
■照射比較

弊社製LEDバルブ（シグナスX）

ノーマルバルブを外す LEDバルブを取付ける コードつなぐ

ノーマルH4バルブ（シグナスX）

LEDにより、省電力化を実現!!
更に弊社独自の回路調整を採用することで、
ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!

LEDにより、省電力化を実現!!
更に弊社独自の回路調整を採用することで、
ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!

視認性に優れ、省電力化を実現した2輪車用LEDヘッドライトキット視認性に優れ、省電力化を実現した2輪車用LEDヘッドライトキット

ノーマルバルブを外す→LEDバルブを取付ける→コードをつなぐ→コントローラーユニット
を固定する簡単作業。　面倒な配線加工は必要ありません。 
※ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。

■バルブの交換とほぼ同じ簡単作業で取付け可能!!■バルブの交換とほぼ同じ簡単作業で取付け可能!!

Loビーム時 約1500lm・Hiビーム時 約1900lmと非常に高輝度でありながら、消費
電力は約18Wと省電力を誇ります。

■高輝度でありながら省電力を実現!!■高輝度でありながら省電力を実現!!

約65mm約45mm 小型電動ファン内蔵H4バルブとほぼ同寸
※比較対象：弊社製H4バルブ
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コード長約250m高性能LEDチップを採用

詳細図

12V車　汎用
（H4及びHS1ヘッドライト車）
製品番号 05-08-0201
￥12,000（税抜）

￥12,000（税抜）￥12,000（税抜）

対象：H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。　※H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。
弊社取付け確認済み車両

※上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちら
　つく車両があります。（交流点灯車：キーONでヘッドライトが点灯しない車両）又、装着する際に配線加工等は必要ありま
　せんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。
　弊社同時装着可能パーツ：弊社製各種メーター、FI CON、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。

■対象車両 / 弊社同時装着可能パーツ■対象車両 / 弊社同時装着可能パーツ

安心の1年保証安心の1年保証

色温度を5000Kに設定することで、悪天候時などでも実用的な視認性を確保しており
ます。又、ピュアホワイト発光色が車両をスタイリッシュに演出します。

■CREE社製　高性能LEDチップを採用■CREE社製　高性能LEDチップを採用

ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却します。
■熱対策として小型電動ファンを内蔵■熱対策として小型電動ファンを内蔵

H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置
により、ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。

■Lo / Hiの照射範囲切替が可能■Lo / Hiの照射範囲切替が可能

■安心の1年保証付き■安心の1年保証付き

：スーパーカブ50（FI）（AA04）・スーパーカブ110（JA10）・GROM・MSX125・CBR125R（JC50）・Dio110・LEAD125・Dunk
：TACT（AF58）・XR250 Motard（MD30）・CBR250R（MC41-1000001～1399999）
：シグナスX（SE12J）・シグナスX（SE44J） ｢28S1～28S9」 「1YP1・1YP2」 「1YP3・1YP5」・BW’S125（5S9）
：トリシティ（SE82J）・マジェスティS（SG28J）・WR250X（DG15J）

■HONDA

■YAMAHA

：GSR250・アドレス110（CE47A）■SUZUKI



※バッテリーレス車の前後交互点灯リレー（3極端子）やポジションランプやハザード機能付きの
　リレーとの互換性はありません。
※市販LEDウインカーやLEDバルブに対応していない可能性があります。この商品は、点滅の消
　灯中も微量な電流を流すことでデジタル回路を動かしています。

品番
05-08-0253
05-08-0254

レンズ
クリア
スモーク

価格（税抜）

￥14,000

品番
05-08-0283
05-08-0310

数量
2個
1個

価格（税抜）
￥2,100
￥1,100

対象：モンキー・ゴリラ（Z50J-1300017～/AB27-1000001～1899999）　：モンキー（FI）（AB27-1900001～）
　　：Ape50（AC16-1000001～1599999）　：Ape50（FI）（AC16-1600001～/AC18-1000001～）
　　：Ape100（HC07-1000001～/HC13-1000001～）

品番
05-08-0068

価格（税抜）
￥12,000

寸法図（mm）
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ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化出来るテールランプキット

■LEDテールランプキット　CBR125R/CBR250R用
ノーマルテールランプユニットと交換するだけの簡単装着!!

対象：CBR125R（JC50-1000001～）
　　：CBR250R（MC41-1000001～1399999）ABS仕様車対応

品番
05-08-0249
05-08-0250

レンズ
クリア
スモーク

価格（税抜）

￥14,000

スモーク 点灯時点灯時

■LEDバルブ（ウエッジ T10ホワイト）　汎用
T10ウエッジノーマルバルブと互換性をもつ、LEDバルブです。電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。
ポジション球2個仕様の車両：CBR250R/Ninja250（2013 model～）/Ninja400/GSR250PCX/PCX150
ポジション球1個仕様の車両：CBR125R/CBR400R（NC47）/BW’s125
■T10ウエッジバルブ装着車で下記寸法図の物が装着可能な車両にご使用頂けます。

■LEDテールランプキット　W400/W650/W800用
ノーマルテールランプユニットと交換するだけの簡単装着!!
■ノーマルテールレンズを本製品に取付けることも出来ます。
※社外製イモビライザーとの同時装着は出来ません。

対象：W400（全年式）　：W650（全年式）　：W800（全年式）

品番
05-08-0291
05-08-0292

レンズ
クリア
スモーク

価格（税抜）

￥18,200

クリア 点灯時点灯時

■LEDテールランプキット　NC700S/NC700X/インテグラ用
ノーマルテールランプユニットと交換するだけの簡単装着!!

対象：NC700S/NC700X/インテグラ
※NC750S/NC750Xには取付け出来ません。

品番
05-08-0303
05-08-0299

レンズ
クリア
スモーク

価格（税抜）

￥16,000

品番
05-08-0085
05-08-0086

仕様
ノーマルレンズ
ブレイズ

価格（税抜）
￥7,800
￥9,700

クリア 点灯時点灯時

■LEDテールランプキット　PCX/PCX150用
ノーマルテールランプユニットと交換するだけの簡単装着!!
※テールランプ、ポジション球、ライセンス球を全てLED化した
　場合、純正イモビアラームは併用出来ません。

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）点灯時点灯時

品番
05-08-0320

価格（税抜）
￥10,800

■ハイパーLEDウインカーバルブキット　シグナスX（2013 model 1YP）用
キットにはワイドフラッシャーリレーが付属し、抵抗などによる無駄な電力を消費する事はありません。更にキット付属のオリジナル
ハーネスには、別売の弊社製スライドスイッチの取付けを可能としており、スイッチを接続することで、ハザード点滅機能を追加する
事が出来ます。　※スイッチ取付け際、ギボシ端子セットを別途購入頂き、ギボシ端子加工が必要になります。

対象：シグナスX（FI）（2013 model・1YP）
※シグナスX（SE12J）、シグナスX（FI）（SE44J・28S）には取付け出来ません。
※並行輸入車については未確認です。

消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル
消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル

消費電力を大幅に削減し、レスポンスの良い発光が可能になるLEDウインカーバルブキット
LEDバルブにすることで点灯時の消費電力を大幅に削減出来ます。又、消灯時にウインカーレンズ越しに見えるノーマルバルブのオレンジ色が見えなくなり、スッキリとした外観を演出します。

■LEDテールランプキット　KSR110（海外モデル）/KSR PRO/Ninja250R用
ノーマルテールランプユニットと交換するだけの簡単装着!!　※Ninja250Rはイモビライザーとの同時装着は出来ません。

対象：KSR110（KL110CBF）（JKAKL110CCDA00058～）
　　：KSR110（KL110DDF）（KL110D-A57002～）
　　：KSR PRO（KL110EEF）（JKAKL110EEDA88121～）
　　：Ninja250R（全年式）※Ninja250（EX250L-A00049～）は取付不可

品番
05-08-0251
05-08-0252

レンズ
クリア
スモーク

価格（税抜）

￥14,000

クリア 点灯時点灯時

■LEDテールランプキット　Ninja400R/Ninja650用
ノーマルテールランプユニットと交換することでLEDの点灯イメージを変更出来ます。常時灯は枠が点灯し、ブレーキ時は枠と中央
部分共にが点灯します。 ※社外製イモビライザーとの同時装着は出来ません。

■対象：Ninja 400R / ER-4n
　　　：Ninja 650 / ER-6n / ER-6f（2009～2011モデル）
※2012モデルには取付け出来ません。

■LEDテールランプキット　アドレスV125（CF46A/CF4EA）用
ノーマルテールランプハウジングをそのまま使用し、簡単にLEDテールランプに出来ます。リフレクターとナンバー照明LED内蔵 

■クリアウインカーレンズ、オレンジウインカーバルブ付属
対象：アドレスV125（CF46A-100001～ / CF4EA-100001～）
※アドレスV125S（CF4MA-100001～）は取付不可。
※フレームNO.CF46A-100001～/CF46A-500001～は配線加工が必要

品番
09-03-1947
09-03-1948

レンズ
レッド
クリア

価格（税抜）

￥10,800

クリア 点灯時点灯時

ブレーキ時ブレーキ時常時灯常時灯

ON/OFFスライドスイッチ 05-09-0021 ￥2,500（税抜） 
ギボシ端子セット 00-00-0570 ￥330（税抜）

■LEDウインカーキット　モンキー/Ape ノーマルウインカーベース用
ノーマルウィンカーを“LED"化する為に必要な部品をすべてセットにしたオールインワンパッケージ。
LED化によるバルブの高寿命化と消費電力の大幅減少に加え、バルブの照射エネルギーを最大限に活かすインナーリフレクター
が付属し、高効率エコパーツとしての価値を兼ね備えています。

ノーマルレンズ仕様ノーマルレンズ仕様 ブレイズ仕様ブレイズ仕様

ノーマルレンズ仕様とスムースなクリアレンズを付属したブレイ
ズ仕様の2種類からお選び頂けます。

※バッテリーレス車には取付け出来ません。　※弊社製角型SウインカーにLEDバルブは取付け出来ません。
※ご使用にはLEDバルブに対応した弊社製ワイドレンジフラッシャーリレー（下記）が必要です。
※ウィンカーのボディーやリフレクター、レンズカットがLEDバルブに適していない場合、照射角度や輝度が不足し、道路運送車輌
　法に違反する可能性があります。使用されているウインカーをご確認の上、ご購入下さい。

■オレンジLEDウインカーバルブ （G18 BA15S / 2個入り）　汎用（平行ピン）
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED（オレンジ色）を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサ
イズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
適合電球形状：ガラス形状G18、口金形状BA15S

■弊社製対応ウインカー
：アルミ削り出しウインカー
：丸型Sウインカー
：丸型Mウインカー

品番
05-08-0321

価格（税抜）
￥10,800

品番
05-08-0074

価格（税抜）
￥2,400

■ハイパーLEDウインカーバルブキット　Ninja250（2013 model）用
キットにはワイドフラッシャーリレーが付属し、抵抗などによる無駄な電力を消費する事はありません。
純正のウインカーインジケーターを正常に点滅させる専用ハーネスも付属しています。

対象
：Ninja250(2013 model)(EX250L-A00049～)　
※Ninja250R（2008～2012 model）には取付け出来ません。

消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル
消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル

品番
05-08-0208

価格（税抜）
￥9,800

■NEW ハイパーLEDウインカーバルブキット　MSX125用
キットにはワイドレンジフラッシャーリレーも付属しており、抵抗
などで無駄な電力を消費することなく、ボルトオンでLED化が出
来ます。

対象：MSX125（MLHJC618_D5000001～）
※GROMはウインカー形状が異なる為、取付け出来ません。

消灯時
左：ノーマル　　　右：LEDバルブ
消灯時
左：ノーマル　　　右：LEDバルブ

品番
05-08-0206

価格（税抜）
￥8,900

■NEW ハイパーLEDウインカーバルブキット　LEAD125・トリシティ125用
キットにはワイドレンジフラッシャーリレーも付属しており、抵抗
などで無駄な電力を消費することなく、ボルトオンでLED化が出
来ます。

対象：LEAD125（JF45-1000001～）　：トリシティ125（SE82J）
※ノーマルウインカーリレーの様な動作音（カチカチ音）が無くなります。

消灯時
左：ノーマル　　　右：LEDバルブ
消灯時
左：ノーマル　　　右：LEDバルブ

■ワイドレンジフラッシャーリレー　DC12V用
広範囲のワット数に対応したワイドレンジ仕様となっており、低いワット数（2Wから）から高いワット数（80Wまで）のバルブを適正
速度（85c/m）で点滅させる事が出来ます。前：白熱電球、後：LEDなど異なるワット数の組み合わせにも対応します。

品番
05-08-0098

価格（税抜）
￥9,700

■ハイパーLEDウインカーバルブキット　PCX/GSR250/マジェスティS用

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）　：CBR125R（JC50）　：GSR250
　　：マジェスティS（SG28J）　※並行輸入車SMAXについては未確認です。

ライセンスプレート照明用（1個仕様）対象車両
：CBR250R/CBR125R/クロスカブ
：スーパーカブ110（JA10）/スーパーカブ50（FI）（AA04）
：Dio110/PCX/PCX150/Ninja250R/Ninja250
：D-TRACKER125/シグナスX（2013 model・1YP）
：GSR250
※T10ウエッジバルブ使用車であってもレンズ等に干渉する場
　合があります。左記寸法図をご確認下さい。

■LEDテールバルブ　12V（BAY15D / ウエッジT20）　汎用　￥2,000（税抜）
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。LEDバルブにより球切れのリスクがほぼ
無くなる上、明るく鮮やかな光を放つため被視認性が良好となり、安全性の向上にも寄与します。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。

スーパーカブ50（C50-0200001～0327464/C50-0400001～0573585/C50-0600001～0799999）
スーパーカブ50（C50-0800001～0999999/C50-2100001～2299999）
スーパーカブ50（AA01-1000001～/AA01-1500001～1699999）　ジャイロキャノピー（2st）
リトルカブ（C50-4300001～/C50-4400001～/C50-4500001～）（AA01-3000001～3999999） 
※スーパーカブ50カスタム、スーパーカブ50 （FI）、リトルカブ（FI）は対象外。

品番対象車両/フレームNO.

05-08-0038

05-08-0039

モンキー・ゴリラ（Z50J-2000001～/AB27-1000001～1899999） ※モンキー（FI）、Ape（FI）取付け不可。
Ape50（AC16-1000001～1599999）　：Ape100（HC07-1000001～/HC13-1000001～）
KSR110（KL110A-000001～）　：KSR110（KL110DDF）（KL110CBF） ※クリアテールレンズ取付け不可。
アドレスV125（CF46A-100001～/CF4EA-100001～） ※アドレスV125S（CF4MA-100001～）取付け不可。
（K7までは要配線加工） テールランプ、ポジション球、ライセンス球全てLED化する場合、イモビアラームは併用出来ません。
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バルブタイプは“BAY15D”“ウエッジT20”の2種類が設定され
ており、各タイプのワット数、口金形状、各ピンの位置関係が右記
図の状態に適応する場合、いろいろな車両に使用出来ます。

※必ず対象車両、参照図をご確認の上、ご購入下さい。　※クリアテールレンズとの同時装着は出来ません。

BAY15D BAY15DウエッジT20

ウエッジT20
■BAY15D LEDテールバルブ
　12V 10/5W　18/5W　口金形状：BAY15D
■ウエッジT20 LEDテールバルブ
　12V 10/5W　18/5W　口金形状：ウエッジT20
バルブ後方から見た各端子の位置関係が図と異なる場合は使用
出来ません。（白熱球と異なり、各端子に極性があります。）

■指定ワット数範囲：2W～80W、12.8V　85c/m

05-08-0083 ￥1,900（税抜）

お問い合わせ専用ダイアル 0721-25-8857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）　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。

NEW PARTS CATALOG Vol.25
￥2,000（税抜）

消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル
消灯時
左：LEDバルブ　　右：ノーマル

キットにはワイドレンジフラッシャーリレーも付属しており、抵抗などで無駄な電力を消費すること
なく、ボルトオンでLED化が出来アイドリングストップ時の省電力化にも貢献します。


