 近接騒音91dB（A）
スーパーカブ50 近接騒音83dB（A）
（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ
（AA01-3000001〜3999999）

04-02-047
04-02-043

※AB27-1000001〜1899999は取付け出来ません。

価格（税抜）

04-02-041
￥27,000

対象車両
モンキー・ゴリラ
（Z50J-1300017〜/AB27-1000001〜1899999）

04-02-267

■P-SHOOTERマフラー
（キャブトンスタイル）

※04-01-0031は競技専用 ■04-02-0002はJMCA認定

対象車両
品番
CD50（CD50-1500001〜）
※競技用 04-01-0031
スーパーカブ50 近接騒音80dB（A）
（AA01-1000001〜1699999）
04-02-0002
リトルカブ
（AA01-3000001〜3999999）

■Zスタイルマフラー（JMCA認定）

ノーマルヒートガードの取付けが可能。 オールステンレス製
タイプ2はタイプ1に比べ、
エキゾーストパイプ径をサイズアップし、
サイ
レンサーにストレート構造を採用。更にサイレンサーを長くすることで、
タイプ1に比べ、静粛性のある音質を可能としました。
■ノーマル、弊社Zキックスターターアームのみ取付け出来ます。
近接騒音 タイプ1：82dB（A） タイプ2：79dB（A）

価格（税抜）
￥34,800
￥30,500

仕様
タイプ1
タイプ2

品番
04-02-2301
04-02-2308

■NEW スポーツマフラー
（アップタイプ）

エキゾーストパイプ、
サイレンサーはスチール製ブラック塗装
クロムメッキ仕上げプロテクター付き 近接騒音77dB（A）

対象車両
スーパーカブ50
（AA01-1000001〜1699999）
リトルカブ
（AA01-3000001〜3999999）

品番

価格（税抜）

04-02-0164

￥30,500

※JMCA認定はノーマルエンジンの場合に限ります。
ボアアップ等のエンジンカスタムを行った場合、JMCA認定外になり、一般公道走行は出来ません。 ※競技専用は一般公道走行は出来ません。

10-01-0032

■PARTS CATALOG Vol.25 2015-2016 ￥2,000（税抜）

このチラシの価格、品番等は、2015年7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。

価格（税抜）
￥26,000
￥30,500

商品お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857

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）

