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ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỽἢὊίᵵᵣᵲᵍᵢᵰᵷὸẅᛇኬ
■クラッチタイプはワイヤー式と油圧式の2種類からお選び頂けます。ワイヤー式はアルミ
鍛造クラッチカバーに軽くスムーズな操作で定評のあるラック＆ピニオン方式を採用。
表面にはショットブラストを施しています。油圧式はアルミ削り出しクラッチカバーを採用。
■ダイカストアルミ製R.クランクケースカバー（ブラック塗装）
スペシャル（湿式）
と乾式、共通のR.クランクケースカバーを採用している為、購入後に
仕様変更が可能です。
（変更時購入部品有り） クラッチ部は別室構造になっており、
エンジンオイルとクラッチオイルを分けることが出来ます。
（銘柄、オイル粘度等）
■オイルスルーナット 遠心オイルフィルター約1069g → オイルスルーナット約123g
装着することで、大幅な軽量化が可能。
これにより、
クランクシャフトへの負担が軽減さ
れ、エンジンレスポンスが向上します。
オイルスルーナットの取付けにより、
オイルエレ
メントを通る綺麗なオイルがクランクシャフトへと流れます。
ἋἬἉἵἽἁἻἕἓᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵰίᵵᵣᵲᵍὁỶἶὊࡸὸ
■オイルエレメント内蔵：オイル内のスラッジや金属摩耗粉などの不純物をろ過します。
■オイルレベル確認窓 ■大容量フィラーキャップ
■オイル取出し口：オイルクーラーへのオイル取出しが行えます。
■特許取得構造 サーモスタット
（別売）の取付けが可能。オーバークールを防止します。
サーモスタットユニット 02-01-5052 ￥5,100（税抜）
ỼỶἽἋἽὊἜἕἚ

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵒ

オイルラインホースキット 00-07-0095 ￥4,800（税抜）

ỼỶἽӕЈẲӝ

ἋἬἉἵἽἁἻἕἓỶὅἜὊỿἕἚᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵰ
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■ノーマルクラッチのまま、TAF5速クロスミッションキット
（02-04-0293）を装着されている方は、
スペシャルクラッチキット TYPE-R
（ノーマルメインシャフト用）をご購入頂く事で、
スペシャルクラッチにすることが出来ます。※スペシャルクラッチ専用クロスミッ
ション用を装着するには、
スペシャルクラッチ用TAF5速クロスミッションキット 02-04-0295 ￥48,800（税抜）の同時装着が必要に
なります。 ■スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY)（乾式クラッチ）には、防音ラバーキャップが付属。乾式クラッチ特有の騒音
を緩和します。又、キャップの使用数により、音量調整も可能。洗車時や雨天走行時の水分侵入防止としてもご使用頂けます。
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ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵕᵐ ノーマルクラッチ（弊社製スリッパークラッチ02-01-0118）
、
ノーマルミッションのまま取付け出来
るスペシャルクラッチカバーです。
カバーの詳細は左記クラッチカバーとR.クランクケースカバー
詳細をご覧下さい。購入後、
スペシャルクラッチ（WET/DRY）へのステップアップも可能です。
※仕様変更につきましては、
クラッチなどの弊社指定パーツの別途購入が必要になります。
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■弊社製スペシャルクラッチカバーからスペシャルクラッチ（WET/DRY）へステップアップする方法
ἠὊἰἽἱἕἉἹὅỉئӳ、ἠὊἰἽἁἻἕἓဇᵲᵟᵤᵓᡮἁἿἋἱἕἉἹὅίᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵎᵐᵗᵑὸᘺბỉئӳẆスペシャルクラッチ
インナーキット TYPE-R（ノーマルメインシャフト用）
とセパレーターキットをご購入頂くことでスペシャルクラッチに変更出来ます。
インナーキットはスリッパー有無の2種類からお選び頂けます。
※上記ステップアップの方法はスペシャルクラッチ用TAF5速クロスミッション
（02-04-0295）は対象外になります。
ご注意下さい。
詳細はWEB SITEをご確認下さい。※上記内容には無い組合わせの仕様からのステップアップは、弊社にお問い合わせ下さい。

ṲἁἿἲἳἕỿἾἢὊ
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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ṲỴἽἱἥἾἕἚἾἢὊίӧ͂ࡸὸίἁἻἕἓἾἢὊᴾᵍᴾἨἾὊỿἾἢὊὸ
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削り出しアル
マイト仕上げ。
レバー：ガンメタル アジャストレバー：レッド ホルダー：ブラック
弊社ロゴがレーザーマーキングされています。
ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵓᵎ
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ṲἁἻἕἓἋἩἼὅἂᵐᵎᾺἍἕἚίᵑᵎήᵳᵮὸ
高出力エンジンに伴うクラッチの滑りを解消し、出力を十分に伝えることが出来ます。
※R.クランクケースカバーガスケットが必要になります。

ᵑᵎήᵳᵮ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵒᵒᴾ‑ᵑᵊᵑᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἁἻὅἁἉἵἧἚἇἯὊἚỴἒἩἑὊ
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
■弊社製ジェネレータープラグ（05-02-0051・05-02-0052・05-02-0053）は同時装着が可能です。
※弊社製ジェネレータープラグ（05-02-0044・05-02-0045・05-02-0046）との同時装着は出来ません。
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ἨἻỸὅ

※SP武川製ビッグスロットルボディー装着車用

ṲỴἽἱЪụЈẲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊ

ἨἻἕἁẅᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵏᵗ

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。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。 ※取り付けの際 紐を締め上げますが、必要以上
に引っ張るとシートカバーが破損します。

ṲἼỴἉἹἕἁỴἨἏὊἢὊᴾӲ‑ᵏᵎᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
■減衰特性を向上させ、安定した走行を実現 ■スプリングプリロード：5段階調整
■オイルダンパー式 ■本体：スチール製 ■シリンダー（クロムメッキ）
■取付け穴径：上 Φ10 / 下Φ10 ■取付けピッチ：330mm
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ṲἼỴỿἵἼỴίἁἿἲἳἕỿὸ
スタイリッシュにまとまるキャリア形状 装着時純正スタイルになる様、
フレーム・シー
トに対して違和感なく取付け出来るフィッティング形状を採用。キャリアの固定はフレー
ムにある2ケ所の穴とリアショック固定部を利用しますので、加工の必要がなく簡単に
取付け出来ます。 許容積載量：1.0kg
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旋回時のひざの接地部、直進やブレーキ時のニーグリップ部に貼り付けることで、
フュ
ーエルタンクの傷防止として使用出来ます。又、適度なグリップ力を確保している為、
快適なライディングをサポートします。
ラバーを立体成型により製作している為、仕上
りも美しく装着時のカスタムイメージを高めます。装着はフューエルタンクのサイドに
付属の両面テープにて貼り付けます。
（サイズ：111mm×180mm 弊社ロゴ入り）

キャッチタンクへのエンジン内圧力の入力は、
シリンダーヘッドとクランクケース側か
ら可能で、出力はクラッチカバーへのオイルリターンとストレージタンク、又はエアフィ
ルターになります。更にオイルキャッチタンク内には、セパレーターが内蔵されている
為、内圧力と同時に入力されるオイルを押え、
クラッチカバーへオイルを戻します。
バフ研磨アルミ製タンクを採用。※弊社製R.サイドカバーとの同時装着は出来ません。
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※ノーマルエアクリーナーボックス車やビッグスロットルボディー装着車など車両の
仕様により、ホースの取回しや接続方法が異なります。説明書をご覧下さい。
※ダウンマフラー装着車が対象です。
ノーマルマフラー、
アップマフラーの同時装着は
出来ません。

07-05-0035

パワーフィルター装着
（エアクリーナーボックスのカバーを外しています）

Φ22.2スチール製パイプを使用することで、十分な剛性と握りやすさを追求したグラブ
バーです。本製品を取付けることで車両移動時の安定保持に最適です。
■純正シートとの同時装着が可能。

ノーマルエアフィルターと交換することで吸入効率が向上し、
ノーマルエンジンに装着
した場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップが可能になります。
ノーマル
フィルターの吸入不足が解消されるので、弊社製エンジンパーツ装着車は更に出力を
引出すことが出来ます。
ノーマルエアクリーナーボックスをそのまま使用する為、吸気
騒音や雨天時の問題も無く、
ノーマル同様にご使用頂けます。
本製品には粗目と細目の2種類のフィルターが付属しております。
※ノーマルエンジンに本製品を使用する場合、インジェクションコントローラーの同時
装着は必要ありません。

ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵏᵖ
ἨἻἕἁرᘺ ᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵐᵎ

ἠὊἰἽἁἻἕἓဇ ᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵎᵐᵗᵑ
ࡴᅈᙌἋἬἉἵἽἁἻἕἓᵆݦဇἁἿἋἱἕἉἹὅᵇဇ ᵎᵐᵋᵎᵒᵋᵎᵐᵗᵓ
ギアレシオ

GROMノーマル
4速クロスミッションギア
5速クロスミッション

1st：2.500 2nd：1.550 3rd：1.150 4th：0.923
1st：2.500 2nd：1.631 3rd：1.227 4th：1.083
1st：2.333 2nd：1.684 3rd：1.272 4th：1.040 5th：0.923

ṲἋἦὊἛἍὅἇὊỿἕἚᴾᵎᵓᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵐᵏᴾ‑ᵏᵔᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ
リアホイール回転数を検知し、
ノーマルスピードメーターを駆動します。
スプロケット
の変更や弊社製5速クロスミッションの組付けを行った場合でも、
ノーマルメーター
に速度を表示することが可能です。又、
タイヤサイズを変更した場合でも、表示速度を
ノーマル比約84%〜約114%の範囲で16段階に補正することも可能です。
■ノーマルスイングアーム車、弊社製アルミスイングアーム装着車のどちらにも対応
※H.I.D.との同時装着は出来ません。 ※ノーマルホイール・ノーマルディスクボルト以外での動作確認は行っておりません。
※弊社製5速クロスミッションキット組付け時は、本製品を同時に取付けなければ、
ノーマルスピードメーターが動作しません。
※本製品はタイヤ外径の変化やスリップなどの要因により、実速と誤差を確実に無くすことが出来るわけではありません。

ṲἧἿὊἘỵὅἂἙỵἋἁἿὊἑὊίỸỹὊἨ࢟ཞὸ
ノーマルフロントキャリパーのままで取付け出来るフローティングディスクローターです。
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に押さえ、安定したブレーキ性能を維持
することが出来ます。
ディスクローターの摩擦面には錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を
採用。 ※ABS車には取付け出来ません。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵔᵑᴾ‑ᵏᵗᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴἙỵἋἁἿὊἑὊίỸỹὊἨ࢟ཞὸ
ノーマルリアキャリパーのままで取付け出来るリアディスクローターです。
ウェーブ形状はブレー
キパッドに付着したダストや水滴を掻き出し、制動力が向上します。弊社ロゴ入り。
ステンレス製。
■弊社製リアキャリパーブラケットキットとアルミスイングアームの同時装着が可能です。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵔᵒᴾ‑ᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἧἿὅἚỿἵἼἣὊἨἻἃἕἚỿἕἚίݣӼᵐᵮỿἵἼἣὊဇὸ
brembo社製 2Pキャリパーを装着出来るキャリパーブラケットです。
ノーマルディスクローター、
弊社製フローティングディスクローター（06-08-0163）、
どちらにも対応します。
※brembo社製対向2Pキャリパー（20.6951又は20.B852.10）が別途必要になります。又、
ブレーキ
ホース、バンジョーボルト、バンジョーの交換が必要になります。※ABS車には取付け出来ません。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵔᴾ‑ᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἼỴỿἵἼἣὊἨἻἃἕἚỿἕἚίᶀᶐᶃᶋᶀᶍᅈᙌݣӼᵐᵮỿἵἼἣὊဇὸ
brembo社製対向2Pキャリパーが装着出来るキャリパーブラケットです。
弊社製レーザーマーキングロゴ入り。キャリパー及びセンサー取り付けボルト付属。
※brembo社製対向2Pキャリパー（20.6951又は20.B852.10）が別途必要になります。又、brembo
社製キャリパー使用時、
ブレーキホース（500mm）
、バンジョーボルト
（M10×1.25/M10×1.0）、
バンジョー（サイド45°
/ストレート）、
ブレーキフルードの別途購入が必要になります。

ᵎᵔᵋᵎᵖᵋᵎᵏᵐᵑ‑ᵏᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ḤɲỉˁಮỆӳỪẶẺἨἾὊỿἭὊἋỿἕἚỊᵵᵣᵠỽἑἿἂửắᚁɦẰẟẇ

ロープロファイルタイヤやローダウン車両など幅広いカスタム車両に対応するノーマ
ルステップ用アジャスト式サイドスタンド。又、
ノーマルサイドスタンドスイッチが取付
け可能な為、サイドスタンドの戻し忘れ防止機能をそのまま使用することが出来ます。
スタンド本体や固定ナットはアルミ材を削り出し、
スプリングフック、ピボットボルト、
スタンドボルトにステンレス材を採用。汚れを防止するチューブカバーが付属。

ṲỺỴἧỵἽἑὊỿἕἚίἠὊἰἽἋἿἕἚἽἮἙỵὊဇὸᴾᵎᵑᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵏᵏᴾ‑ᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
本製品はノーマルエアクリーナーボックスを取外し、
ノーマルスロットルボディーに直
接装着出来るエアフィルターキットです。 ※ダウンマフラー装着車専用
ノーマルエンジン車に弊社製ダウンマフラーを取付けし、本製品を装着することで、マ
フラー交換時より更に高回転域の出力アップが可能となります。キットにはテストデー
タに基づき、吸入効果に影響を与えない適切な長さと位置関係を求めたノーマルスロ
ットルボディー専用コネクティングチューブが付属しております。エアフィルター本体に
はブローバイユニオンがついている為、付属のユニオンやホースを用いてブローバイ
ホースに接続出来ます。キットにはノーマルエアクリーナーボックスに装着されている
センサーを固定出来るセンサーステーが付属。本製品を装着することで、
ノーマルエア
クリーナーボックスの取外しが可能となる為、オイルクーラー本体をフレームに固定す
る弊社製オイルクーラーキットの装着が可能となります。

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵕᵖᴾ‑ᵏᵓᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

アーム部は50mm×28mmの六角断面形状パイプを使用。
アームブリッジには剛性の
高い日の字断面パイプを採用。
アームにバフ研磨を施し、装着時の存在感を高め車両
を美しく演出します。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来、
メンテナンス性に優れた専用アジャスターを装備。
ノーマルチェーンガード用のステー
が付属。装着写真は、弊社製アルミチェーンガード（09-09-0076）を装着しています。

ṲỴἽἱἓỹὊὅỾὊἛẅᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵖᵏẅ‑ᵔᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
シャープなデザインのアルミ製チェーンガード。表面にはシルバーアルマイトが施され
ています。ボルト類には耐腐食性に優れたステンレス製。
ノーマルスイングアームと弊
社製アルミスイングアームに対応。
■ノーマルリアショック、又は弊社製リアショックアブソーバー、
アルミ削り出しリアショッ
クアブソーバーの同時装着が可能です。

調整範囲：ノーマルより40mm短縮〜15mm延長

ṲἨἾỶἌỸỶὅỽὊίᵒ̾ᵏἍἕἚὸ
ブレイズウインカーに変更することで、無点灯時、及び点灯時共に車両を美しく演出し
ます。
ウインカーバルブを包み込む様、立体的に構成されたリフレクターを採用するこ
とで、
ノーマルとは異なる反射が可能となり、車両のドレスアップ効果を高めます。
取付けは配線加工やステー追加などの作業は必要無く、
ノーマルウインカーユニット、
バルブ、
ソケットハーネスを交換します。ハイパーLEDウインカーバルブが付属。
※ウインカーユニットを装着するスクリューは、
ノーマルを再使用します。

※ノーマルマフラー、弊社製アップマフラー（スポーツマフラー/RSスポーツマフラー）
との同時装着は出来ません。
※弊社製各種エンジンパーツと同時装着する場合は、FIコンTYPE-e またはTYPE-Xでセッティングを行う必要があります。
各種エンジンパーツとエアフィルターキットの組み合わせや別途購入部品に関しましてはWEB SITEにてご確認下さい。

ṲỴἽἱἋỶὅἂỴὊἲᴾᵎᵔᵋᵎᵑᵋᵎᵏᵑᵒᴾ‑ᵔᵖᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

Ӳ‑ᵗᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲỴἊἵἋἑἨἽἇỶἛἋἑὅἛᴾ

ṲᵲᵟᵤᵓᡮἁἿἋἱἕἉἹὅỿἕἚẅӲ‑ᵒᵖᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
エンジン回転数のパワーバンドをキープしながらスムーズに加速することが出来ます。
■ノーマルエンジンにもご使用可能。L./R.クランクケースカバーガスケット付属。
※下記弊社製スピードセンサーキットを同時に取付けしなければノーマルスピードメ
ーターが作動しません。
ご注意下さい。■ギアレシオは下記ギアレシオをご覧下さい。

ἨἻỸὅẅᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵐᵓᵎ

ṲἁἕἉἹὅἉὊἚỽἢὊίἒỶἶἴὅἛἋἘἕἓὸ

ᵎᵔᵋᵎᵒᵋᵎᵎᵑᵖᴾ‑ᵒᵏᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἋἩἼὅἂỽἻὊᾉἾἕἛرᘺ

ṲᵬᵣᵵᴾἑἕἁἿὊἽἉὊἚᴾӲ‑ᵏᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
シートベースから製作した弊社オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、
ノーマ
ルはもちろん、様々なカスタムスタイルにコーディネート出来るデザインです。
シート
ベースは樹脂製とすることで軽量化を実現。
シート表皮には滑りにくい生地を採用し、
ホールド感を高めます。シートスポンジには弊社オリジナルスーパーウレタンスポン
ジを採用し、ロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快適なライ
ディングをお楽しみ頂けます。■弊社製グラブバー、
リアキャリアの同時装着が可能。

あらゆるライディングスタイルに対応する各調整機能と軽量アルミ削り出しボディーを
採用。
スプリングのセット長、伸び側減衰力（18段階）
、車高（320mm〜340mm）
、調整
が可能です。

キャッチタンクへのエンジン内圧力の入力は、
シリンダーヘッドとクランクケース側か
ら可能で、出力はクラッチカバーへのオイルリターンとストレージタンク、又はエアフィ
ルターになります。更にオイルキャッチタンク内には、セパレーターが内蔵されている
為、内圧力と同時に入力されるオイルを押え、
クラッチカバーへオイルを戻します。
バフ研磨アルミ製タンクを採用。 ■弊社製R.サイドカバーの同時装着可能

※ノーマルエアクリーナーボックス車やビッグスロットルボディー装着車など車両の
仕様により、ホースの取回しや接続方法が異なります。説明書をご覧下さい。
※ダウンマフラー装着車が対象です。
ノーマルマフラー、
アップマフラーの同時装着は
出来ません。

ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỽἢὊίὁỶἶὊࡸᵍࡸןὸίἠὊἰἽἁἻἕἓᵍἠὊἰἽἱἕἉἹὅࣖݣὸ

ṲὁỶἶὊࡸ
Ṳࡸן

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵓᴾ‑ᵔᵐᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

弊社製ビッグスロットルボディー装着車を対象としたステアリングダンパーセットです。
ステアリングダンパーを装着することで、走行時ハンドルの揺れや路面からのキックバ
ックを吸収出来、安定した走行をお楽しみ頂けます。
ステアリングダンパーセットは、
ス
テアリングダンパーキット
（ストローク125mm）
とステアリングダンパーステーキットが
セットしています。
フロントフォークに固定するダンパーステーは2ピース構造を採用す
ることで、
しっかりとホールドし、
メンテナンス性を向上させています。

ṲỼỶἽỿἵἕἓἑὅἁỿἕἚίἉἼὅἒὊἑỶἩὸίᵒᵐᵎᶁᶁὸ

本製品は、
スペシャルクラッチカバーキット TYPE-R（セパレーターキット付属）にスペシャルクラッチインナーキット TYPE-Rが付属
し、お買い求めしやすい価格に設定しております。キットには、
ノーマルメインシャフト
（ノーマルミッション）用とスペシャルクラッチ
専用クロスミッション（指定TAF5速クロスミッションキット 02-04-0295）用の2種類からお選び頂けます。

ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵐᵕᵒ ἠὊἰἽἳỶὅἉἵἧἚဇ
ίἠὊἰἽἱἕἉἹὅဇὸ

ᶀᶐᶃᶋᶀᶍᅈᙌᵐᵮỿἵἼἣὊဇ

ṲἋἘỴἼὅἂἒὅἣὊἍἕἚίᵱᵮന߷ᙌἥἕἂἋἿἕἚἽἮἙỵὊᘺბဇὸ

※ノーマルスイングアーム、及び弊社製アルミスイングアーム専用になります。
※弊社製 R. サイドカバーの同時装着が可能です。他社製サイドカバーの場合、マスタ
ーシリンダーが干渉する恐れがあります。
※弊社製マフラーであっても、設定するポジションによっては干渉するものがあります。
WEB SITE にある取扱い説明書にて詳細をご確認下さい。

クラッチアウターなどの回転部分を小径化する事でオイル拡散によるロス馬力の減少
や、更なるレスポンスの向上と回転マス重量の軽減を実現し、エンジンパワーを無駄無
く伝達します。6ディスク化により、
クラッチ容量がアップし、ハイパワーエンジンに対応。
クラッチの構造はスリッパークラッチ有無の2種類からお選び頂けます。
スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキのショッ
クを緩和します。
ダンパー内蔵プライマリドリブンギアを採用。
※クラッチインナーキットは、
ノーマルメインシャフト用（ノーマルミッション）
とスペシャ
ルクラッチ専用クロスミッション用の2種類からお選び頂けます。 ノーマルメインシャ
フト用は条件により、対応する弊社製TAF5速クロスミッションがあります。
※スペシャルクラッチインナーキット TYPE-Rを装着するには、スペシャルクラッチカバー
キット(セパレーターキット付属）の同時装着が必要になります。
ノーマルクラッチカバー、
ノーマルクラッチとの併用は出来ません。

ṲἋἬἉἵἽἁἻἕἓỿἕἚᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵰίᵵᵣᵲᵍᵢᵰᵷὸ

ᵲᵷᵮᵣᵋᵰίᵵᵣᵲὸίࡸἁἻἕἓὸ

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵖᵒᴾ‑ᵔᵐᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲἧỹὅἒὊἾἋỿἕἚᴾᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵓᵗᴾ‑ᵕᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ
ノーマルリアフェンダーを外し、本製品を装着する事でリア周りをシャープなフォルム
に変更する事が出来ます。
ノーマルウインカー、
テールランプはそのままで、
ノーマル
ライセンスランプ等を流用する為、別途購入部品が無く簡単に装着出来ます。
リフレクターキットが付属し、道路運送車両法に違反することはありません。
※リアインナーフェンダーを取付ける際に、一部簡単な加工が必要です。

ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵓᵎᵖᴾ‑ᵐᵏᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ίࡴᅈᙌἼỴỿἵἼἣὊἨἻἃἕἚᘺბὸ

ἋἬἉἵἽἁἻἕἓỶὅἜὊỿἕἚᴾᵲᵷᵮᵣᵋᵰίᵔἙỵἋἁˁಮὸ
ỼỶἽỺἾἳὅἚ

ἠὊἰἽἼỴỿἵἼἣὊဇ

ᵎᵗᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵐᵔᴾ‑ᵏᵗᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ṲᵪᵣᵢἧỻἂἻὅἩỿἕἚίᵐ̾λụὸ
ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、
夜間走行の安全性を高めます。ON/OFFスライドスイッチが付属している為、見通しが
悪い場所や夜間時などの必要に応じてご使用頂けます。
■高輝度LEDチップ採用 ■弊社製コンパクトLEDサーモメーターとの同時装着可能

ṲἢἕἁἋἘἕἩỿἕἚίᵒἯἊἉἹὅὸ
ストリートからスポーツ走行まで幅広いシチュエーションにおいて、快適なポジション
でお使い頂ける機能性に優れたバックステップキットです。ポジションの変更はフット
レスト位置を移動できる4ポジションのプレートと、
ブレーキやギアチェンジ時のつま先
位置を設定できる2ポジションの左右ペダルアームを採用。
これらを変更することで、お
好みのライディングポジションを設定することが出来ます。

純正フロントフェンダーを下げる事で泥はねを抑えると共に車両をスタイリッシュにま
とめます。又、
クロムメッキ処理ステーとアルミ削り出しセンタープレートの存在感が装
着時に車両を美しく演出し、
ドレスアップ効果を高めます。
■ステー：スチール（クロムメッキ）
■センタープレート：アルミ削り出し
（ショットブラスト＋シルバーアルマイト）
■クランプ部品：アルミ削り出し
（シルバーアルマイト）

ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵗᵏᴾ‑ᵏᵔᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

ἉἽἢὊ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵒᵑ ‑ᵏᵎᵊᵓᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἨἻἕἁ ᵎᵔᵋᵏᵑᵋᵎᵎᵒᵒ

※新機構を使用するには、弊社製オイル取出し口ボス付きボアアップシリンダーの同時装着が必要。

ṲἧἿὅἚἒỸὅἧỹὅἒὊἋἘὊỿἕἚ

ṲᵬᵣᵵᴾἥἾἕἚὁỶἛἋἘἕἩỿἕἚίἉἽἢὊὸ

ステップの固定位置の変更により、7ポジションか
ら選択可能。
※装着時、
アップステップにはなりません。

■新機構：オイルラインホースキット
（別売）を装着することで、
シリンダーヘッドに流れ
るオイルラインをオイルエレメント経由に変更出来ます。

※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。
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。

ἴὅỿὊᵏᵐᵓίᵨᵠᵎᵐᵋᵏᵎᵎᵎᵎᵎᵏ῍ὸ
ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しワイドステップです。
ノーマルと同様
に可倒構造を継承しています。
ステップと靴底の当たり面を大きくしたワイドサイズを
採用することで、
ライディング中のホールド感を高めます。
■指定HONDA純正部品の別途購入により、
ラバーステップ仕様にする事が出来ます。

ノーマルステップ交換型のオールアルミ削り出しアジャスタブルステップキットです。
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ステップバーと、上下の変化量を増やし過ぎないオフセットポジション調整が可能です。低ダメージ化を考慮し
たノーマル同様の可倒式や滑り止め形状に工夫を凝らすなど、機能の隅々まで追求しています。

※サーモスタットを装着するには、弊社製クラッチカバー用オイルクーラーキットの同時装着が必要。
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ṲἪἕἛἻỶἚἋἘὊίỴἽἱЪụЈẲὸ
ヘッドライト周りをスタイリッシュ
にまとめ、
ドレスアップ効果を高め
ます。

ἉἽἢὊ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵎ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵏ ‑ᵏᵏᵊᵖᵎᵎ
ἨἻἕἁ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵐ ίᆋ৷ὸ
ἾἕἛ
ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵑ
ἆὊἽἛ
ἁἿἲἳἕỿ ᵎᵓᵋᵎᵖᵋᵎᵒᵔᵒ ‑ᵏᵐᵊᵖᵎᵎ

ṲᵰᵌἁἻὅἁἃὊἋỽἢὊἩἿἘἁἑὊίỴἽἱЪụЈẲὸ
ノーマルプロテクター(樹脂製)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。

ṲἉὊἚἧἾὊἲỿἵἕἩẅᵎᵗᵋᵏᵏᵋᵎᵏᵒᵒẅ‑ᵒᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
パイプシートフレーム部に取り付けるドレスアップパーツです。キャップはアルミ材を
削り出し、表面にブラックアルマイトを施しています。中央に弊社ロゴのレーザーマー
キング入り。取り付け方法はラバーストッパーとなっており、簡単に取り付ける事が出
来ます。

ṲἳỶὅἋỶἕἓỽἢὊίỴἽἱЪụЈẲὸ
メインスイッチに貼りつけることでドレスアップ効果を高めます。

ἉἽἢὊ ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵑᵔ
ἨἻἕἁ ᵎᵓᵋᵎᵗᵋᵎᵎᵑᵕ
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ίᆋ৷ὸ

ṲỴἽἱЪụЈẲỼỶἽἧỵἻὊỿἵἕἩ
ワイヤーロック用穴付きOリング付き

ἉἽἢὊ ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵖ
ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵎᵗ Ӳ‑ᵐᵊᵐᵎᵎίᆋ৷ὸ
ἾἕἛ
ἨἻἕἁ ᵎᵕᵋᵎᵔᵋᵎᵎᵏᵎ

ἉἽἢὊ ᵎᵐᵋᵎᵏᵋᵎᵏᵏᵗ
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‑ᵓᵊᵖᵎᵎ
ίᆋ৷ὸ

Ṳ᠉ỼỶἽἧỵἽἑὊἿὊἑὊ
ノーマル遠心オイルフィルターに比べ、重量を半分以下に減らすことが出来、
クランク
シャフトヘの負担を軽減します。
これにより、エンジンレスポンスの向上が可能になり
ます。弊社ではオイルフィルター機能のある遠心フィルター部にポケット形状を採用し
ている為、遠心力で外側に追いやられたオイル内に含まれるスラッジなどを確実にキ
ャッチ出来ます。
ノーマル約1069g→

ᵎᵐᵋᵏᵎᵋᵎᵎᵎᵏᴾ‑ᵏᵐᵊᵎᵎᵎίᆋ৷ὸ

弊社製約401g（約60％軽量化）

ṲỴἁἍἇἼὊἢὊỺὅἛίἠὊἰἽἡὅἛἽဇὸ
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

ᵎᵔᵋᵎᵏᵋᵎᵎᵗᵗᴾ‑ᵑᵊᵖᵎᵎίᆋ৷ὸ

