
政府認証マフラー：上記マフラーはすべて2010年新制度の認証試験を受け、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。　※政府認証マフラーはノーマルエンジンに限ります。

PCXノーマルシリンダーヘッドのウォータージャケットは固体差により位置ズレがあります。このズレが大きく、Sステージキットの
ボアとウォータージャケットの距離が近い場合、シリンダーヘッドガスケットからの“吹き抜け”が発生する為、Sステージキットをお
使い頂くことは出来ません。ご購入前にシリンダーヘッドをご確認頂く必要があります。 詳細はWEBカタログ P73をご覧下さい。

※対象車両であっても装着出来ない場合があります。
下記内容に該当する場合はシリンダーヘッドの購入が必要になります。詳細図は WEBカタログを参照。

10-01-0014

PCX [JF28] [JF56] [JF81] ・ PCX150 [KF12] [KF18] [JF30]
PCX HYBRID [JF84]   CUSTOM PARTS 2020.Vol.1

■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。

※ボアアップキットで排気量を変更した場合、条件にあった運転免許、保険、
　車両登録が必要になります。
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。
測定時の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。
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。
測定時の気温によっても大きく左右されます。参考データとしてご覧下さい。

PCX
（JF28-1000001～1099999）

PCX
（JF28-1100001～）

PCX
（JF56-1000001～）

PCX150
（KF12-1000001～）

PCX150
（KF18-1000001～）

PCX
（JF81-1000001～）

PCX150
（KF30-1000001～）

PCX HYBRID
（KF84-1000001～）

■スポーツカムシャフトを購入後、Sステージ170ccにバージョンアップする場合はSステージeco170ccキット
　（カムシャフト無し）をご購入下さい。

ノーマルヘッドに装着することでエンジン出力が向上します。スポーツカムシャフトはそのまま使用するとデコンプレス仕様になり、
ノーマルカムシャフトにあるデコンプパーツを取付けることでデコンプ仕様になります。※PCX（JF56）の場合、ノーマルデコンプ
パーツを弊社製スポーツカムシャフトに組付けることが出来ません。代わりにPCX（JF28-1100001～）のノーマルカムシャフト
にあるデコンプパーツを組付けることで、デコンプ仕様にすることが出来ます。※PCXは対象フレームNO.にご注意下さい。

品番
01-08-0149

01-08-0063

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～1299999）
PCX（JF56-1000001～1021668）
PCX150（KF12-1000001～1199999）

価格（税抜）

￥16,200

ノーマルエンジン、ノーマルマフラーと同時装着する場合、FI コン2は必要ありません
※弊社製マフラーと併用する場合、FIコン2の同時装着が必要です。

※FIコン2（05-04-0010/05-04-0011）は弊社製エンジンパーツ装着車専用です。
他社製エンジンパーツや、マフラーなどはお使い頂く事は出来ません。

品番
05-04-0006
05-04-0011
05-04-0027
05-04-0010

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～1299999）
PCX（JF56-1000001～1021668/JF81-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～1199999）

価格（税抜）

￥15,200

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。インジェクション車に弊社製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。
本製品は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、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。
■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。
レブリミッターカット機能はありません。レブリミット回転数はノーマルと同じです。アイドリングストップシステム対応。

※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。並行輸入車は確認しておりません。
※弊社製エンジンパーツ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。
※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。　　　

05-04-0006/05-04-0027は内蔵の補正マップを全体的に濃い目・薄い目に微調整出
来る増減機能付き。  05-04-0010/05-04-0011には増減機能はありません。
※車両によりFIコン2の品番が異なります。PCXは対象フレームNO.にご注意下さい。

品番

02-01-0025

02-01-0129

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～ / JF28-1100001～）
PCX150（KF12-1000001～）　10g×6個付属
PCX150（KF18-1000001～）
PCX（JF56-1000001～）　　　 8.5g×6個付属

価格（税抜）

￥6,300

ノーマルエンジン、ノーマルマフラーに適しており、約10％の最高速アップが可能です。
※弊社製マフラーと同時装着した場合、ウエイトローラーの重量変更が必要になります。

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX（JF56-1000001～）　：PCX（JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）　：PCX150（KF18-1000001～）　：PCX150（KF30-1000001～）

02-01-0026 ￥2,200（税抜）
弊社製クラッチセンタースプリングを装着することで減速後の再加速時、ハイレシオ状態のプー
リーをローレシオへ戻す力が大きくなり、鋭い加速力を得ることが出来ます。 
※ノーマル車両に単独で装着した場合、変速の妨げになり、最高速が低下する場合があります。
※クラッチスプリングの交換作業にはクラッチの分解作業が必要になります。

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX（JF56-1000001～）

02-01-0018 ￥1,100（税抜）
装着することでクラッチを繋げるタイミングを遅らせ、発進時からスムーズな加速を得ることが出
来ます。バネレート：ノーマルに比べ、約25％アップ。弊社製マフラーやスポーツカムシャフトを装着
した場合にお薦め。 ※クラッチスプリングの交換作業にはクラッチの分解作業が必要になります。

■オプショナルパーツ
サイレントスポーツマフラー装着車用マフラープロテクター（カーボンプリント）
ドレスアップ効果を高め、車両のカスタムイメージを高めます。
マフラープロテクター本体：ABS製カーボンプリントが施されています。TAKEGAWAロゴ入り。
04-00-0031 ￥3,100（税抜）

品番
13-04-0035
04-02-0170

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

価格（税抜）

￥20,800

￥12,800

ノーマル車両のイメージを崩さず、スタンダードスタイルのまま高い排気効率と静粛性
を兼備えたマフラーです。キャタライザー内蔵。弊社TAKEGAWAロゴが入ったサイレ
ンサープロテクター採用。エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を採用。
■政府認証マフラー　PCX：近接騒音82dB（A）　PCX150：近接騒音83dB（A）

品番
13-04-0019
04-02-0163

04-02-0289

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）
PCX（JF81-1100001～） PCX150（KF30-1000001～）

価格（税抜）

￥36,000

￥37,000

￥21,800

排気効率が向上し、エンジンが持つ本来の性能を引出す排気騒音に配慮したマフラー。
高い排気効率と静粛性を兼備えています。マフラーは耐食性に優れたステンレス製。
キャタライザー内蔵。　■政府認証マフラー　13-04-0019：近接騒音86dB（A）
04-02-0163：PCX 近接騒音82dB（A） PCX150 近接騒音85dB（A）
04-02-0289：PCX 近接騒音86dB（A） PCX150 近接騒音84dB（A）

サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースにコーン形状のマフラーエンドを
採用。経年変化による音量増加を軽減し、歯切れの良い音質で排気音を演出します。マフ
ラーは耐食性に優れたステンレス材を採用。キャタライザー内蔵。 ■政府認証マフラー
04-02-0171：PCX 近接騒音88dB（A） PCX150 近接騒音91dB（A）
04-02-0288：PCX 近接騒音89dB（A） PCX150 近接騒音86dB（A）

品番

04-02-0171

04-02-0288

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～）

PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）
PCX（JF81-1100001～） PCX150（KF30-1000001～）

価格（税抜）

￥38,000

￥39,000

※PCX（JF28-1000001～1099999）には取付け出来ません。

※PCX用キットはご購入前の注意事項があります。WEBカタログをご覧下さい。　 ※PCXは対象フレームNO.にご注意下さい。

※PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～1021668/JF81-1000001～）、PCX150用
　FIコン2は弊社製エンジンパーツ、マフラー装着車専用品になります。
　他社製エンジンパーツ、マフラーは使用出来ません。ご注意下さい。

Sステージ170ccにFIコン2（インジェクションコントローラー）、ハイスピードプーリー、クラッチセンタースプリングが付属。

品番
01-05-0065
01-05-0153
01-05-0337
01-05-0395
01-05-0157

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～1299999）
PCX（JF56-1000001～1021668）
PCX（JF81-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～1199999）

価格（税抜）

￥64,800

￥64,800
￥57,800

01-05-0065

※PCX用キットはご購入前の注意事項があります。WEBカタログをご覧下さい。　 ※PCXは対象フレームNO.にご注意下さい。

※PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～1021668/JF81-1000001～）、PCX150用
　FIコン2は弊社製エンジンパーツ、マフラー装着車専用品になります。
　他社製エンジンパーツ、マフラーは使用出来ません。ご注意下さい。

Sステージボアアップキット170ccにFIコン2（インジェクションコントローラー）が付属。

品番
01-05-0074
01-05-0152
01-05-0336

01-05-0156

対象車両/フレームNO.
PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～1299999）
PCX（JF56-1000001～1021668）
PCX（JF81-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～1199999）

価格（税抜）

￥53,000

01-05-0074

※PCX用キットはご購入前の注意事項があります。WEBカタログをご覧下さい。
※FIコン2（インジェクションコントローラー）の同時装着が必要です。
　他社製品との組合わせは故障の原因になります。
※PCXは対象フレームNO.にご注意下さい。
※PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～1021668/JF81-1000001～）、PCX150用
　FIコン2は弊社製エンジンパーツ、マフラー装着車専用品になります。
　他社製エンジンパーツ、マフラーは使用出来ません。ご注意下さい。

ノーマルシリンダーヘッドを使用し、シリンダー、ピストンキットを装着することで、排気量を170ccにすることが出来ます。
レギュラーガソリンに対応したeco仕様を採用。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。

品番
01-05-0064
01-05-0063
01-05-0335

01-05-0334
01-05-0155
01-05-0154

Sステージ排気量 対象車両/フレームNO. スポーツカムシャフト
付属
無し
付属

付属
無し

無し

価格（税抜）
￥43,000

￥43,000

￥43,000
￥30,500

￥30,500

￥30,500

PCX（JF28-1100001～1299999）
PCX（JF56-1000001～1021668）
PCX（JF81-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999）

PCX150（KF12-1000001～1199999）

170cc

■カムシャフト無しは弊社製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象です。

01-05-0064



■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。

対象：PCX（JF28-1100001～） ：PCX（JF56-1000001～） ※PCX（JF28-1000001～1099999）には取付け出来ません。
　　：PCX150（KF12-1000001～） ：PCX150（KF18-1000001～）

ノーマル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ピース構造を採用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
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

06-01-0386
06-01-0387
06-01-0388
06-01-0389
06-01-0390

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
06-01-0391
06-01-0392
06-01-0393
06-01-0394
06-01-0395

各￥3,800（税抜）

このチラシの価格、品番等は、2020年2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。

■NEW PARTS CATALOG Vol.29 2019-2020 ￥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）

スイッチホルダー（左右）の回り止めボスがそのまま装着出来る様、穴開け加工が施されたハンドルパイプです。
ノーマルハンドルに比べてハンドルの高さを約10mm下げ、絞り角を見直すことで、快適なライディングポジションが可能。
材質には退色や錆の心配が少ないステンレス製とクロムメッキを施したプレーンの2種類からお選び頂けます。
別売弊社製バーエンドを同時装着することで、ハンドル周りのドレスアップ効果を高めます。
※ノーマルバーエンド、弊社製ノーマルハンドル用バーエンドは取付け出来ません。

スチール製クロムメッキ

品番
06-01-2505

対象車両/フレームNO.

PCX（JF81-1100001～）
PCX150（KF30-1000001～）
PCX HYBRID（KF84-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

価格（税抜）
￥6,300

06-01-2004 ￥4,200

06-01-2527

仕様
ステンレス製

スチール製クロムメッキ

ステンレス製 ￥6,300

PCX
（JF28-1000001～1099999）

PCX
（JF28-1100001～）

PCX
（JF56-1000001～）

PCX150
（KF12-1000001～）

PCX150
（KF18-1000001～）

PCX
（JF81-1000001～）

PCX150
（KF30-1000001～）

PCX HYBRID
（KF84-1000001～）

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX（JF56-1000001～）　：PCX（JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）　：PCX150（KF18-1000001～）　：PCX150（KF30-1000001～）
　　：PCX HYBRID（KF84-1000001～）

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出来ます。アルミ削り出しアルマイト仕上げとステンレス製の2種類。

シルバー
ブラック
レッド
ステンレス製

06-01-0174
06-01-0175
06-01-0176
06-01-0177

各￥5,800（税抜）

06-06-0004 ￥5,200（税抜） 弊社製ローダウンリアショックアブソーバーと同時装着することで乗車時の足付き性が向上します。 
■カラーの組合わせによるシートの高さ調整（弊社製ローダウンリアショックアブソーバー同時装着時）

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX（JF56-1000001～）　：PCX（JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）　：PCX150（KF18-1000001～）　：PCX150（KF30-1000001～）
　　：PCX HYBRID（KF84-1000001～）

・カラー無し:約40mmダウン
・20mmカラー使用時:約26mmダウン

・10mmカラー使用時:約33mmダウン
・10mm+20mm=30mm使用時:約18mmダウン

PCX（JF28）（JF56）・PCX150（KF12）（KF18）の場合

・10mmカラー使用時:約40mmダウン
・10mm+20mm=30mm使用時:約26mmダウン
※PCX(JF81)・PCX150(KF30)はカラー無しの仕様は出来ません。カラーは必ず、使用して下さい。
※測定位置や装着されたタイヤにより多少変わる為、参考データとしてご覧下さい。
※ノーマルセンタースタンド、又は弊社製アジャスタブルサイドスタンドを使用する必要があります。

・20mmカラー使用時:約33mmダウン
PCX（JF81）・PCX150（KF30）の場合

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX（JF56-1000001～）　：PCX（JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～）　：PCX150（KF18-1000001～）　：PCX150（KF30-1000001～）
　　：PCX HYBRID（KF84-1000001～）

スタンドボルトを回転させることで微調整が出来、独自のカスタム車両に合わサイドスタンドの長さを設定出来ます。又、ノーマ
ルサイドスタンドスイッチが取付可能。スイッチ無しでも使用可能。アルミとステンレス材を採用し、錆による腐食を防止します。

PCX（JF28）/PCX150（KF12）：ノーマルから約5mm延長～約50mm短縮
PCX（JF56）/PCX150（KF18）：ノーマルから約15mm延長～約40mm短縮
PCX（JF81）/PCX150（KF30）/PCX HYBRID（JF84）：ノーマルから約5mm延長～約50mm短縮

品番
06-13-0051

対象車両/フレームNO.

PCX（JF81-1100001～）　PCX150（KF30-1000001～）
PCX HYBRID（KF84-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～/JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

価格（税抜）
￥12,800

06-13-0076 ￥15,80006-13-007606-13-0076

快適性の向上とデザインに拘ったオールステンレス製グラブバー。加減速において、タンデムライダーをサポートします。
バックレスト無しとバックレスト付きの2種類。バックレスト付きはタンデムライダーのホールド感を高め、快適かつ安全にサポー
トします。バックレスト無し購入後もバックレストキットの購入で、バックレスト付きへのバージョンアップが可能です。
※装着するには純正カバーの穴開け加工が必要になります。 

ラージバックレスト付きラージバックレスト付き バックレスト無しバックレスト無し バックレストキット（ラージタイプ）バックレストキット（ラージタイプ）ラージバックレスト付きラージバックレスト付き
品番仕様

バックレスト無し

バックレスト無し

スモールバックレスト付き
ラージバックレスト付き

ラージバックレスト付き

09-11-0056
対象車両/フレームNO.

PCX（JF81-1100001～）　PCX150（KF30-1000001～）
PCX HYBRID（KF84-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～）
PCX（JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

価格（税抜）
￥13,800

09-11-0106 ￥13,800

09-11-0057 ￥19,800

09-11-0107 ￥19,800

09-11-0137 ￥19,800

バックレストキット（スモールタイプ）
※バックレスト無し（09-11-0056）装着車用

バックレストキット（ラージタイプ）
■バックレストのみの取付け可能

バックレストキット（ラージタイプ）
■バックレストのみの取付け可能

09-11-0059

PCX（JF81-1100001～）　PCX150（KF30-1000001～）
PCX HYBRID（KF84-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～）
PCX（JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

￥6,800

09-11-0138 ￥9,800

09-11-0108 ￥9,800

対象：PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～/JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～/KF30-1000001～）
　　：PCX HYBRID（KF84-1000001～）
　　※PCX（JF28-1000001～1099999）には取付け出来ません。

樹脂製のノーマルとは異なるアルミの質感とソリッドなイメージ
を強調させるデザインにより車両のカスタムイメージを高めます。

ブラック シルバーシルバーシルバー

各￥9,600（税抜）シルバー
ブラック

07-07-0244
07-07-0245

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）　：PCX（JF28-1100001～）　：PCX150（KF12-1000001～）
※並行輸入車につきましては未確認です。

常時点灯のヘッドライトをエンジン回転中のみ点灯する様、制御することが出来ます。キーONからエンジン始動までやアイドリン
グストップ動作時など、エンジンが回転していない状態のヘッドライトを消灯することで消費電力を削減し、バッテリーの負担を軽
減します。ヘッドライトのみの点灯を制御し、ポジションランプやテールランプは消灯しませんので安全にお使い頂けます。

取付けは全てカプラーオンで接続可能。面倒な配線加工等は必要ありません。
※ハイビームは制御しない為、スイッチがハイビーム位置にある場合、アイドリングストップ動作
時でもヘッドライトは消灯しません。　※HIDヘッドライト、LEDヘッドライトは対応しておりません。

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

フェンダーレス化されたノーマルと同形状のリアフェンダーを制
作することで、ノーマルウインカーの流用を可能とし、車両のトー
タルバランスを維持しながら、リア周りをスッキリとまとめること
が出来ます。一般公道走行に必要になるリフレクターキット付属

ノーマルリアフェンダーのカット加工とライセンスプレートステー装着用の穴開け加工を行うことで、フェンダーレスに出来ます。

対象：PCX（JF28-1000001～1099999）
　　：PCX（JF28-1100001～） ：PCX（JF56-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～） ：PCX150（KF18-1000001～）

一般公道走行に必要になるリフレクターキット付属
※ノーマルリアフェンダーのカット加工とライセンスプレートス
　テー装着用の穴開け加工が必要になります。

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

本製品の装着により、消灯時でもノーマルバルブでは見えるオレンジ色が無くなり、よりスッキリ
とした外観になります。又、LED化により、点灯時の消費電力を約1/10程度に大幅削減出来ます。
無駄な電力を消費しない為のワイドレンジフラッシャーリレーが付属。
バルブ1個あたりLED18個使用

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

05-08-0283 ￥2,100（税抜）
PCX/PCX150のポジション球としてご使用頂けます。
交換により省電力化し、電装系の負担を軽減します。2個セット

対象：PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～）
　　：PCX（JF56-1000001～/JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～/KF30-1000001～）

シルバー
ブラック

07-07-0115
07-07-0116

ブルー
レッド

07-07-0117
07-07-0118

各￥3,700（税抜）

06-08-0163 ￥19,500（税抜）
ローターハブと摩擦面を切り離すことで熱変形を最小限おさえ、
安定したブレーキ性能を維持します。摩擦面はステンレス製
ノーマルキャリパーのままで取付け出来ます。
対象：PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～/JF56-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

ローダウンフロントフォークスプリングと同時装着することで乗車時の足付き性が向上し、街乗りでの信号待ちやタンデム乗車時
の安定性を高めます。　※ノーマルセンタースタンド、又は弊社製アジャスタブルサイドスタンドを使用する必要があります。
■オイルダンパー式　■スプリングプリロード：5段階調整　■取付け穴径：上Φ10/下Φ8　■ボディー：クロムメッキ仕上げ

取付けピッチ：265mm（ノーマルに比べ、シート高が約25mmダウン）

取付けピッチ：300mm（ノーマルに比べ、シート高が約25mmダウン）

品番
06-04-0032

対象車両/フレームNO.

PCX（JF81-1000001～）
PCX150（KF30-1000001～）
PCX HYBRID（KF84-1000001～）

PCX（JF28-1000001～1099999）
PCX（JF28-1100001～/JF56-1000001～）
PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～）

価格（税抜）

￥8,30006-04-0034

06-04-0102
￥9,80006-04-0103

仕様
クロムメッキ
レッド塗装

クロムメッキ
レッド塗装

09-11-0236 ￥5,800（税抜）
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。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。
弊社ロゴのタグ付き。
対象：PCX（JF81-1000001～）　：PCX150（KF30-1000001～）

09-11-0237 ￥2,800（税抜）
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。適度なグリップ力
と通気性に優れた立体メッシュを採用。特殊製法メッシュによる
振動の軽減とクッション性の向上。弊社ロゴのタグ付き。
対象：PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～）
　　：PCX（JF56-1000001～/JF81-1000001～）
　　：PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～/KF30-1000001～）

対象
：PCX（JF28-1000001～1099999）
：PCX（JF28-1100001～）
：PCX（JF56-1000001～）
：PCX（JF81-1000001～）
：PCX150（KF12-1000001～）
：PCX150（KF18-1000001～）
：PCX150（KF30-1000001～）

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。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。　※リアのみ

アルミ製シルバー
アルミ製ブラック
アルミ製ブルー
アルミ製ゴールド
アルミ製レッド
ステンレス製

06-08-0054
06-08-0055
06-08-0056
06-08-0057
06-08-0058
06-08-0059

各￥1,700
　（税抜）

対象：PCX（JF28-1000001～1099999/JF28-1100001～/JF56-1000001～/JF81-1000001～）　：PCX150（KF12-1000001～/KF18-1000001～/KF30-1000001～）

リアブレーキ回りのドレスアップに最適な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。弊社ロゴガのレーザーマーキング入り。　※リアのみ

2P シルバー
2P ブラック
2P ブルー
2P ゴールド
2P レッド

06-08-0033
06-08-0034
06-08-0035
06-08-0036
06-08-0038

3P シルバー
3P ブラック
3P ブルー
3P ゴールド
3P レッド

06-08-0039
06-08-0040
06-08-0041
06-08-0149
06-08-0044

各￥1,700（税抜）

　ハンドルパイプ内径約Φ18及びΦ13に対応。
形状はシンプルな“プレーン”とディンプル加工を施しデザイン性を高めた“8ホール”の2種類
アルミ削り出しアルマイト仕上げ　※PCX/PCX150ノーマルハンドルには取付け出来ません。

■8ホールタイプ
シルバー
ブルー
レッド

06-01-0055
06-01-0057
06-01-0058

■プレーンタイプ
ブルー
レッド

06-01-0050
06-01-0051

各￥3,100（税抜）
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