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理想が創造し生み出した形…
カスタムバイク

CUSTOM-BIKE カスタムバイク
GC-111

往年の名車をモンキーで再現

Z‐
Ⅱスタイルモンキー

フレーム
セット商品

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ(F)
タイヤ(R)
ハンドル
ホイール
（F）
ホイール
（R）
フロントブレーキ

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

GC-113

究極ボディの最上級フラグシップモデル

リヤブレーキ

ビームーンファクトリー製84㎜ 2タイプキャリパー ビームーンファクトリー
84mmピッチキャリパーサポート
Φ190用
（リード90用）
ホンダ

その他パーツ

リヤマスター用リターンスプリング
アルミビレッ
ドマスター
リザーブタンクレスキッ
ト タイプ2
ダウンチューブ
12インチカーボンフェンダー
アクスルガード
ブラスターミニ
アンダーカウル

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

リヤブレーキ
その他パーツ

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シングルサイドスイングアーム搭載

税込価格
¥168,000
¥270,900
¥60,900
¥40,950
¥44,100

34504 ¥141,750
33510 ¥21,000
オープン
オープン

オープン
33186 ¥9,975

備考

90～94年のHRC製RS125フォーク
36HRCL
タイガーカラー イエロー

ブレンボ4Pキャリパーの右側取付用、100mmピッチ専用

オープン
ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA

オープン
39022
39418
33525
39921

¥2,100
¥3,150
¥7,770
¥26,250
オープン
39008 ¥2,625
33424 ¥24,990
オープン

塗装別
カーボンタイプは非売品。通常白ゲル仕様

GC-113
GC-017
シングルサイドスイングアーム10インチ5.5J +16cm
Φ30フォーク用ステムキッ
ト マルチタイプ2
GP-PERFORMANCE フルチタン
3Pバックステップタイプ2ディスク ブラック仕様
NSRminiフロントフォーク
NSRmini用リヤショック
FIモンキータンク
モンキー用カスタムシート
（段付きタックロール）
S1 110/80-10
S1 130/70-10

メーカー
G-craft
G-craft
G-craft
OVER
G-craft
G-craft
WP
ホンダ
G-craft
ミシュラン
ミシュラン
ハリケーン
10インチ3.5J
G-craft
10インチ5.5J
G-craft
ブレンボ4Pキャリパーサポート
G-craft
ブレンボ4Pキャリパー
G-craft
ブレンボ4Pキャリパー 左用
ブレンボ
ダブルディスクハブ
G-craft
左側用ブレンボ4Pサポート
G-craft
ビームーンファクトリー製84㎜ 2タイプキャリパー ビームーンファクトリー
84mmピッチキャリパーサポート
G-craft
20mmオフセッ
トジェネレーターカバー
G-craft
20mmオフセッ
トスプロケッ
ト
G-craft
マスターガード
G-craft
丸型キャッチタンク
G-craft
GC017フレーム用ステダンステー
G-craft
Φ30ライ
トステー
G-craft
モンキー用グラブバー
G-craft
スタビライザー タイプ2
G-craft
変マニホールドヨシムラＴＭ-ＭＪＮφ24・φ26用鋳造タイプ G-craft
BRAKING フロントディスクローター
デイ
トナ
HYPERPRO
ステアリングダンパー

品番
39984
60651
31133
32088
39300
33510
39068
36004
39044
39100
36005
37125
36028
33098
37017
39981
32102
32045
31207
37115
-

税込価格 備考
¥168,000
¥260,400
¥36,750
オープン
¥44,100
¥33,600
オープン
キャブ車には33099FIモンキータンク用変換アダプター必須
¥21,000
オープン
オープン
オープン
¥13,230
スイングアームに同梱
¥9,975
¥19,425
オープン
¥36,750
¥9,450 ブラックは36006
オープン
注文時指定、スイングアームと同梱
¥42,000
¥12,600
¥3,675
¥13,650 取り付け位置加工
¥8,925
¥12,075
¥11,025
¥11,550
¥7,140
オープン
オープン

Gcraftコンセプト10インチモンキー

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ
ハンドル
ホイール
フロントブレーキ

リペアパーツ

リヤブレーキ

スプロケッ
ト
カラーリング
その他のパーツ
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G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
BLUE POINT
G-craft
G-craft
RH松島(MRF)

品番
39984
60649
31149
34036
32088

5.5J極太ホイールモンキー

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ(F)
タイヤ(R)
ハンドル
ホイール
（F）
ホイール
（R）
フロントブレーキ

GC-901

Z2モンキー GC-111
メーカー
GC-017
G-craft
シングルサイ
ドスイングアーム12インチ
G-craft
RS125用倒立フォーク用ステムキッ
ト
G-craft
STRIKERパワーMINI Type1 ダウンアップタイプ G-craft
3Pバックステップタイプ2ディスク ブラック仕様 G-craft
RS125用倒立フォーク
ホンダ
OHLINS FOR MINIBIKE REAR SHOCK OHLINS
Z2外装セッ
ト
（タンク、
シートカウル、
サイドカバー） G-craft
モンキー用カスタムシート
（段付きタックロール）G-craft
MB68 100/80-12
IRC
IRC MB68
MB68 110/70-12
RS125用セパレートハンドル
ホンダ
NSR50/80
（後期）
、XR50/100モタード、
エイプタイプD ホンダ
ＺＺ
（ジーツー）
スズキ
ブレンボラジアル4Pキャリパー
ブレンボ
倒立フォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート G-craft
Φ220用（NSR50/80用、XR50/100モタード、エイプタイプD）

シングルサイ
ドモンキー(GC-901)
アルミビレッ
トフレーム GC-010
シングルサイ
ドスイングアーム 16ｃｍ
RS125倒立フォーク用ステムキッ
ト
プチエボ
3Pバックステップ タイプ2 ディスク用
RS125倒立フォーク
NSR用
ノーマル
カスタムシートMX
前 110-80-10
後 130-70-10
RS125用セパレートハンドル
前 10インチワイ
ドホイール3.5J
後 10インチワイ
ドホイール4.0J
カニブレンボ2Pキャリパー
ビルドアラインブレーキホース
MOTOマスター フロントディスクローター
フロントマスターシリンダーASSY
ブレンボ2Pキャリパー
ビルドアラインブレーキホース
リヤキャリパーサポート
NSR用リヤディスクローター
アルミスプロケッ
ト NSR用
ノーマル
リザーブタンクレスキッ
ト
ヘッ
ドライ
ト
可変マニホールド
TM-MJN φ26キャブレター

メーカー
G−craft
G−craft
G−craft
オオニシ
G−craft
HRC
WP
HONDA
G−craft
ミシュラン
ミシュラン
G−craft
G−craft
ブレンボ
アクティブ
アクティブ
HONDA
G−craft
アクティブ
G−craft
HONDA
AFAM
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
ヨシムラ

品番
69989
60444
31149

税込価格
備考
¥157,500
¥249,900 専用10インチ4.0Jホイール付属
¥60,900
95〜02製RS125倒立フォーク専用

32012

¥44,100
95〜02製RS125倒立フォーク

33536

39068

¥23,625
オープン
オープン
¥13,230

S1
S1
一輪分の価格
シングルサイ
ドに付属

オープン
φ220
45500-GT4-006
39041

廃番

33131

廃番
43121-GT4-710
420サイズ

33525

¥7,770

37200

¥15,750

GC-901用ワンオフ

GC-112

可愛く、ちっちゃく、コンパクトに 8インチミニモンキー

品番
60818
31168
34036
33188
-

シート
タイヤ(F)
タイヤ(R)
ハンドル
ホイール
（F）
ホイール
（R）
フロントブレーキ

モンキー用ミニシート
B-77 120/70-8
B-77 120/70-8
ノーマル
8インチ3.5J 8穴タイプ
8インチ5.5J 8穴タイプ
ブレンボ4Pキャリパー
ワイ
ドディスクハブ
APロッキードキャリパー
ワイ
ドリアディスクハブ
マスターシリンダーマウントキッ
ト
リザーブタンクレスキッ
ト
オイルキャッチタンクタイプ5 三次元文字彫り無し
GDFフロントフェンダー
GDFリアフェンダー
クラッチカバータイプ2
可変マニホールドヨシムラＴＭ-ＭＪＮφ24・φ26用鋳造タイプ
アジャス
トスタンド
ミニシート用グラブバー
ミニシート用テールランプステー

G-craft
G-craft
G-craft
ホンダ
G-craft
G-craft
ブレンボ
G-craft
APレーシング
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft
G-craft

33564
39199
39199
39155
39248
39044
39082
39048
30038
33555
37010
33404
33407
33043
37115
30103
32094
31201

タペッ
トカバー
ワイ
ドステップバー

G-craft
G-craft

33068
32035

リヤブレーキ
その他パーツ

バナナタイヤ＋ワイドホイール＋ストライカーマフラー

税込価格

60372
31093
32035
32047
39300

¥36,750
¥36,750
廃番
¥6,090
¥33,600

備考

33527
39200
39199
39082

¥21,000
¥5,775
¥5,985
¥26,250

フラッ
トタックロールタイプ

34037

¥39,900

Gクラフト/STRIKERコラボモ

39138
39041
39057

¥24,150
廃番
¥11,550

一台
（二輪分）
の価格

31214
32076
31219
30103
31207
33101
33421

¥1,680
¥8,820
¥8,820
¥9,450
¥11,550
¥3,045
¥3,780

フォークピッチ199ｍｍ
左右セッ
トの価格

199ｍｍピッチステムキッ
ト用

キャリパー
サポート

HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft

品番

スプロケット／
スペーサー

バフ仕上げ
4Lモンキー用テールランプ使用
調整幅 170〜270ｍｍ
199ｍｍピッチステムキッ
ト用

バックステップ／
ステップ周辺

8インチワイドFIモンキー

品番

税込価格

60645

¥39,900

32005

¥44,100

39200
39199
39404
39224

¥5,775
¥5,985
¥15,750
¥24,150
オープン

39028
33175

¥22,050
¥16,800
オープン

備考

ファイヤーパターン加工済み

アクセサリー／
エンジン周辺

オーダーシート

前後セッ
トの価格
ラージピス
トンタイプ
45121-GT4-710
45500-GT4-006

33131

廃番

33170
31162
31165
37104
30103
30104
33060
33043

¥8,925
¥6,825
¥9,975
¥9,975
¥9,450
¥4,410
¥9,450
¥1,575

リペアパーツ

FIモンキー(GC-903)
メーカー
ノーマル
HONDA
ノーマルルックスイングアーム スタビ付 +4ｃｍ G−craft
ノーマル
HONDA
ウィリーキッズ
フルチタンマフラー
FIモンキー用バックステップ ディスク用
G−craft
ノーマル
HONDA
ノーマル
HONDA
ノーマル
HONDA
カスタムシート
G−craft
前 steady B-77 110-80-8
G−craft
後 steady B-77 120-70-8
G−craft
ハンドル
アルミハンドル
G−craft
ホイール
8インチワイ
ドホイール3.5−4.0穴あきパック G−craft
フロントブレーキ カニブレンボ2Pキャリパー
ブレンボ
ビルドアラインブレーキホース
アクティブ
NSR用フロントディスクローター
HONDA
フロントマスターシリンダーASSY
HONDA
フロントハブ
G−craft
ディスクインナーチューブ
G−craft
リヤブレーキ
APロッキード レーシング2Pキャリパー
AP
ビルドアラインブレーキホース
アクティブ
リヤキャリパーサポート
G−craft
NSR用リヤディスクローター
HONDA
APロッキード2P用キャリパーサポート
G−craft
その他のパーツ ビレッ
トフロントキャリア
G−craft
ビレッ
トリアキャリア
G−craft
バッテリー移設キッ
ト
G−craft
アジャス
トスタンド
G−craft
スタンドホルダー
G−craft
アルミリアフェンダー
G−craft
クラッチカバー タイプ2 レッ
ド
G−craft

シート／外装

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ

メーカー
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
キタコ
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
HONDA
G−craft

ホイール／
ハブ

FIモンキーxGcraftカスタムパーツの最新コラボ

¥13,230
¥15,750
¥19,450
¥22,050
オープン
¥35,700
¥3,360
¥7,770
¥16,800
¥9,450
¥13,650
¥1,365
¥7,140
¥9,450
¥8,400
¥8,400 弊社リアショートフェンダーと併用する場合、フェ
ンダーをカットする等加工が必要です。
¥2,625
¥6,300

8インチワイドモンキー

車両名
8インチモンキー(GC-801）
フレーム
ノーマル
スイングアーム トリプルスクエアミニ ツインショック 4ｃｍロング
ステムキッ
ト
マルチタイプステムキッ
ト タイプ1
ステップ
ワイ
ドステップバー
アルミチェンジペダル
フロントフォーク ＮＳＲミニ用
リヤショック
キタコ製 285ｍｍ
タンク
ノーマル
シート
カスタムシート
タイヤ
前 steady B-77 110-80-8
後 steady B-77 120-70-8
ハブ
前 フロントハブ
後 ノーマル
マフラー
STRIKER  パワーMINI  モンキーType2
デル
ハンドル
ノーマル
8インチワイ
ドホイール2.75-3.5穴あきパック
ホイール
フロントブレーキ ブレンボ2Ｐキャリパー
キャリパーサポート
ＮＳＲ用φ160リヤディスクローター
リヤブレーキ
ノーマル
スプロケッ
ト
ノーマル
カラーリング
ノーマル
その他のパーツ ホーンステー
5Lモンキー用グラブバー
5Lモンキー用ショートテールステー
アジャス
トスタンド
スタビライザー タイプ2
ペラフェン
チビフェン アルミ バフ

GC-903

¥15,750
オープン 取り付け長265mm
キャブ車には33099FIモンキータンク用
変換アダプター必須
¥21,000
¥5,985
¥5,985

ステム／
ステム周辺

GC-801

税込価格 備考
¥44,100
ダストシール付属
¥33,600 塗装別、
¥40,950

スイングアーム

メーカー
ホンダ
G-craft
G-craft
G-craft
ホンダ
ホンダ
デイ
トナ
ホンダ

セット商品

ミニモンキー GC112
ノーマル
スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアミニ +4cm
ノーマルワイ
ドステムキッ
ト
STRIKERパワーMINI Type1 ダウンアップタイプ
ノーマル
ブレンボ4Pインナーチューブ
アルミリヤショック
FIモンキータンク

フレーム

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

43121-GT4-710
ノーマル

調整幅 170〜270ｍｍ
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理想が創造し生み出した形…
カスタムバイク

CUSTOM-BIKE カスタムバイク
GC-702

熱狂的なファンを持ち続ける 元祖「猿」 ネオノスタルジック 4Lモンキー

フレーム
セット商品
スイングアーム

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
ステップ
フロントフォーク
タンク
シート
タイヤ
ハブ
ハンドル
ホイール
フロントブレーキ
リヤブレーキ
スプロケッ
ト
カラーリング
その他のパーツ

ステム／
ステム周辺

GC-902

大人気の10インチドラッグスタイル進化版

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ
ハンドル
ホイール
フロントブレーキ

リヤブレーキ

キャリパー
サポート

その他のパーツ

バックステップ／
ステップ周辺

戦闘的スタイルのストリートドラッガー

品番

税込価格 備考

60365

¥31,500

33146

廃番

39028

¥22,050

39138
39057

¥24,150 一台
（二輪分）
の価格
¥11,550

39197
32074
31218

¥2,100
¥8,820
¥8,820

ショート加工して装着

4Lモンキー用
4Lモンキー用

10インチワイ
ドモンキー(GC-902)
アルミビレッ
トフレーム GC-010
ブラックアルマイ
ト加工
ツインショック ワイド 20ｃｍロング スタビ付
マルチタイプステムキッ
ト タイプ2
ファッ
トマフラー
バックステップ ディスク用
NSR用
（フロントフォークASSY）

メーカー
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
HONDA
HONDA
ツインショック用 330ｍｍ
オーリンズ
ノーマル
HONDA
カスタムシートMX
G−craft
前 110-80-10
ミシュラン
後 130-70-10
ミシュラン
アルミハンドル
G−craft
10インチワイ
ドホイール3.5−4.0パック
G−craft
カニブレンボ2P用キャリパーサポート
G−craft
カニブレンボ2Pキャリパー
ブレンボ
グッ
ドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ アクティブ
カニブレンボ用リヤキャリパーサポート
G−craft
カニブレンボ2Pキャリパー
ブレンボ
グッ
ドリッジブレーキホース 0 20 800ミリ アクティブ
リザーブタンクレスキッ
ト タイプ2
G−craft
φ30フォーク用ライ
トステー タイプ2
G−craft
ウィンカーステー タイプ2
G−craft
スタビライザー タイプ2
G−craft
BRAKING フロントディスクローター
デイ
トナ
BRAKING リアディスクローター
デイ
トナ
テールライ
ト 汎用LEDタイプ
キタコ
ウィンカー キャッツアイウィンカー
キジマ

品番
39989
39923
60419
31133
34029
32039

税込価格 備考
¥157,500
¥15,750 注文時オプション
¥46,200
¥36,750
¥29,400
廃番
L側 51500-GT5-003ZB
R側 51400-GT5-003ZB

33512 ¥23,625

39400 廃番
39236 ¥24,150
36015 ¥5,565

S1 オープン価格
S1 オープン価格
シルバー

ラージピス
トンタイプ
33130 ¥8,820
ラージピス
トンタイプ
33525
32025
32027
31207

¥7,770
廃番
¥6,090
¥11,550

スチール製ノーマルフェンダー装着
φ220
φ160

10インチワイドドラッグモンキー

シート／外装

車両名
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
シート
タイヤ

アクセサリー／
エンジン周辺

ドラッグモンキー
（ＧＣ-501）
ツインショック ワイド 16ｃｍロング スタビ付
マルチタイプステムキッ
ト タイプ2
ファッ
トマフラー
3Pバックステップ ディスク用
NSRミニフロントフォーク
ギャジーアジャス
トタイプ
カスタムシートMX
前 110-80-10
後 130-70-10
ハブ
前 フロントハブ
ディスクスペーサー
後 ワイ
ドリアハブ
ハンドル
ス
トレートハンドル
ホイール
10インチワイ
ドホイール3.5−4.0パック
ホイールブラックアルマイ
ト加工
フロントブレーキ カニブレンボ2P用キャリパーサポート
カニブレンボ2Pキャリパー
グッ
ドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ
リヤブレーキ
カニブレンボ用リヤキャリパーサポート
カニブレンボ2Pキャリパー
グッ
ドリッジブレーキホース 0 20 800ミリ
リザーブタンクレスキッ
ト タイプ2
その他のパーツ φ30フォーク用ライ
トステー タイプ2
ウィンカーステー タイプ2
スタビライザー タイプ2
NSRフォークショートキッ
ト
BRAKING フロントディスクローター
BRAKING リアディスクローター
テールライ
ト 汎用LEDタイプ
ウィンカー キャッツアイウィンカー
純正部品
リヤマスターシリンダーASSY
フロントカウル

リペアパーツ
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メーカー
HONDA
G−craft
HONDA
HONDA
G−craft
HONDA
HONDA
HONDA
G−craft
HONDA
HONDA
G−craft
G−craft
HONDA
HONDA
HONDA
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft

10インチ”ネオ”
ドラッグモンキー

車両名
フレーム

GC-501

4Lモンキー(GC-702）
ノーマル
ノーマルルックスイングアーム 2ｃｍロング
ノーマル
ノーマル
ディスク用インナーチューブ
ノーマル
ノーマル
ノーマル
前 フロントハブ
後 リヤハブ
ノーマル
8インチワイ
ドホイール2.75-3.5穴あきパック
キャリパーサポート
ＮＳＲ用φ160リヤディスクローター
ノーマル
ノーマル
ノーマル
タンクマークシート
4Lモンキー用ノーマルシート用グラブバー
4Lモンキー用ショートテールランプステー

メーカー
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
ギャジー
G−craft
ミシュラン
ミシュラン
G−craft
G−craft
G−craft

品番
60418
31133
34029
32012
39300

税込価格
¥46,200
¥36,750
廃番
¥44,100
¥33,600

備考
     
ハンドルクランプ未使用

33518
39028
39047
39048

¥23,625

¥22,050
¥10,500
¥35,700

39236
38039
36015
39043

¥24,150
¥1,050
¥5,565
¥15,960

ラージピス
トンタイプ

33130
39043

¥8,820
¥15,960

ラージピス
トンタイプ

33525
32025
32027
31207
33521

¥7,770
廃番
¥6,090
¥11,550
¥3,360

左右セッ
ト
260ｍｍ
S1
S1

オープン価格
オープン価格

13ｍｍオフセッ
ト
ハンドル取付部加工済み

G−craft
G−craft
G−craft
ブレンボ
アクティブ
G−craft
ブレンボ
アクティブ
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
デイ
トナ
デイ
トナ
キタコ
キジマ
HONDA
HONDA

一輪あたりの金額

スチール製ノーマルフェンダー装着
25ｍｍショート加工済み
φ220
φ160

43500-GT4-006
CRF100用純正部品加工装着

GC-601

GALE SPEED For Mini

12インチアクティブエイプ

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

ハンドル
ホイール
フロントブレーキ

カラーリング
その他のパーツ

純正部品

胴長短足太足系にGクラフトテイスト満載

備考
オリジナルペイント済み

オオニシヒートマジック製
32052 ¥35,700
オリジナルペイント加工済み
オリジナルペイント加工済み
シート形状変更＆張替え
オープン価格
オープン価格
39500 ¥102,900 一台
（二輪分）
の価格
39209 ¥8,820
39044 ¥19,425 取り付けピッチ40mm
注文時に長さを指定
33136 ¥8,820
39043 ¥15,960 ＊画像のものはスモールタイプ
注文時に長さを指定
33525 ¥7,770

アクティブ
アクティブ
アクティブ
アクティブ
アクティブ
HONDA
HONDA

ハンドル
ホイール
フロントブレーキ
リヤブレーキ

スプロケッ
ト

ミシュラン
ミシュラン
G−craft
G−craft
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
HONDA
ブレンボ
HONDA
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
G−craft
ミクニ
G−craft
G−craft

品番
60439
60193
31159

税込価格 備考
¥51,450
¥3,150 注文時のみのオプション
¥11,025

32075
33173

¥42,000
40ｍｍショート 左右セッ
ト
廃番

39028
39048

¥22,050
¥35,700

33176
39236

廃番
2個セッ
ト
¥24,150 一台分の価格

オープン価格
オープン価格

43121-GT4-710

33183
33111
36009
36017

43121-GT4-710
¥12,600
¥6,825 15丁
¥5,040 37丁
¥9,975 フリークールデザインにて塗装

31163
31166
37023
32083
39005

¥6,825
廃番
¥18,900 エアクリーナー同時装着不可
¥3,990
¥8,925

39164
33018

¥8,190 ダックスノーマル形状 ブラック
¥1,365 フラッ
トタイプ ブラック

キャリパー
サポート

カラーリング
その他のパーツ

メーカー
G−craft
G−craft
G−craft
OVER
G−craft
G−craft

スプロケット／
スペーサー

ハブ

リヤ4.0Ｊ ワイ
ドダックス(GC-904）
トリプルスクエアミニ 4.0Jワイ
ド用 2ｃｍロング
トリプルスクエアミニ用 OWチェーン引き仕様
ノーマルタイプトップブリッジ
レーシングダウン
ダックス用バックステップ ディスク用
ディスクインナーチューブ
ノーマル張替え
前 ミシュラン Ｓ1 110-80-10
後 ミシュラン Ｓ1 130-70-10
前 フロントディスクハブ
後 ワイ
ドディスクリアハブ
ノーマル
ノーマルルックハンドルノブ
10インチワイ
ドホイール ダックス用3.5J＆4.0J
カニブレンボ2Pキャリパー
NSR用リヤディスクローター
カニブレンボ2Pキャリパー
NSR用リヤディスクローター
リヤフローティングキッ
ト
トルクロッ
ド
フロントオフセッ
トスプロケッ
ト
リヤオフセッ
トスプロケッ
ト
G−craftオリジナル
ビレッ
トフロントキャリア
ビレッ
トリアキャリア
オイルキャッチタンク
ビレッ
トアシス
トグリップ
可変マニホールド CRミニφ22用
CRミニφ22キャブレター
ホールスペーサー
クラッチカバー

ホイール／
ハブ

ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
シート
タイヤ

バックステップ／
ステップ周辺

モンキーRスタイルの本格派ミニモト仕様

税込価格

60362 ¥66,150
31118 ¥43,050

10インチワイド”クール”ダックス

車両名
スイングアーム

GC-905

品番

ステム／
ステム周辺

GC-904

メーカー
HONDA
G−craft
G−craft
アクティブ
G−craft
KAWASAKI
HONDA
HONDA
アクティブ
メッツラー
メッツラー
HONDA
アクティブ
G−craft
ブレンボ
アクティブ
G−craft
ブレンボ
アクティブ
G−craft

スイングアーム

リヤブレーキ

12インチエイプ100
（ＧＣ-601）
ノーマル
トリプルスクエア リンクレスタイプ2
KSRフォーク用ステムキッ
ト
プチエボリューション
バックステップ ディスク用
KSR-1・2用
NSR用
（リヤショックASSY）
ノーマル
（スムージング加工済み）
ノーマル改
前 110-90-12
後 130-70-12
ノーマル
前後 GALESPEED ポリッシュ
KSRフォークステム用キャリパーサポート
ブレンボ4Pキャリパー
グッ
ドリッジブレーキホース 20 20 650ミリ
カニブレンボ用リヤキャリパーサポート
カニブレンボキャリパー
グッ
ドリッジブレーキホース 0 20 600ミリ
リザーブタンクレスキッ
ト タイプ2
アクティブ オリジナル
オイルクーラーキッ
ト
フェンダーレスキッ
ト
TMRφ28キャブレター
（ブラックボディ）
オイルクキャッチタンク
フロントディスクローター
リヤマスターシリンダーASSY
NSR用リヤディスクローター

セット商品

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ

12インチツインスパーレーサー

シート／外装

ホイール
フロントブレーキ

スプロケッ
ト
その他のパーツ

メーカー
品番
G−craft
39985
G−craft
60100
G−craft
31095
ス
トライカー
TTS
G−craft
39300
オーリンズ
HONDA
HONDA
BS
BS
アクティブ
ブレンボ
アクティブ
HONDA
HONDA
G−craft
39041
アクティブ
G−craft
33118
HONDA
AFAM
RH松島
RH松島
ドリームクラフト
G−craft
33530

税込価格 備考
¥168,000
GC-016専用
廃盤商品
GC-016スペシャル

廃番

¥33,600 左右セッ
ト
GC-016専用設定
シート延長加工済み
オープン レース専用
オープン レース専用
オープン

廃番

45121-GT4-710
45500-GT4-006
廃盤商品

リペアパーツ

リヤブレーキ

モンキーRレーサー
（GC-905）
アルミツインスパーフレーム GC-016
トリプルスクエアミニ NSRホイール用 +4ｃｍ
ステムキッ
ト タイプZ 173-35
ス
トライカーマフラー
NSR用バックステップ
NSRミニ用
オーリンズ製 NSR用
モンキーR用ノーマル
モンキーR用改造
前 110-80-12
後 120-80-12
ゲイルスピード 12インチ
カニブレンボ2Pキャリパー
ビルドアラインブレーキホース
XRモタード用フロントディスクローター
フロントマスターシリンダーASSY
ブレンボ2Pキャリパー
ビルドアラインブレーキホース
リヤキャリパーサポート
XRモタード用リヤディスクローター
アルミスプロケッ
ト NSR用
カーボンフロントフェンダー
カーボンリアフェンダー
フロントカウル
リザーブタンクレスキッ
ト

アクセサリー／
エンジン周辺

車両名
フレーム
スイングアーム
ステムキッ
ト
マフラー
ステップ
フロントフォーク
リヤショック
タンク
シート
タイヤ

¥8,400
43121-GT4-710
415サイズ
NSR用
NSR用
GC-016用
（試作品）
¥7,770
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究極が創造し生み出した形…
カスタムバイク

FRAME フレーム

フレーム

セット商品

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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フレーム

セット商品
スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

もっと手軽に、
もっと楽しく
カスタムバイク

Gcraft+e SERIES

+eシリーズ

シリーズ

フレーム

everybody,easy,enjoy（みんながより簡単に、もっと楽しく）
をコンセプトに開発された +e シリーズです。
製作工程のコストを抑え、品質は従来の物と変わらず、お求めやすい低価格を実現しました。
『より手軽にカスタムの楽しさを伝えたい』という私たちの想いから生まれた商品です。

セット商品

for BackStep

ドラム仕様

ディスク仕様

スイングアーム
for Monkey

ステム／
ステム周辺

●この商品の最大の特徴は、一つのバックステップで、
ドラム仕様・ディスク仕様両方に対応しています。
●初めはドラムで、後々ディスクといった段階を踏んだカスタムが可能です。
詳細はバックステップのページをご覧ください。

ホイール／
ハブ

for StemKit

スプロケット／
スペーサー
for Monkey & 6V-DAX

キャリパー
サポート

●ラインナップは4種類【モンキー用3種、DAX用1種）
●エントリーモデルでも、従来品と変わらない十分な性能、品質を実現。
●純正折りたたみハンドルが使用できます(DAXの場合12V用使用)
詳細はステムキットのページをご覧ください。

バックステップ／
ステップ周辺

for SwingArm

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

for Monkey

●パイプは2種類(バフ有り、バフ無し)、長さは3種類（4cm、10cm､16cm）
●作成方法を簡略化し、低価格でありながら品質はそのままです。
詳細はスイングアームのページをご覧ください。

リペアパーツ
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単品購入よりお買い得

外装キット

カスタムバイク

SET PRODUCTS セット商品

［34500］

Z1塗装セット未塗装

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285345004

¥55,650

フレーム

A5052 FRP
アルミガソリンタンク、
テールカウル、
サイドカバーの3点セットで
す。
タンクは無地仕様、
カウル、
カバー類は白ゲル仕上げとなりま
す。塗装ベースとなります。

セット商品
スイングアーム

［34501］

ステム／
ステム周辺

外装キット

Z2塗装セット火の玉カラーオレンジ

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285345011
A5052

FRP

塗装

¥141,750

［34502］

ホイール／
ハブ

Z2塗装セット火の玉カラーイエロー

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285345028

¥141,750

スプロケット／
スペーサー

A5052 FRP 塗装
アルミガソリンタンク、
テールカウル、
サイドカバーの3点セットで
す。Z2塗装仕様です。
火の玉
（オレンジ、
イエロー）
タイガー
（オレンジ、
イエロー）
の4種
です。
ご注文時にカラーをご指定ください。
注意：画像の車輌にしているのはイエローです。
フロントカウルは付属していません。

キャリパー
サポート

［34503］

バックステップ／
ステップ周辺

外装キット

Z2塗装セットタイガーカラーオレンジ

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285345035
A5052

FRP

塗装

¥141,750

［34504］

シート／外装

Z2塗装セットタイガーカラーイエロー

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285345042

¥141,750

A5052 FRP 塗装
アルミガソリンタンク、
テールカウル、
サイドカバーの3点セットで
す。Z2塗装仕様です。
火の玉
（オレンジ、
イエロー）
タイガー
（オレンジ、
イエロー）
の4種
です。
ご注文時にカラーをご指定ください。

アクセサリー／
エンジン周辺

注意：画像の車輌にしているのはイエローです。
フロントカウルは付属していません。

リペアパーツ
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単品購入よりお買い得
カスタムバイク

SET PRODUCTS セット商品
フロントキット

フロントキット

［34104］

8インチ3.5Jフロントディスクキット

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285341044

¥50,400

フレーム

A2017 A5052
シルバーアルマイト
純正のステムキットを使用したディスク交換キットに
なります。
ディスク化に必要な部品
（ディスクインナーチューブ・
フロントハブ・8インチ3.5Jホイール8穴）のセット商
品になります。
キャリパーはブレンボ2PＯＴキャリパーカニブレンボ
（必ずラージタイプ）
を使用します。
NSR50/80リヤ用の160ｍｍディスクローター、
フ
ロントブレーキマスター、
ブレーキホース等が別途必
要になります。

セット商品

［34115］ダブルディスクセット

JAN.4522285341150 （モンキー/ゴリラ用）

¥136,500

スイングアーム

A2017 A5052
シルバーアルマイト
HRC製φ30フォーク用の右側×2、
ダブルディスクハブ、
マルチタイプステムキット(199mm)、10インチ3.5Jホイ
ール、
ホイールスペーサー、
ブレンボ4P用キャリパーサポート(シルバー)左右のセットです。
ダブルディスク化がボルトオンで可能です。
メーターギア装着不可。ディスクローター,ブレーキホースは等が別途
必要です。

ステム／
ステム周辺

フロントキット

フロントキット

［34113］

10インチ4.0Jフロントディスクキット

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285341136

¥120,750

ホイール／
ハブ

A2017 A5052
シルバーアルマイト
スーパーワイドステムキットを使用することで、
フロン
ト10インチ4.0Jホイール、
カニブレンボを装着した
ディスク化を可能にしました。
4.0Jワイドホイールを使用してディスク化出来ます。
NＳＦ100用のフロントフォーク、
スーパーワイドステ
ムキット、
ワイドフロントハブ、
ディスクスペーサー、
カ
ニブレンボ用キャリパーサポート、10インチ4Jワイド
ホイール、
ホイールスペーサーのセットです。
単品で購入するより約10％程価格もお買い得で
す。
ディスクローターはNSR50/80のφ220をご使用く
ださい。

スプロケット／
スペーサー

［34105］10インチ3.5Jフロントディスクキット
JAN.4522285341051 （モンキー/ゴリラ用）

¥110,250

キャリパー
サポート

A2017 A5052
シルバーアルマイト
マルチタイプステムキット、
カニブレンボ
（ラージタイプ）
を使用した、最も人気のあるディスクキットです。
ディスク化に必要な部品
（NSF100用フロントフォーク・ワイドフロントハブ・10インチ3.5Jホイールリム、
カニブレン
ボ用キャリパーサポート、
ホイールスペーサー）
のセット商品になります。
キャリパーはブレンボ2POTキャリパーカニブレンボ
（必ずラージタイプ）
を使用します。
NSR50/80リヤ用の220mmディスクローター、
フロントブレーキマスター
（XR50/100モタード用推奨）
、
ブレーキ
ホース等が別途必要になります。

バックステップ／
ステップ周辺

リヤ周辺キット

リヤ周辺キット

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［34110］8インチ5.5Jリヤワイドドラムセット
JAN.4522285341105 （モンキー/ゴリラ用）

¥115,500

リペアパーツ

7N01 A5083 バフ
8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・
ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、
ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめま
す。スイングアームは、人気のトリプルスクエアタイプ10cmロングスーパーワイドです。単品で購入するより約10
％程価格もお買い得です。画像にあるドラムハブは付属しません。純正ドラムハブをご使用ください。
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［34111］8インチ5.5Jリヤワイドディスクセット
JAN.4522285341112 （モンキー/ゴリラ用）

¥157,500

7N01 A5083 バフ
8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・
ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、
ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめま
す。スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプ10cmロングスーパーワイドです。単品で購入するより約10%
程価格もお買い得です。キャリパーサポートは33170APロッキードキャリパーサポートが付属します。
リヤディスク
ローターはNSR50/80のφ160をご使用ください。

フロントキット

［34112］

8インチ4.0Jフロントディスクセット

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285341129

リヤ周辺キット

¥120,750

フレーム

A2017 A5052
シルバーアルマイト
スーパーワイドステムキットを使用することで、
フロン
ト8インチ4.0Jホイールを使用し、
ヤマハブレンボを
装着してディスク化を可能にしました。
8インチスタイルを崩すことなく、
ワイドホイールを使用
してディスク化出来ます。
NSR50/80ミニ用のフロントフォーク、
スーパーワイ
ドステムキット、
ワイドフロントハブ、
ディスクスペーサ
ー、
キャリパーサポート、8インチ4Jワイドホイール8
穴のセットです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得で
す。
ディスクローター
（NSR50/80/XR50/100モタード
リヤ用のφ160）
、
フロントマスター、
キャリパー
（ヤマ
ンボ）
、
ブレーキホースは別途ご用意ください。

JAN.4522285341006 （モンキー/ゴリラ用）

セット商品

［34100］10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット

¥68,250
スイングアーム

7N01 A5083 バフ
10インチ4Jホイールがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケットのセットです。
この商品を購入するだけで、
ボルトオンで4Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプです。単品で購入するより約10％程価格もお買い得です。
ドラムハブ、
ブレーキアームは純正を使用してください。
付属のホイールスペーサー、
スプロケットの丁数を選択できます。

ステム／
ステム周辺

リヤ周辺キット

リヤ周辺キット

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

ホイール／
ハブ

JAN.4522285341013 （モンキー/ゴリラ用）

¥105,000

JAN.4522285341020 （モンキー/ゴリラ用）

¥126,000

7N01 A5083 バフ
10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケッ
ト・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、
ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10％程価格もお買い得です。
画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をお使いください。
付属のホイールスペーサーが変更できます。
スプロケットは16Tが付属します。

キャリパー
サポート

7N01 A5083 バフ
10インチ4Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット
のセットです。
この商品を購入するだけで、
ボルトオンで4Jディスク仕様のワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプです。付属のキャリパーサポートは33130カニブレンボ用です。
キャリパーは別途カニブレンボ
（ラージタイプ）
お買い求め下さい。推奨ショック長は330㎜です。
単品で購入するより約10％程価格もお買い得です。
付属のホイールスペーサー、
スプロケットの丁数を選択できます。

［34102］10インチ5.5Jリヤワイドドラムセット

スプロケット／
スペーサー

［34101］10インチ4.0Jリヤワイドディスクセット

バックステップ／
ステップ周辺

リヤ周辺キット

リヤ周辺キット

シート／外装

JAN.4522285341037 （モンキー/ゴリラ用）

¥168,000

JAN.4522285341075 （ダックス/シャリー用）

¥136,500

7N01 A5083 バフ
ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するの必要な部品をセットにした商品になります。
こ
の商品は、
ドラム仕様になります。
ディスク仕様への変更は出来ません。
この商品を使用することで、
リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ま
す。
画像にあるドラムハブは付属しません。純正品をご使用ください。
単品で購入するより、
約10％お買い得です。

リペアパーツ

7N01 A5083 バフ
10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレー
ターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。スイングアームは、人気の
トリプルスクエアタイプスーパーワイドです。単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。キャリパーサポートは33130
カニブレンボ用キャリパーサポート
（ラージタイプを使用）
が付属します。キャリパー、
ローター、
ブレーキホース、
リヤマスターは付
属しません。別途お買い求めください。
リヤディスクローターはNSR50/80のφ160をご使用ください。
リヤショックは330㎜を
使用します。FI（フューエルインジェクション車輌）
モンキーは、
ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
付属のホイールスペーサーが変更できます。スプロケットは16Tが付属します。

［34107］ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤドラムセット

アクセサリー／
エンジン周辺

［34103］10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット
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単品購入よりお買い得
カスタムバイク

SET PRODUCTS セット商品
リヤ周辺キット

※モンキー/ゴリラ用の5.5Jリヤワイドセットに付属のスーパーワイ
ドスイングアームは、別途30047ワイドサス受けが必要です。ただ
し、付属のスイングアームはこのサス受けを使用しないローコスト
タイプのスーパーワイドスイングアームに変更が可能です。

フレーム

※セット商品のスイングアームは長さを変更することも可能です。
注文時に長さを指定してください。

セット商品

［34109］ダックスシャリー10インチ5.5Jリヤディスクセット
JAN.4522285341099 （ダックス/シャリー用）

¥168,000

スイングアーム

7N01 A5083 バフ
ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するの必要な部品をセットにした商品になります。
この商品は、
ディスク仕様になります。
この商品を使用することで、
リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ま
す。単品で購入するより、約10％お買い得です。
付属のホイールスペーサーが変更できます。
スプロケットは16Tが付属します。

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

Customize
History

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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2011

カスタムバイク

フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム

理想の追求が生み出した形…

フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム

理想の追求が生み出した形…

フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム

理想の追求が生み出した形…

フレーム

セット商品

スイ ン グ ア ー ム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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セット商品
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ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー
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リペアパーツ

21

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム

理想の追求が生み出した形…

フレーム

セット商品
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ステム周辺

ホイール／
ハブ
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リペアパーツ
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リペアパーツ
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All Parts Catalogue 2010-2011

カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム
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カスタムバイク
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カスタムバイク

SWING-ARM スイングアーム
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カスタムバイク

フレーム

セット商品

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
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スペーサー
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高精度・高剛性・造形美

ノーマルルック
ワイド

ノーマルルック
ワイド

カスタムバイク

STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット／ステム周辺
φ30フォーク用
173-40

フレーム

スチール 無地 STKM,SS400 無地
純正ステム（166．
5ｍｍ）より、片側18ｍｍずつワイド（202.5ｍｍ）になったノーマルタイプのステムに
なります。純正ハンドル・ライト・ハンドル・ウインカーがそのまま装着できます。純正色にペイントすれば、
ノーマルルックカスタムに最適です。専用アクスルシャフト（230ｍｍ）付属 このステムを使用して、
純正のドラムの足回りは装着できません。ホーンステーは付属していません。別途ホーンステー（品番
31214）を購入してください。装着可能フレーム番号6Vモンキー（Z50J-1300017～1639002）、
12Vモンキー（Z50J-2000001～2499999、AB27-1000001～） FIモンキー装着可能

［31146］ノーマルルックステムキット ワイド
JAN.4522285311467
¥33,600
（ダックス/シャリー用）

STKM SS400
純正ステム（166.5ｍｍ）より、片側18ｍｍずつワイド（202.5ｍｍ）になったノーマルタイプの
ステムになります。モンキーの純正ハンドル対応・ライトは取付幅155㎜、ダックスシャリー6V
ノーマルライト（おにぎりメーター）
も装着可能です。・ウインカーはダックスシャリーノーマル（出
目金ウインカー）が装着できます。また、純正色にペイントすれば、ノーマルルックカスタムに最
適です。専用アクスルシャフト（230ｍｍ）付属 専用のドラムサポートが必要です。シャリーノ
ーマルホーン装着可ノーマル比45㎜ショート（ノーマル長も製作できます。ご相談ください）

JAN.4522285311719
（モンキー/ゴリラ/FIモンキー用）

¥19,950

［31080］φ30フォーク用ステムキット タイプ2－55
JAN.4522285310804
¥35,700
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット55mm、ハンドルロッ
ク使用可。
12インチタイヤ＆ホイールを装着した際のエンジンヘッドとの干渉を防ぐ
ためにオフセット量を多くとってあるステムキットです。

φ30フォーク用
173-55

［31108］φ30フォーク用ステムキット タイプ2－55N
JAN.4522285311085
¥31,500
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット55mm、ハンドルロッ
ク使用可。
モンキー用ノーマルハンドル専用 12インチタイヤ＆ホイールを装着した
際のエンジンヘッドとの干渉を防ぐためにオフセット量を多くとりました

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、
驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズ
ステムキットです。エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみな
がら、性能アップを体感できます。オフセット55mmの特徴として、モンキーに12インチホイールを装着した際に、エンジンヘ
ッドとタイヤの干渉を避けるようにオフセットを増やしています。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した
純正ドラムハブが使用できます。
〔注意〕+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。

φ30フォーク用
173-55

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用
可。Gクラフトのトップモデルでもある
『タイプXステムキット』
シリーズにオフセット
55mmタイプが登場しました。フォークオフセット
（ヘッドパイプ中心からフォークの
中心まで）
を多くとることで、大径ホイールを装着した12インチ仕様や、
エンジンの
全長が変わるDOHCエンジン装着時に、エンジンとタイヤが接触するのを防ぎま
す。アクスルシャフトは付属していません
（NSR50/80の純正をご使用ください。）

アクセサリー／
エンジン周辺

［31171］＋ｅステムキット173－55

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
モンキー用ノーマルハンドル専用12インチホイールは使用しないで下さい
（100－65－12タイヤなら装着可）

［31180］φ30フォーク用ステムキット タイプX－55
JAN.4522285311801
¥37,800
（モンキー/ゴリラ用）

シート／外装

φ30フォーク用
173-55

［31107］φ30フォーク用ステムキット タイプ2－40N
JAN.4522285311078
¥31,500
（モンキー/ゴリラ用）

φ30フォーク用
173-55

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173ｍｍ、
オフセット40ｍｍ、ハンドルロッ
ク使用可。
12インチNSR50/80ホイールは使用しないで下さい
（100－65－12タ
イヤなら装着可）

φ30フォーク用
173-40

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
12インチホイールは使用しないで下さい
（100－65－12タイヤなら装着
可）

キャリパー
サポート

［31019］φ30フォーク用ステムキット タイプ3
JAN.4522285310194
¥35,700
（モンキー/ゴリラ用）

¥19,950

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工
程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽
しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。エントリーモデルとしながら
も、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを
体感できます。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハブが使
用できます。
〔注意〕+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。

［31079］φ30フォーク用ステムキット タイプ2-40
JAN.4522285310798
¥35,700
（モンキー/ゴリラ用）

スプロケット／
スペーサー

φ30フォーク用
173-40

JAN.4522285311702
（モンキー/ゴリラ/FIモンキー用）

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。モンキー
用φ30ステムの中でも最上級グレードのステムキットタイプZを基に新設計しましたオフセッ
トをショートタイプの37ｍｍとし、
トレール量を伸ばすことで優れた走行安定性を発揮します
肉厚の材料から削りだすことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しました
ハンドルクランプは連結タイプとなっており、機能だけでなくルックスの面でも他と違った仕
様になっていますアクスルシャフトは付属していません（NSR50/80を別途ご用意ください）

［31170］＋ｅステムキット173－40

φ30フォーク用
173-40

ステム／
ステム周辺

［31090］φ30フォーク用ステムキット タイプX
JAN.4522285310903
¥37,800
（モンキー/ゴリラ用）

φ30フォーク用
173-40

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ172mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
モンキー用ノーマルハンドル専用車高が低い車両のフロントフォークのス
トローク量を確保する為に逆ウイング形状になっています。
逆ウィングのオフセット量は17.5mmです。
ゴリラに装着する場合は他社
製品のノーマルトップブリッジ用のハンドルクランプが必要です。

スイングアーム

φ30フォーク用
173-40

［31104］φ30フォーク用ステムキット 逆ウイングタイプ
JAN.4522285311047
¥29,400
（モンキー/ゴリラ用）

セット商品

［31168］ノーマルルックステムキット ワイド
JAN.4522285311689
¥33,600
（モンキー/ゴリラ用）
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高精度・高剛性・造形美
カスタムバイク

STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット／ステム周辺
φ30フォーク用
199-40

φ30フォーク用
199-40

φ30フォーク用
199-40

フレーム

［31172］＋ｅステムキット199－40
セット商品

JAN.4522285311726
（モンキー/ゴリラ/FIモンキー用）

¥22,050

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低
価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。
エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感でき
ます。左右フォークの間隔を広げたステムキットで、フロントにワイドホイールを装着するのに最適です。ディスク使用ならば3.5Jホ
イール（8インチヤマンボ装着φ160ローター仕様）（
、10インチカニブレンボ、もしくはブレンボ4Pでφ220ローター仕様）まで、ドラム
を使用する場合は4.0Jまで装着できます。
〔注意〕+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。

スイングアーム

φ30フォーク用
199-55

ステム／
ステム周辺

［31156］φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ3
JAN.4522285311566
¥38,850
（モンキー/ゴリラ用）

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット55mm、
ハンドルロック
使用可。従来のマルチタイプステムキットのオフセットを40mmから55mm
に変更したものです。12インチ車輌に最適なオフセットですNSR50/80
等のタイヤ外径の大きい12インチホイールを装着することができます専
用アクスルシャフト付属NSR50/80フォークを装着した状態でモンキーの
ノーマルハブが装着できます
（要ドラムサポート・品番33114）

スプロケット／
スペーサー

φ30フォーク用
スーパーワイド

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

［31106］φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド
JAN.4522285311061
¥36,750
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。当社マルチタイプステムキット（フォークピッチ
199mm）よりさらに片側13mm広いフォークピッチ（225mm）のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロン
トに10インチ4.0Jホイール（ダックス・シャリー用）を履かしてのディスク仕様が可能になります。
（ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレ
ンボキャリパーになります。）ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用
する場合、別途当社製ハンドルクランプ（品番31017）が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ（品番
39082、39240）、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。

シート／外装

φ30フォーク用
ダックス

アクセサリー／
エンジン周辺

［31111］φ30フォーク用ステムキット タイプNダックス12Ｖ用
JAN.4522285311115
¥32,025
（ダックス用）

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
ハンドルロック使用可能車高を合わせるために別売りのフォーク延長キッ
トが必要です。
12Ｖ車専用ノーマルハンドル専用
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［31093］φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ1
JAN.4522285310934
¥36,750
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
当社ワイドホイール
（10インチ4.0J）
対応当社ディスクハブを使用しての
ディスク化にも対応しますアクスルシャフト付属。
ノーマルハブ装着可能
（要ドラムサポート・品番33114）

φ30フォーク用
199-40

［31092］φ30フォーク用ステムキット タイプX マルチタイプ
JAN.4522285310927
¥39,900
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
ステムキットタイプXのフォークピッチ199ｍｍバージョンです。
ワイドホイール、
ノーマルドラムハブなどの装着が可能になります。専用ア
クスルシャフト付属

φ30フォーク用
モンキーR

［31091］φ30フォーク用ステムキット
JAN.4522285310910
¥37,800
（モンキーR用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ172mm、
オフセット55mm、ハンドルロッ
ク使用可。
モンキーＲフォークの時はモンキーＲホイール使用NSR50/80フォークの
時はNSR50/80ホイール使用ノーマルヘッドライト使用可。
（Z50JRH
AB22-1000017～）

φ30フォーク用
ダックス

［31173］＋ｅステムキットダックス用173－40
JAN.4522285311733
¥19,950
（ダックス用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作
工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタム
を楽しんでいただくために生まれたGクラフト+eシリーズステムキットです。エントリーモデルとし
ながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能ア
ップを体感できます。弊社39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハ
ブが使用できます。+eシリーズのステムキットは、純正折りたたみハンドルブラケット専用です。

［31133］φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ2
JAN.4522285311337
¥36,750
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。アクスルシャフト付属。
10インチワイドホイール4.0J対応当社ディスクハブを使用してのディ
スク化にも対応しますノーマルハブ装着可能
（要ドラムサポート・品番
33114）

φ30フォーク用
199-40

［31109］φ30フォーク用ステムキット マルチタイプN
JAN.4522285311092
¥32,025
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
モンキー用ノーマルハンドル専用 当社ワイドホイール4.0J対応当社デ
ィスクハブを使用してのディスク化にも対応します。
アクスルシャフト付属 ノーマルハブ装着可能

φ30フォーク用
ダックス

［31101］φ30フォーク用ステムキット ダックス6Ｖ
JAN.4522285311016
¥35,700
（ダックス用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用不可。
車高を合わせるために別売りのフォーク延長キットが必要です。
6Ｖ車専用

φ31フォーク用
XR50/100モタード

［31151］φ31フォーク用ステムキット
JAN.4522285311511
¥36,750
（XR50/100モタード用）

A2017 シルバーアルマイト
φ31フォーク用、
フォークピッチ172mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
XＲ50/100モタード専用設計 ノーマルヘッドライト装着可能

φ31フォーク用
エイプ50/100

φ30フォーク用
エイプ50/100

φ31フォーク用
エイプ50/100

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
φ31フォーク用、
フォークピッチ172mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
エイプ50/100共通エイプ100に使用する場合にはエイプ50用のライト
ステーが必要です。

［31154］KSRフォーク用ステムキット
JAN.4522285311542
¥38,850
（ダックス6Ｖ用）

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用不可。
アクスルシャフト付属ダックスノーマルハブ装着不可ダックス6V用です。

KSRフォーク用
ワイドタイプモンキー

［31078］KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ
JAN.4522285310781
¥52,500
（モンキー用）

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ210ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用可。
10・12インチ対応
（10インチワイドホイール4.0J装着可）
アクスルカラー
はキャリパーサポートに付属します。
アクスルシャフト付属。
ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため
使用不可
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リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用不可。
アクスルシャフト付属KSRⅠ．
Ⅱ/110用のノーマルホイールとキャリパー装
着には付属のカラーを使用します。
ハンドルの取り付け角度によりタンクとハンドルが干渉する場合がありま
す

KSRフォーク用
ダックス6V

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。
倒立フォーク装着でモタードらしいスタイルを実現できます。
ノーマルヘッドライト装着可能。
ホイールアクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。

アクセサリー／
エンジン周辺

［31148］KSRフォーク用ステムキット
JAN.4522285311481
¥46,200
（KSR110用）

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用（トップφ39、アンダーφ41）、フォークピッチ181ｍｍ、オフセット37ｍｍ、ハンドルロッ
ク使用可。アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロ
ントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオ
フセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴箇所に3次元加工を施し、丸みを帯
びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。
〔注意〕エイプ100に装着する場合はエイ
プ50用のライトステーが必要です。アクスルカラーは弊社のキャリパーサポートに付属しています。

［31157］KSRフォーク用ステムキット
JAN.4522285311573
¥43,050
（XR50/100モタード用）

シート／外装

KSRフォーク用
KSR110

［31167］KSRフォーク用ステムキット タイプ2
JAN.4522285311672
¥54,600
（エイプ50/100/XR50/100モタード用）

KSRフォーク用
XR50/100モタード

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用可。
アクスルシャフト付属10・12インチホイールエイプノーマルホイール対応
エイプ100に装着の際にはエイプ50用のライトステーが必要です。
アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します

KSRフォーク用
エイプ50/100
XR50/100モタード

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用可。
アクスルシャフト付属ノーマルヘッドライト装着可能10・12インチ対応ア
クスルカラーはキャリパーサポートに付属します。

キャリパー
サポート

［31118］KSRフォーク用ステムキット
JAN.4522285311184
¥43,050
（エイプ50/100用）

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。
10・12インチ対応アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。
ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可

［31099］KSRフォーク用ステムキット
JAN.4522285310996
¥38,850
（モンキーR用）

スプロケット／
スペーサー

KSRフォーク用
エイプ50/100

［31100］KSRフォーク用ステムキット タイプ2
JAN.4522285311009
¥38,850
（モンキー用）

KSRフォーク用
モンキーR

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
φKSRフォーク用
（トップφ39、
アンダーφ41）
、
フォークピッチ181ｍｍ、
オ
フセット40ｍｍ、
ハンドルロック使用不可。
アクスルシャフト付属10・12インチ対応アクスルカラーはキャリパーサポ
ートに付属します。
ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可

KSRフォーク用
モンキー

A2017 シルバーアルマイト
φ31フォーク用、
フォークピッチ199mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
アクスルシャフト付属ノーマルハンドルクランプ使用エイプ50/100共通
エイプ100に装着する際にはエイプ50用のライトステーが必要です。

ステム／
ステム周辺

［31098］KSRフォーク用ステムキット タイプ1
JAN.4522285310989
¥37,800
（モンキー用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用、
フォークピッチ173mm、
オフセット40mm、ハンドルロッ
ク使用可。
アクスルシャフト付属ノーマルハンドルクランプ使用エイプ50/100共
通。エイプ100に装着する際にはエイプ50用のライトステーが必要で
す。

［31115］φ31フォーク用ステムキット マルチタイプ
JAN.4522285311153
¥35,700
（エイプ50/100用）

スイングアーム

KSRフォーク用
モンキー

［31117］φ31フォーク用ステムキット
JAN.4522285311177
¥35,700
（エイプ50/100用）

セット商品

［31142］φ31フォーク用ステムキット
JAN.4522285311429
¥35,700
（エイプ50/100用）

高精度・高剛性・造形美
カスタムバイク

STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット／ステム周辺
RS125フォーク用

RS125フォーク用

RS125フォーク用

フレーム
セット商品

［31199］RS125倒立フォーク用ステムキット
JAN.4522285311993
¥60,900
（モンキー/ゴリラ用）

［31149］RS125倒立フォーク用ステムキット
JAN.4522285311498
¥60,900
（モンキー/ゴリラ用）

［31150］RS125倒立フォーク用ステムキット
JAN.4522285311504
¥60,900
（KSR110用）

［31152］RS125倒立フォーク用ステムキット
JAN.4522285311528
¥60,900
（NSR50/80用）

［31206］スタビライザータイプⅠNSRフォーク用
JAN.4522285312068
¥10,500
（173mmピッチステム用）

［31207］スタビライザータイプⅡマルチタイプ用
JAN.4522285312075
¥11,550
（199mmピッチステム用）

［31216］ダウンフェンダーステータイプ1
JAN.4522285312167
¥7,350
（汎用）

［31217］

［31212］ダウンフェンダーステータイプ3
JAN.4522285312129
¥11,025
（172mmピッチステム用）

A2017 シルバーアルマイト
ホンダRS125倒立フォーク用（トップφ44、アンダーφ48）、
フォークピッチ178ｍｍ、オフセ
ット55ｍｍ、ハンドルロック使用可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをNSR50/80
に装着できるステムキットです。メーターギヤ使用不可ハンドルロック使用可能純正フレー
ムで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホ
ンダRS125倒立フォーク（95年～02年）専用
HRCRS125の到立フォーク(95～
02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

A2017 シルバーアルマイト
ホンダRS125倒立フォーク用（トップφ44、アンダーφ48）、フォークピッチ178ｍｍ、オフセット37ｍ
ｍ、ハンドルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをモンキー、ゴリラに装着できるス
テムキットです。弊社品番の33156キャリパーサポート（ブレンボ4P用）を使用すれば、NSR50/80
のホイールがボルトオン装着できます。
〔注意〕ホンダRS125倒立フォーク（95年～02年）専用。フ
ォークの突き出し量により、タイヤとエンジンが干渉する恐れがあります。 HRC製RS125の到立フ
ォーク(95～02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

A2017 シルバーアルマイト
ホンダRS125倒立フォーク用（トップφ44、アンダーφ48）、フォークピッチ178ｍｍ、オフセット37ｍｍ、ハンド
ルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをKSR110に装着できるステムキットです。弊社品
番の33156キャリパーサポート（ブレンボ4P用）を使用すれば、NSR50/80のホイールがボルトオン装着でき
ます。ホンダRS125倒立フォーク（95年～02年）専用。フォークの突き出し量により、タイヤとエンジンが干渉
する恐れがあります。ノーマルカウル、ノーマルメーターステー類は装着できません。HRC製RS125の到立フ
ォーク(95～02)の部品番号が統合されました R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

スイングアーム

RS125フォーク用

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
ホンダRS125倒立フォーク用（トップφ44、アンダーφ48）、フォークピッチ178ｍｍ、オフセ
ット37ｍｍ、ハンドルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをNSR50/80
に装着できるステムキットです。装着には専用のキャリパーサポート（品番33156）が必要
です。メーターギヤ使用不可。フルカウル装着の際には干渉する場合があります。ホンダ
RS125倒立フォーク（95年～02年）専用。HRC製RS125の到立フォーク(95～02)の部
品番号が統合されました R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

A2017 シルバーアルマイト
モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能
（タイヤサイズ3.5－8または
3.5－10） NSR50/80フォーク用 樹脂製のノーマルフェンダーを装
着の際には加工が必要です。

A2017 シルバーアルマイト
モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能
（タイヤサイズ3.5－8または
3.5－10） NSR50/80フォーク用 フォークピッチ199mmのステムキ
ット対応

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100ノーマルフォーク専用
ノーマルフェンダー装着用
タイプDは装着不可

左右セットクランプ部径50ｍｍ

ダウンフェンダーステー173mmピッチ

JAN.4522285312174
（汎用）

¥11,025

A2017 シルバーアルマイト
当社173ｍｍピッチステム用フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの
剛性アップにもつながります。モンキーのノーマルフェンダーを使用します。タイヤサイズ110/80
－10まで装着可能。これ以上のタイヤサイズでは、フェンダーとタイヤが接触する恐れがありま
す。12インチホイールは装着不可です。
〔注意〕装着にはフォークのを加工する必要があります。

A2017 シルバーアルマイト
当社172mmピッチ用ステム、またはXR50/100モタード純正ステムキットで、NS-1
やXR50/100モタード用のフォーク
（フォークアウター径がφ48のもの）
を使用した車
両、エイプタイプDに装着できます。フロントフォークのスタビライザーも兼ねていますの
で、
フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm（エイ
プフェンダー用） エイプタイプDでノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必
要です。フォークピッチ173・199ｍｍのステムキットを装着した車両には使用不可

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［39098］エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2
JAN.4522285390981
¥11,025
（エイプ50/100用）

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
当社172mmピッチ用ステム、
またはエイプ50/100純正ステムキットで、
エイ
プ50/100用の純正フォークを使用した車両に装着できます。フェンダーを
下げることで泥はねを抑え、
さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねて
いますので、
フロント周りの剛性アップにもつながります。
フェンダー取り付け
ピッチ98mm（エイプフェンダー用） エイプノーマルフェンダーを取り付けの
際には、加工が必要です。
タイプDは装着不可
（31212をお使いください）
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［31999］ベアリングレース圧入
JAN.4522285319999
（汎用）

¥2,205

ステムキットオプション
ステムキット注文時のオプションです。
ワッシャ・ベアリングレース・ダストシ
ールの取り付け加工ベアリングは付属しません。
ノーマル部品を使用していただくか、別途純正部品を購入してください。
取付け部品
（ホンダ純正部品）
ボトムコーンレース
（53212-030-010）
、
ダストシール
（53214-001-010）
、
ワッシャー
（53215-120-000

［38041］ステムキットブラックアルマイト加工
JAN.4522285380418
¥5,250
（オプション用）
オプション
当社ステムキットをブラックアルマイト加工いたいます。
注文時のオプション 今お持ちのステムキットには加工できません。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［31210］キーボックス取り付けステー

［31211］キーシリンダーステー
¥2,625

A5052 シルバーアルマイト
純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになりま
す。
キーシリンダーは、
プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線
が見えなくなり、
スタイリッシュになります。
ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。ステーボ
ルト穴径φ6.5、
キーシリンダー部穴径φ26

JAN.4522285312112
（汎用）

¥1,995

A5052 シルバーアルマイト
モンキー/ゴリラのノーマルキーシリンダー専用設計です。
ステー下部には、
φ6ボルトが入るように穴が開いているので、M6ボルト
を使用できる場所ならどこでも使用できます。
汎用ステーなので装着位置は自由です。
M6ボルトで干渉なく装着できる場所に装着してください。

［33107］キーシリンダーステーブラック
JAN.4522285331076
¥1,995
（汎用）

A5052 ブラックアルマイト
モンキー/ゴリラのノーマルキーシリンダー専用設計です。
ステー下部には、
φ6ボルトが入るように穴が開いているので、M6ボルト
を使用できる場所ならどこでも使用できます。
汎用ステーなので装着位置は自由です。
M6ボルトで干渉なく装着できる場所に装着してください。

セット商品

JAN.4522285312105
（モンキー/ゴリラ用）

スイングアーム

JAN.4522285312143
（汎用）

¥1,680
当社モン

A2017 シルバーアルマイト
メットホルダーをハンドルに移設するクランプです。直径22．
2ｍｍのハンド
ル専用です。装着状態ではメットホルダーを脱着することが不可能になっ
ていて、
クランプ本体もグリップ、
レバー、
スイッチ等を外さないとハンドルか
ら外れない設計になっています。盗難防止に役立ちます。
ノーマルハンドル
（折りたたみタイプ）装着可能。
〔 注意〕曲げ部のきついハンドルはＲの奥
まで通らない恐れがあります。
ノーマルハンドル
（折りたたみタイプ）
装着可

［32027］ウインカーステータイプ2
JAN.4522285320278
（汎用）

A2017 シルバーアルマイト
φ30フォーク用 ノーマルウインカー装着不可
10のものに対応 汎用ウインカー用

¥6,090
取付けネジ部径φ8・φ

ホイール／
ハブ

A5052 シルバーアルマイト
ノーマルフェンダーとの同時装着可 ノーマルホーン固定用
キー用ステムキットに装着可

［31221］ヘルメットホルダー移設ステー
JAN.4522285312211
¥3,150
（汎用）

ステム／
ステム周辺

［31214］ホーンステー

スプロケット／
スペーサー

［32029］ウインカーステーカーボン
¥893

A5052 無地
ノーマルウインカー用2個セット ノーマルウィンカーよりも重量的に重い
ものは使用しないで下さい。

JAN.4522285320292
（汎用）

¥2,100

カーボン
従来のウインカーステー
（32026）
のカーボン仕様です。
ドレスアップに最適です。
ノーマルウインカーより重い物や違う取付け方法で使用すると破損する
可能性があります。

［32063］φ31フォーク用ウィンカーステー
JAN.4522285320636
¥6,090
（φ31フォーク用）

A2017 シルバーアルマイト
φ31フォーク用、汎用ウィンカー用 取り付けネジ部分φ8、
φ10のもの
に対応しています。モンキー用純正ウィンカー装着不可

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285320261
（汎用）

キャリパー
サポート

［32026］ウインカーステー

シート／外装

自己潤滑特殊プラスチック
モンキーノーマルフォーク用
（フォーク径φ21.7用）
の強化ブッシュです。
フォークのガタつきを抑え、
安定した走行を実現します。6/12Ｖノーマルフ
ォークに装着可能

［31159］ノーマルタイプトップブリッジ
JAN.4522285311597
¥11,025
（モンキー/ゴリラ用）

A2017 シルバーアルマイト
ノーマルルックのトップブリッジです。
超ジュラルミン12ｍｍ板材より削り出した剛性の高いトップブリッジにな
っています。
ノーマル折りたたみハンドル専用です。
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リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
5Ｌモンキーのノーマルフォークに、
4Lモンキーのフォークブーツを取り付け
るカラーです。
4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。
フォークブーツは別売りです。
フォークブーツＨＯNＤＡ純正部品
（51505－064－010Ｂ）専用 ディ
スクインナーチューブとの同時装着不可

［33167］ノーマルフォーク用強化ブッシュ
JAN.4522285331670
¥5,565
（モンキー/ゴリラ用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［33148］5Lフォークブーツ取り付けカラー
JAN.4522285331489
¥4,200
（モンキー/ゴリラ用）

高精度・高剛性・造形美
カスタムバイク

STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット／ステム周辺

フレーム
セット商品

［31158］XR50/100モタード用トップブリッジ
JAN.4522285311580
¥13,230
（XR50/100モタード用）

［31200］ステムシャフト伸びる君

［31070］

［31018］ハンドルクランプKSRフォークステムキット専用
JAN.4522285310187
¥11,025
（汎用）

［31003］トップスレッドシルバー

［31013］センタ－ナット

［31015］センタ－ナット

A2017 シルバーアルマイト
フォーク突き出し量の調整が可能なアルミ削りだしのトップブリッジです。
XＲ50/100モタード純正ステムキット専用 ノーマルヘッドライト装着可
能 ノーマルハンドルクランプ専用設計 φ31フォーク用 フォークピッ
チ172ｍｍ

JAN.4522285312006
（汎用）

［31017］ハンドルクランプ左右セット
¥4,200

A2011 シルバーアルマイト
トップブリッジ取りつけ位置を30ミリ上げることが出来るカラーです。
ホンダ4ミニ系のM22-P1.0で設定しています。
フォークの突き出し量によりハンドルと干渉する場合、伸びる君を使用す
る事で突き出し量の自由度が増えます。

JAN.4522285310170
（汎用）

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト
Gクラフトステムキット用左右セット Gクラフトステムキット用 取り付け
ネジ径M8-P1.25 KSRフォーク用ステムキットには装着できません。

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ハンドルクランプオフセットスペーサー

ホイール／
ハブ

JAN.4522285310705
（Gクラフトステムキット用）

¥5,250

A2017 シルバーアルマイト
ハンドルクランプを前方に60ｍｍオフセットさせるステーです。ハンドルを適
正な角度で取り付けても、楽なライディングポジションを確保します。
また、ハ
ンドルクランプの高さも高くなるため、
ミドルアップハンドルにベストマッチで
すGクラフトステムキット専用です。取り付けピッチ65mm、M8ボルト使用。

A2017 シルバーアルマイト
KSRフォークステムキット用左右セット 取り付けネジ径M10-P1.25
KSRフォーク用以外のステムキットには装着できません。

JAN.4522285310033
（モンキー/ゴリラ用）

¥3,675

A2017 シルバーアルマイト
アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。
トップスレッド内側にOリングを設け、ホコリ、
水等の侵入を防ぎます。専用Oリング付属 モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社
アルミビレットフレームへの装着が可能です。ステムシャフト部分のネジピッチはM22-P1.0で
す。6角部分の寸法は31mmになります。装着にはモンキーレンチ、スパナ等の工具を使用し
てください。社外アルミフレームなどはヘッドパイプの寸法が異なり、装着できなかったり、Oリン
グが機能しない場合があります。当社トップスレッドの内寸は46、5φとなっています。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［31004］トップスレッドブラック

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285310040
（モンキー/ゴリラ用）

¥3,675

A2017 ブラックアルマイト
アルミ削りだしのステアリングトップスレッドです。
トップスレッド内側にOリングを設け、ホコリ、
水等の侵入を防ぎます。専用Oリング付属 モンキー、ゴリラのノーマルフレーム、または当社
アルミビレットフレームへの装着が可能です。ステムシャフト部分のネジピッチはM22-P1.0で
す。6角部分の寸法は31mmになります。装着にはモンキーレンチ、スパナ等の工具を使用し
てください。社外アルミフレームなどはヘッドパイプの寸法が異なり、装着できなかったり、Oリン
グが機能しない場合があります。当社トップスレッドの内寸は46、5φとなっています。

JAN.4522285310132
（モンキー/ゴリラ用）

¥1,680

A2017 ハードアルマイト
Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。

JAN.4522285310156
（モンキー/ゴリラ用）

¥1,680

A2017 レッドアルマイト
Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［31016］センタ－ナット
JAN.4522285310163
（モンキー/ゴリラ用）

［39933］
¥1,680

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
Gクラフトステムキット用 ノーマルトップブリッジには使用できません。

エンブレム

JAN.4522285399335
（汎用）

¥10,500

A2017 シルバーアルマイト
アンダーブラケット前方にマウントする
G'craftエンブレムです。
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［32080］ノーマルフォーク用ダストシール
JAN.4522285320803
¥2,205
（モンキー用）

シリコン
ノーマルモンキーでフロントに8インチ4Jホイール
（タイヤサイズ120-708）
を装着する際にフォークアウターとタイヤのクリアランスを確保します。
純正のダストシールを外して装着します。
現行型5Lタンクのモンキー専用です。
4Lなどのフロントダストシールがアルミのものには装着できません。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［32016］φ30フォーク用ライトステーチタンカラー
JAN.4522285320162
¥4,200
（φ30フォーク用）

［32019］φ30フォーク用ライトステーショート173mm用
JAN.4522285320193
¥4,200
（φ30フォーク用）

［32100］φ30フォーク用ライトステーショート173mm用
JAN.4522285321008
¥4,200
（φ30フォーク用）

［32018］φ30フォーク用ライトステーマルチタイプシルバー
JAN.4522285320186
¥4,725
（φ30フォーク用）

［32102］

A5052 シルバーアルマイト
フォークピッチ173ｍｍのステムキット用 φ30フォーク用ライトステー左
右セット

A5052 チタンアルマイト
フォークピッチ173ｍｍのステムキットに対応 φ30フォーク用ライトステ
ー左右セット

セット商品

［32008］φ30フォーク用ライトステーシルバー
JAN.4522285320087
¥4,200
（φ30フォーク用）

A5052 シルバーアルマイト
φ30フォーク用 173ｍｍピッチステム専用 従来のφ30ライトステー
（32008等）
よりステーの長さを約20ｍｍ短くし、薄型ヘッドライトにもバ
ランスよく装着できるようになりました。
ステー本体を大胆に肉抜きし、
軽量感溢れる仕様になっています。
ヘッドライトの取付けピッチは155ｍｍです。

スイングアーム

JAN.4522285321022
（φ30フォーク用）

ホイール／
ハブ

A5052 シルバーアルマイト
フォークピッチ199ｍｍのステムキットに対応 φ30フォーク用ライトステ
ー左右セット

ステム／
ステム周辺

A5052 チタンアルマイト
φ30フォーク用 173mmピッチステム専用 従来のφ30ライトステー
（32008等）
よりステーの長さを約20mm短くし、薄型ヘッドライトにもバ
ランスよく装着できるようになりました。
ステー本体を大胆に肉抜きし、軽量感溢れる仕様になっています。
ヘッドライトの取付けピッチは155mmです。

φ30フォーク用ライトステータイプ2

¥12,075

A2017 シルバーアルマイト
ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。
ノーマルと同様の取付
け方法で外径155mm以下のライトが装着可 φ30フォーク用ウインカース
テー付属

スプロケット／
スペーサー

［32054］φ31フォーク用ライトステーチタンカラー
JAN.4522285320544
¥4,200
（φ31フォーク用）

［32104］

［32015］

［32030］

JAN.4522285321046
（φ31フォーク用）

JAN.4522285320155
（KSRフォーク用）

JAN.4522285320308
（汎用）

A5052 シルバーアルマイト
ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着でき
るようになりました。
ステー部分の厚みを6mmとすることで、
ステー自体の剛性も向上してい
ます。
ヘッドライト取り付けピッチ155mm

A5052 シルバーアルマイト
フォークピッチ172、173mmのステムキットに対応

バックステップ／
ステップ周辺

［32053］φ31フォーク用ライトステーシルバー
JAN.4522285320537
¥4,200
（φ31フォーク用）

キャリパー
サポート

［32099］φ 30 フォーク用ライトステータイプ3ショートタイプ
JAN.4522285320995
¥11,550
（φ30フォーク用）

A5052 チタンアルマイト
フォークピッチ172、
173mmのステムキットに対応

シート／外装

¥13,230

A2017 シルバーアルマイト
当社KSRフォークステムキット専用 ウ
インカーステー付属 クランプ径トップφ
39、
アンダーφ41

RS125倒立フォーク用ライトステー

リペアパーツ

¥12,075

A2017 シルバーアルマイト
従来品（品番32062）のデザインをスタイリッシュに仕上げました また、
ステー
部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法
で外径155mm以下のライトが装着可 φ31フォーク用ウインカーステー付属

KSRフォーク用ライトステー

アクセサリー／
エンジン周辺

φ31フォーク用ライトステータイプ2

¥12,600

A2017 シルバーアルマイト
ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。
ノーマルと同様
の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 φ31フォーク用
ウインカーステー付属
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高精度・高剛性・造形美
カスタムバイク

STEM KIT/STEM PERIPHERAL PRODUCTS ステムキット／ステム周辺

フレーム
セット商品

［32077］φ26フォーク用ライトステー
JAN.4522285320773
¥8,820
（φ26フォーク用）

A6063 無地
パイプ内径φ28 純正色にペイントすれば、
ノーマルルックのカスタムモ
ンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。
（ライトステー
部分が4Lモンキーに合わせて短いため）
4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。
お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
塗装ベースですので、若干の傷があります。

［32078］φ30フォーク用ライトステー
JAN.4522285320780
¥8,820
（φ30フォーク用）

A6063 無地
パイプ内径φ32 純正色にペイントすれば、
ノーマルルックのカスタムモ
ンキーに最適です。
お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
塗装ベースですので、
若干の傷があります。

［39300］NSRミニフロントフォーク
JAN.4522285393005
（汎用）

¥33,600

HRC NSRミニ用
HRC製イニシャル調整機能付き φ30フォーク左右セット HRC製レ
ーサー
「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。
フォー
ク径φ30

スイングアーム

⚐ᱜ䊐䉤䊷䉪㐳㩿ᵈ㪈㪀
䉲䊢䊷䊃น⢻ኸᴺ㪈
䉲䊢䊷䊃น⢻ኸᴺ㪉

ᣂဳ㪥㪪㪩䊐䉤䊷䉪㩿䊖䊮䉻ㇱຠ⇟ภ㪌㪈㪋㪇㪇㪄㪞㪫㪋㪄㪐㪎㪈㪱㪘㪀
㪍㪈㪌㫄㫄
㩿㪊㪊㪌㪉㪇↪㪀㩷㪌㪍㪌㫄㫄
㩿㪊㪊㪌㪉㪇↪㪀㩷㪌㪊㪌㫄㫄㩷㩿ᵈ㪉㪀

⚐ᱜ䊐䉤䊷䉪㐳㩿ᵈ㪈㪀
䉲䊢䊷䊃น⢻ኸᴺ㪈
䉲䊢䊷䊃น⢻ኸᴺ㪉

ᣥဳ㪥㪪㪩䊐䉤䊷䉪㩿䊖䊮䉻ㇱຠ⇟ภ㪌㪈㪋㪇㪇㪄㪞㪫㪋㪄㪇㪇㪊㪱㪙㪀
㪌㪎㪌㫄㫄
㩿㪊㪊㪌㪉㪈↪㪀㩷㪌㪌㪇㫄㫄
㩿㪊㪊㪌㪉㪈↪㪀㩷㪌㪉㪌㫄㫄㩷㩿ᵈ㪊㪀

ステム／
ステム周辺

㩿ᵈ㪈㪀䈖䈖䈪䈱䊐䉤䊷䉪㐳䈫䈲䊗䊃䊛䉬䊷䉴ਅ┵䈎䉌䉟䊮䊅䊷䉼䊠䊷䊑┵䈱〒㔌䈪䈜䇯
㩿ᵈ㪉㪀䊖䊮䉻⚐ᱜㇱຠ䉟䊮䊅䊷䉼䊠䊷䊑㩿㪌㪈㪋㪈㪇㪄㪞㪪㪐㪄㪇㪇㪊㪀䈏ᔅⷐ䈮䈭䉍䉁䈜䇯
㩿ᵈ㪊㪀䊖䊮䉻⚐ᱜㇱຠ䉴䊒䊥䊮䉫㩿㪌㪈㪋㪇㪈㪄㪞㪫㪋㪄㪐㪎㪈㪀䈏ᔅⷐ䈮䈭䉍䉁䈜䇯

［33520］NSRフォークショートキット新型フォーク用
JAN.4522285335203
¥3,360
（φ30フォーク用）

ホイール／
ハブ

A2017 ステンレス使用
95年以降のNSR50/80、
NSR50/80ミニ用等新型フォーク用のショー
トキットです。本製品を組み込むことで、
フォーク全長を50ｍｍまたは80
ｍｍ短くできます。

スプロケット／
スペーサー

Customize
History

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

38

［33521］NSRフォークショートキット旧型フォーク用
JAN.4522285335210
¥3,360
（φ30フォーク用）

A2017 ステンレス使用
94年以前のNSR50/80のショートキットです。本製品を組み込むことで、
フォーク全長を25ｍｍまたは50ｍｍ短くできます。
1、
ここでの全長は、
フォークトップからボトムケース下部までの寸法です。
2、50ｍｍｍ短くする場合は、
ＨＯNＤＡ純正部品のスプリング
（51401－
ＧＴ4－971）
が必要になります。

2007

カスタムの決め手！ワイドホイール

8

カスタムバイク

WHEEL/HUB ホイール／ハブ

［39238］

インチ

8インチワイドホイール入門キット 前後3.5Jセット

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285392381

¥34,650

フレーム

A5052 シルバーアルマイト
モンキーカスタムの入門編として、
8インチ3.5Jホイール・B77タイヤ・チューブをセットにしました。
ノーマルモンキーにボルトオンで装着できます。
タイヤサイズ110/80-8、
1台分での販売になります。

セット商品

［39250］

インチ

8インチワイドホイール入門キット 3.5J-4.0Jセット

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285392503

¥37,800

ステム／
ステム周辺

A5052 シルバーアルマイト
フロント3.5J、
リヤ4.0Jホイール、B-77タイヤ110/80-8、B-77タイヤ120/70-8、3.5-4.00チューブ
2個、
リヤスプロケットスペーサー4mmのセットです。
ノーマルスイングアームに装着できる最大幅の8インチホイールのセットです。
フロントオフセットスプロケット4mmが別途必要です。15丁、
16丁どちらかをご購入下さい。

スイ ン グ ア ー ム

8

ホイール／
ハブ

8

インチ

スプロケット／
スペーサー

8

インチ

キャリパー
サポート

8インチワイドホイール2.75穴あき（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285391346
JAN.4522285391353

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能。推奨タイヤサイズB77

JAN.4522285391506

A5052 シルバーアルマイト
モンキー純 正のステムキット、スイングアームに装 着できます。推 奨タイヤサイズB77110/80-8、または
120/70-8 ディスク用キャリパーサポート
（39057）
装着不可

110/80-8、または

インチ

8インチワイドホイール3.5J4穴仕様（モンキー/ゴリラ用）

［39194］1台分
［39195］1輪分

JAN.4522285391940
JAN.4522285391957

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
モンキー純 正のステムキット、スイングアームに装 着できます。推 奨タイヤサイズB77110/80-8、または
120/70-8 ディスク用キャリパーサポート
（39057）
装着不可

39

リペアパーツ

JAN.4522285391513

¥24,150
¥13,230

¥24,150
¥13,230

アクセサリー／
エンジン周辺

8インチホイールキット3.5J穴無し（モンキー/ゴリラ用）

［39150］1台分
［39151］1輪分

JAN.4522285391551

A5052 シルバーアルマイト
モンキー純正のステムキット、スイングアームに装着できます。推奨タイヤサイズB77
120/70-8 ディスク用キャリパーサポート
（39057）
装着不可

8

インチ

JAN.4522285360144

シート／外装

8

110/80-8リム幅83mm

8インチワイドホイール3.5J穴あき（モンキー/ゴリラ用）

［39154］1台分
［39155］1輪分

バックステップ／
ステップ周辺

［39134］1台分
［39135］1輪分

カスタムの決め手！ワイドホイール
カスタムバイク

WHEEL/HUB ホイール／ハブ
8

8

インチ

インチ

フレーム

8インチワイドホイール4.0J穴あき（モンキー/ゴリラ用）

セット商品

［39220］1台分
［39221］1輪分

JAN.4522285392206
JAN.4522285392213

8インチワイドホイール4.0J穴無し（モンキー/ゴリラ用）

¥24,150
¥13,230

［39222］1台分
［39223］1輪分

A5052 シルバーアルマイト
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。
ノ
ーマルステム、
ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、
フロントフォークに32080のダストシール、
36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装
着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8
（B77）
リム幅114mm

スイ ン グ ア ー ム

8

JAN.4522285391551

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。
ノ
ーマルステム、
ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、
フロントフォークに32080のダストシール、
36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装
着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8
（B77）
リム幅114mm

8

インチ

JAN.4522285360144

インチ

［39248］

8インチ5.5Jワイドホイール8穴

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285392480

ステム／
ステム周辺

8インチワイドホイール4.0J4穴仕様（モンキー/ゴリラ用）

ホイール／
ハブ

［39235］1台分
［39234］1輪分

JAN.4522285392350
JAN.4522285392343

¥15,750

A5052 シルバーアルマイト
リム幅150mmのモンキー/ゴリラに装着できる8イ
ンチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイング
アーム専用です。取り付けの際には、
チェーンライン
を外側へ20mmオフセットさせる必要があります。
8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要
な部品は各種スーパーワイドスイングアーム、品
番39421の20mmオフセットスペーサー、品 番
37125の20mmオフセットジェネレーターカバー、品
番36028の20mmオフセットスプロケット16T、品
番30047ワイドサス受け(ツインサスの場合)、品番
32044ドラムブレーキアームが必要です。
使用可能タイヤは120/70-8(B77)となります。
本製品は公道使用不可。

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。
ノ
ーマルステム、
ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、
フロントフォークに32080のダストシール、
36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装
着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8
（B77）
リム幅114mm

スプロケット／
スペーサー

8

インチ

［39253］

8インチ5.5Jワイドホイール穴無し

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285392534

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

JAN.4522285392244 （モンキー/ゴリラ用）

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト
8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換するこ
とで、
ワイドな足回りに変更できます。3.5Jホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。
リヤ4.0Jは別
途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J（110/808B77）
、4.0J
（120/70-8B77）
リム幅3.5J
（100mm）
、4.0J
（114mm）
モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可
能。

40

［39138］8インチワイドホイール穴あき2.75＆3.5
JAN.4522285391384 （モンキー/ゴリラ用）

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト
ディスク用キャリパーサポート
（39057）
装着の際には個体差によりキャリパーとホイールが干渉する場合がありま
す。
（キャリパーを削って対応してください）
推奨タイヤサイズ2.75J
（110/80-8B77）
、3.5J
（120/70-8B77）
リ
ム幅2.75J
（83mm）
、
3.5J
（100mm） モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可能。

8

インチ

［39224］8インチワイドホイール3.5J－4.0J 穴有りパック

インチ

¥15,750

A5052 シルバーアルマイト
リム幅150mmのモンキー/ゴリラに装着できる8イ
ンチ最大幅のホイールです。スーパーワイドスイング
アーム専用です。取り付けの際には、
チェーンライン
を外側へ20mmオフセットさせる必要があります。
8インチ5.5Jワイドホイールを装着するのに必要
な部品は各種スーパーワイドスイングアーム、品
番39421の20mmオフセットスペーサー、品 番
37125の20mmオフセットジェネレーターカバー、品
番36028の20mmオフセットスプロケット16T、品
番30047ワイドサス受け(ツインサスの場合)、品番
32044ドラムブレーキアームが必要です。
使用可能タイヤは120/70-8(B77)となります。
本製品は公道使用不可。

8

8

インチ

［39225］8インチワイドホイール3.5J－4.0J 穴無しパック
JAN.4522285392251 （モンキー/ゴリラ用）

¥24,150

A5052 シルバーアルマイト
8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換するこ
とで、
ワイドな足回りに変更できます。3.5Jホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。
リヤ4.0Jは別
途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J（110/808B77）
、4.0J
（120/70-8B77）
リム幅3.5J
（100mm）
、4.0J
（114mm）
モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可
能。

8

10

インチ

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

インチ

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39233］8インチワイドホイール3.5－4.0J 4穴パック

A5052 シルバーアルマイト
8インチホイールの3.5Jと4.0Jが前後セットになったホイールパックです。純正の2.5Jホイールから交換するこ
とで、
ワイドな足回りに変更できます。3.5Jホイールはモンキーのノーマルフォークに使用可能。
リヤ4.0Jは別
途4mmオフセットスプロケット、4mmスプロケットスペーサーが必要です。推奨タイヤサイズ3.5J（110/808B77）
、4.0J
（120/70-8B77）
リム幅3.5J
（100mm）
、4.0J
（114mm）
モンキー・ゴリラノーマル車両に装着可
能。

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

インチ

JAN.4522285391582
JAN.4522285391599

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
ダックス、
シャリーの純正ホイールより、少し太いアルミワイドホイールです。腐食防止、硬度アップ、耐摩耗性を
上げるために表面にシルバーアルマイトを施しています。ダックス、
シャリーの4本スポーク車に装着可 リム幅
89mm

10

スイ ン グ ア ー ム

10

10インチワイドホイール2.75J（汎用）

¥24,150 ［39158］1台分
［39159］1輪分

セット商品

JAN.4522285392336 （モンキー/ゴリラ用）

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

インチ

ステム／
ステム周辺

10インチワイドホイ－ル3.5Jブラック（汎用）

10インチワイドホイール3.5インチ（汎用）
JAN.4522285390660
JAN.4522285390684

［39167］1台分
［39168］1輪分

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
ダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダッ
クス、
シャリーの純正4本スポークハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計 （ ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、
リ
ムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。） 推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mm

¥24,150
¥13,230

A5052 ブラックアルマイト
センターオフセット、ブラックアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステ
ム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの純正4本スポーク
ハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計（ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、
リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプ
は使用できません。）モンキー/ゴリラに装着するには別途ホイールスペーサーが必要です。ダックス4本スポークタイプのハブに装着可能です。

10

インチ

JAN.4522285391681

スプロケット／
スペーサー

10

JAN.4522285391674

ホイール／
ハブ

［39066］1台分
［39068］1輪分

10

インチ
4.0Jホイールスペーサー使用

インチ

キャリパー
サポート

10インチワイドホイール4.0Jダックスハブ用（汎用）
JAN.4522285391902
JAN.4522285391919

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
装着には専用スイングアーム及びオフセットスプロケットが必要です。推奨タイヤサイズ130-70-10
（ミシュラン
S1）
リム幅124mmノーマルフロントフォーク、
ノーマルスイングアームには装着不可。
ダックス、
シャリーの純正4本
スポークハブ、弊社ホイールスペーサー専用設計
（ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、
リム
をハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。

10

インチ
4.0Jホイールスペーサー使用

インチ

JAN.4522285391650

A5052 ブラックアルマイト
R&P、
モトラハブに装着できる10インチ4.0Jホイールです。モンキー、
ダックスに装着する際には別途専用パーツ
が必要です。
リム幅124mm R&P、
モトラ純正ホイールサイズ

¥24,150
¥13,230

A5052 シルバーアルマイト
R&P、
モトラハブに装着できる10インチ4.0Jホイールです。モンキー、
ダックスに装着する際には別途専用パーツ
が必要です。
リム幅124mm Ｒ＆Ｐ、
モトラ純正ホイールサイズ

10

インチ

10インチワイドホイ－ル3.5J

［39177］1台分
［39178］1輪分

3本スポーク（ダックス/シャリー用）

JAN.4522285391773
JAN.4522285391780

¥24,150
¥13,230

リペアパーツ

JAN.4522285391667

¥24,150
¥13,230

JAN.4522285390424

アクセサリー／
エンジン周辺

10インチワイドホイ－ル4.0Jブラック（R&P、モトラ用）

［39165］1台分
［39166］1輪分

JAN.4522285390363

シート／外装

10

10インチワイドホイ－ル4.0Jシルバー（R&P、モトラ用）

［39036］1台分
［39042］1輪分

バックステップ／
ステップ周辺

［39190］1台分
［39191］1輪分

A5052 シルバーアルマイト
センターオフセット、
シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマル
ステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、
シャリーの3本スポ
ークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、弊社ホイールスペーサー専用設計 （ただし、12Vシャリ
ーのチューブレスタイプのリムのように、
リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。）バルブは右側にしてください。
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カスタムの決め手！ワイドホイール
カスタムバイク

WHEEL/HUB ホイール／ハブ
10

インチ

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

10

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

インチ

フレーム

［39160］10インチワイドホイール2.75－3.5パック
セット商品

¥24,150

JAN.4522285391605 （汎用）

A5052 シルバーアルマイト
ダックス/シャリーの4本スポークハブ用の10インチ2.75J-3.5Jの前後パックです。
ダックス/シャリーの純正ステ
ム、
スイングアームに装着できます。
リム幅89mm
（2.75J）
、110mm
（3.5J）
3本スポーク車に装着する場合は、別途3本スポーク用の加工
（無償）
が必要です。
ご注文の際にご指定ください。チェーン調整の際のホイール位置によっては、
スイングアーム内側の
トルクロッド受けを若干削っていただく場合があります。

スイ ン グ ア ー ム

10

インチ

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー使用

［39236］10インチワイドホイール3.5－4.0Jパック

¥24,150

JAN.4522285392367 （汎用）

A5052 シルバーアルマイト
ダックス、
シャリーの純正ハブに使用できるフロント3.5J、
リヤ4.0Jのホイールパックです。
リヤに4.0Jホイールを装
着する場合、
前後7mmオフセットスプロケット、
ワイドスイングアームへの交換が必要です。
モンキー、
ゴリラに装着する場合専用部品が必要です。
リム幅3.5J
（110mm）
、
4.0J
（124mm）

10

10

インチ
4.0Jホイールスペーサー使用

インチ

ステム／
ステム周辺

［39249］10インチワイドホイール5.5J（1輪分）
ホイール／
ハブ

JAN.4522285392497 （汎用）

¥15,750

A5052 シルバーアルマイト
リム幅約153mmのワイドホイールです。ダックス、
シャリーの純正4本スポークハブ、弊社ホイールスペーサー専
用設計
（ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、
リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは
使用できません。)
注意装着には弊社スーパーワイドスイングアームが必要です。チェーンラインを20mmオフセットさせる必要があり
ます。1輪分の販売です。チューブサイズは5.4-10をご使用ください。

スプロケット／
スペーサー

12

［39254］10インチ5.5JワイドホイールR＆P,モトラハブ用（1輪分）
JAN.4522285392541 （R&P、モトラ用）
¥15,750
A5052 シルバーアルマイト
リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、
モトラハブに適合する寸法で製作されています。
また、
弊社R&P、
モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。
R&P、
モトラに使用する場合は、
スイングアームの加工や、
チェーンラインの加工が必要になります。
1輪分の販売です。チューブサイズは5.4-10をご使用ください。

12

インチ

インチ

［39131］

12インチワイドホイール3.75J穴なし

（エイプ50（前後）、エイプ100（フロント専用）用）
JAN.4522285391315
¥17,640

キャリパー
サポート

A5052 シルバーアルマイト
エイプ50/100用の12インチワイドホイールです。
リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12スト
レートバルブ
（ブリヂストン製、農機用AG4.00-12
チューブ推奨）
エイプ50のフロント/リヤ、
エイプ100
のフロントに装着できます。
エイプ100のリヤには、
スタッドボルト径が違うため
装着できません。
推奨タイヤサイズF120-70-12、
R130-70-12

75J穴あき
［39130］12インチワイドホイール3．
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285391308 （エイプ50（前後）、エイプ100（フロント専用）用）

¥17,640

A5052 シルバーアルマイト
エイプ50/100用の12インチワイドホイールです。
リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12ストレートバルブ
（ブリヂストン製、農機用AG4.00-12チューブ推
奨）
エイプ50のフロント/リヤ、
エイプ100のフロントに装着できます。
エイプ100のリヤには、
スタッドボルト径が違うため装着できません。推奨タイヤサイズF120-70-12、R130-7012

シート／外装

12

12

インチ

インチ

［39133］

12インチワイドホイール3.75J穴なし

（エイプ100（リヤ専用）用）
JAN.4522285391315
¥17,640

アクセサリー／
エンジン周辺

A5052 シルバーアルマイト
エイプ100リヤ用の12インチワイドホイールです。
リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12スト
レートバルブ
（ブリヂストン製、農機用AG4.00-12
チューブ推奨）
エイプ50のフロント/リヤ、
エイプ100
のフロントには装着不可エイプ100のリヤ専用推奨
タイヤサイズF120-70-12、
R130-70-12

［39132］12インチワイドホイール3.75J穴あき

リペアパーツ

JAN.4522285391322 （エイプ100（リヤ専用）用）

¥17,640

A5052 シルバーアルマイト
エイプ100リヤ用の12インチワイドホイールです。
リム幅118mm 推奨チューブサイズ4.00-12ストレートバルブ
（ブリヂストン製、農機用AG4.00-12チューブ推
奨）
エイプ50のフロント/リヤ、
エイプ100のフロントには装着不可エイプ100のリヤ専用推奨タイヤサイズF12070-12、
R130-70-12
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［39199］

タイヤ

steadyＢ－77タイヤ120－70－8

（汎用）
JAN.4522285391995

［39200］

タイヤ

steadyＢ－77タイヤ110－80－8

（汎用）
JAN.4522285392008

¥5,985

タイヤ
8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするよ
うに製作されたタイヤです。
トレッド部分は、
モンキーにちなんでバナナ形状を採
用しています。
通称バナナタイヤと呼ばれています。

¥5,775

フレーム

タイヤ
8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするよ
うに製作されたタイヤです。
トレッド部分は、
モンキーにちなんでバナナ形状を採
用しています。
通称バナナタイヤと呼ばれています。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

セット商品
スイ ン グ ア ー ム

ホイールオプション

ホイールオプション

ステム／
ステム周辺

［38039］ホイールアルマイト加工6・8・10インチ（1輪分）
オプション
当社ホイール
（6.8.10インチ）
をブラックアルマイト加工いたします。
納期はホイールの納期に約1週間追加されます。

¥1,050

［38040］ホイールアルマイト加工12インチ（1輪分）
JAN.4522285380401 （オプション用）
オプション
当社ホイール
（12インチ）
をブラックアルマイト加工いたします。
納期はホイールの納期に約1週間追加されます。

スプロケット／
スペーサー

10

¥4,200

ホイール／
ハブ

JAN.4522285380395 （オプション用）

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー

キャリパー
サポート

ホイールスペーサー（汎用）

ホイールスペーサー（汎用）

¥8,190 ノーマルハブタイプ フロント/リヤ共通 ディスク
A2017 シルバーアルマイト 仕様とドラム仕様で装着する面が変わります。
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専
［39163］JAN.4522285391636 ¥8,190 用設計（ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ）
A2017 ブラックアルマイト

［32046］JAN.4522285320469 ¥8,190

［39164］JAN.4522285391643 ¥8,190

［39091］JAN.4522285390912 ¥8,190

A2017 ゴールドアルマイト

4本スポークタイプ フロント/リヤ共通 ディスク
A2017 シルバーアルマイト 仕様とドラム仕様で装着する面が変わります。
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専
［39090］JAN.4522285390905 ¥8,190 用設計（ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ）
A2017 ゴールドアルマイト
A2017 ブラックアルマイト

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー

［39094］JAN.4522285391643 ¥8,190

A2017 ブラックアルマイト

ホイールスペーサー（汎用）

［39037］JAN.4522285390370 ¥8,190

4本スポークタイプ 4.0Jワイドホイールの装着に
（31093、
31133）
とワイ
A2017 シルバーアルマイト はマルチタイプステムキット
ドスイングアームが必要です。
［39080］JAN.4522285390806 ¥8,190（ダックス、シャリーのノーマル車 両には装 着 不
A2017 ゴールドアルマイト 可 ）当 社4.0Jワイドホイール（39036、39042、
39165、39166）装着用 R&P、モトラハブ用10
［39081］JAN.4522285390813 ¥8,190 インチワイドホイール専用設計
A2017 ブラックアルマイト

43

リペアパーツ

8穴タイプ フロント/リヤ共通 ディスク仕様とドラ
［39092］JAN.4522285390929 ¥8,190 ム仕様で装着する面が変わり
ます。
A2017 シルバーアルマイト
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専
［39093］JAN.4522285390936 ¥8,190 用設計（ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ）
A2017 ゴールドアルマイト

インチ
4.0Jホイールスペーサー

アクセサリー／
エンジン周辺

ホイールスペーサー（汎用）

シート／外装

10

バックステップ／
ステップ周辺

［39162］JAN.4522285391629

カスタムの決め手！ワイドホイール
カスタムバイク

WHEEL/HUB ホイール／ハブ
10

10

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー

インチ
2.75J、3.5J、4.0D
ホイールスペーサー

フレーム

［39095］10インチワイドスペーサー
セット商品

¥21,000

JAN.4522285390950 （汎用）

A2017 シルバーアルマイト
弊社10インチワイドホイールに挟み込むスペーサーです。
従来のホイールのサイズより0.55J
（14mm）
広くなります。左右から見た時のデザインも同じになります。
ドラム仕様・ディスク仕様両方に使用可能。
〔注意〕
スペーサーのホイールリム取り付けピッチは、
ダックス/シャリーハブ用のホイールと同じ寸法です。
Ｒ＆Ｐ/モ
トラハブ用のホイールには取り付けできません。

［39102］ホイールスペーサーディスクハブ用
JAN.4522285391025 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ダックス、
シャリーハブ用穴ピッチに合わせたディスク専用のホイールスペーサーです。
従来のホイールスペーサーに比べて、
ノーマルハブに似せたデザインになっています。
当社ディスクハブ専用です。
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D専用設計
（ダックス、
シャリーハブ用穴ピッチ）

スイ ン グ ア ー ム

［39028］

［39239］

（汎用）
JAN.4522285390288

（汎用）
JAN.4522285392398

フロントディスクハブ

¥16,800

フロントディスクハブ ブラック

¥22,050

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブで
す。
ノーマルステム、
φ30フォーク
（173mmピッチ）
に装
着可能です。
NSR50/80ディスクローター
（フロント、
リヤともに対
応）
モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラ
ー付属

¥22,050

A2017 ブラックアルマイト
モンキー用のアルミ削り出しディスクフロントハブで
す。
ノーマルステム、
φ30フォーク
（173mmピッチ）
に装
着可能です。
NSR50/80ディスクローター
（フロント、
リヤともに対
応）
モンキーノーマルメーターギア対応 専用カラ
ー付属

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

［39082］

［39240］

（汎用）
JAN.4522285390820

（汎用）
JAN.4522285392404

フロントディスクハブ ワイド

¥26,250

キャリパー
サポート

A5052 シルバーアルマイト
マルチタイプステムキット
（フォークピッチ199mm）
専用。品番39028のフロントハブよりローター取り
付け位置を13mm外側にオフセットしています。ディ
スク用、NSR50/80ディスクローター対応モン
キーノーマルメーターギア対応、専用カラー付属

フロントディスクハブ ワイド ブラック

¥26,250

A2017 ブラックアルマイト
マルチタイプステムキット
（フォークピッチ199mm）
専用。品番39028のフロントハブよりローター取り
付け位置を13mm外側にオフセットしています。ディ
スク用、
NSR50/80ディスクローター対応モン
キーノーマルメーターギア対応、
専用カラー付属

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

［39053］

［39241］

（汎用）
JAN.4522285390530

（汎用）
JAN.4522285392411

リアディスクハブ

リヤディスクハブ ブラック

¥25,200

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 シルバーアルマイト
アルミ削り出しディスクリヤハブです。
リヤフローティングキット
（33125．
33126．
33165
対応）
キャリパーサポート33123．
33130．
33131．
33152対応）NSR50/80リヤディスクローター用
専用カラー付属

リペアパーツ
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¥25,200

A2017 ブラックアルマイト
アルミ削り出しディスクリヤハブです。
リヤフローティングキット
（33125．
33126．
33165
対応）
キャリパーサポート33123．
33130．
33131．
33152対応）NSR50/80リヤディスクローター用
専用カラー付属

［39048］

［39242］

（汎用）
JAN.4522285390486

（汎用）
JAN.4522285392428

リアディスクハブ ワイド

¥35,700

¥35,700

A2017 ブラックアルマイト
アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。
リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してディ
スク化できます。
リヤローターはNSR50/80のφ160ローターを使用
します。
モンキーノーマルオフセットのホイールに適合しま
す。
39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、
ワイ
ドスイングアームが必要です。

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。
リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してデ
ィスク化できます。リヤローターはNSR50/80のφ
160ローターを使用します。
モンキーノーマルオフセットのホイールに適合しま
す。
39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、
ワイ
ドスイングアームが必要です。

リヤディスクハブ ワイド ブラック

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

セット商品

［39406］

（汎用）
JAN.4522285391001

（汎用）
JAN.4522285394064

ダブルフロントディスクハブ

¥36,750

（汎用）
JAN.4522285392435

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285331427

¥47,250

バックステップ／
ステップ周辺

［39104］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285331410

（汎用）
JAN.4522285391049

¥39,900

¥42,000

A2017 シルバーアルマイト
従来のダンパー付きリヤドラムハブのスプロケット取
り付け面を、
7mmオフセットさせたドラムハブです。
この商品を使用することで、10インチ4.0Jワイドホ
イールまで装着できます
（ワイドスイングアーム必要）
使用するスプロケットは、NSR50/80
（420サイ
ズの29T以上）
です。
28Ｔ以下は、
ダンパーホルダーとチェーンが干渉す
るため、使用できません。
モンキー用のスプロケットは使用することができませ
ん。

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
ビレットタイプのダンパー付きドラムハブです。ハブダ
ンパー装着によりミッションへの負担を軽減します。
スプロケット側に大径ベアリング(外径35ｍｍ)を使
用しているため、通常のハブよりも強度が向上して
います。
ノーマルハブと基本設計が共通になっており、ハブ
を交換するだけでダンパー付きにする事が可能で
す。使用するスプロケットはNSR50/80(420サイ
ズ)です。
モンキー用のスプロケットは使用できません。
専用カラー付属 10インチ4.0Jや8インチ4.0など
のスプロケットスペーサーを使用する仕様は装着不
可です。専用カラー付属。29T以上のスプロケット
を使用してください。

ダンパー付きビレットリヤドラムハブ ワイド

シート／外装

［33141］

ダンパー付ビレットリヤドラムハブ

¥31,500

A2017 シルバーアルマイト
モンキー用のアルミ削り出しフロントドラムハブです。
ノーマルステム、
φ30フォーク
（199mmピッチ）
に装
着可能です。
ブレーキライニングは特殊スチール材を使用してい
ます。モンキー用のメーターギアが使用できます。
φ30フォーク用173mmピッチのステムキットには装
着不可

キャリパー
サポート

A2017 シルバーアルマイト
ハブダンパーを備えたワイドリアハブが登場 ミッシ
ョンへの負担を低減します。
スプロケット側にφ35の大径ベアリングを使用して
いるため、通常のディスクハブよりも、耐久性や強度
が向上しています。
品番39048・39242のワイドリヤハブと同等の寸
法で製作しているため、
ハブを交換するだけでハブダ
ンパー付きに変更できます。
使用するスプロケットはNSR50/80
（420サイズ）
で
す。モンキー用は使用できません。
ディスクローターはNSR50/80（φ160リヤ用）で
す。
10インチ4.0Jワイドホイール専用設計当社ワイドス
イングアーム専用専用カラー付属

ビレットフロントドラムハブ

スプロケット／
スペーサー

［33142］

ホイール／
ハブ

［39243］

ダンパー付リヤディスクハブ ワイド

¥39,900

A2017 シルバーアルマイト
ハブダンパーを備えたリアハブです。
ミッションへの
負担を低減します。スプロケット側に大径ベアリン
グ
（外径35mm）
を使用しているため、通常のディ
スクハブよりも強度が向上しています。当社品番
39053・39241のリヤハブとオフセットなどの基本
寸法が共通になっており、ハブを交換するだけでハ
ブダンパー付にすることが可能です。使用するスプ
ロケットはNSR50/80
（420サイズ）
です。
モンキー用スプロケットは使用できません。ディスク
ローターはNSR50/80（φ160リヤ用）
です。10イ
ンチ4.0Jワイドホイールとの同時装着不可。専用カ
ラー付属。29T以上のスプロケットを使用してくださ
い。

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
ホイールセンターに対して左右対称のダブルディス
クハブです。
右側のディスク取付け面は当社ワイドフロントハブ
の取付け面と同じ寸法で、当社のキャリパーサポー
トが使用できます。
キャリパーサポートは付属していません。
左側のキャリパーサポートは別途ご用意ください。
メーターギアは装着できません。

ダンパー付リヤディスクハブ

スイ ン グ ア ー ム

［39100］
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カスタムの決め手！ワイドホイール
カスタムバイク

WHEEL/HUB ホイール／ハブ
［39148］

［39149］

（エイプ50/100用）
JAN.4522285391483

（エイプ50/100用）
JAN.4522285391490

フロントディスクハブ

リヤディスクハブ

¥26,250

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100 共 通、ディスク 用、NSR50/80
ノー マ ル メー タ ー ギ ア 対 応 NSR50/80フ
ロントディスクローター用 キャリパーサポート
（33144NSR50/80純 正キャリパー用 ）専 用
エイプノーマルホイールもしくはノーマルオフセット
のホイールに対応する設計です。
別途39183ディスクスペーサーを装着し、
ブレンボ
4Pやカニブレンボを装着することができます。

¥34,650

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100共通 エイプ100に使用する場合
は付属のカラーを使用します。
NSR50/80リヤディスクローター用 エイプノーマ
ルホイールもしくはノーマルオフセットのホイールに
対応する設計です。

セット商品
スイ ン グ ア ー ム

［33140］

［39350］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285331403

（汎用）
JAN.4522285393500

ドラムブレーキパネル穴なしＦ/Ｒ共通

¥11,025

A2017 シルバーアルマイト
12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマル
ハブ用

ホイール強化プレート

¥3,675

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
ボルトの面圧を分散させ、
ホイールの剛性を向上し
ます。ホイールのドレスアップにもなります。
モンキー用ハブの取付けピッチ専用です。

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

Customize
History

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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2009

スプロケット／スペーサーが安定性を強化する

カスタムバイク

SPROCKET/SPACER スプロケット／スペーサー

フレーム

［39047］ディスクスペーサー 13mm

¥10,500

A2017 シルバーアルマイト
当社39028、
39239ハブに装着し、
ワイドフロントハブと同様のディスク取り付け面にできます。
8インチホイールならば3.5J
（ヤマンボ）
でディスク化できます。
ディスクオフセット量13mm NSR50/80ディスクローター用 専用ボルト付属 要マルチタイプステムキット
リアハブには装着不可

［39161］ディスクスペーサー 9.5mm
JAN.4522285391612 （汎用）

¥6,825

セット商品

JAN.4522285390479 （汎用）

A2017 シルバーアルマイト
当社フロントハブ
（39028、
39239）
に装着できるディスクスペーサーです。
ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。
NSR50/80のフロント、
リヤローターを使用 専用ボルト付属 リアハブには装着不可

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺

［39187］ディスクスペーサー 9.5mm

¥6,825

［39183］ディスクスペーサー 22.5mm（エイプディスクハブ）
JAN.4522285391834 （エイプ用）
¥8,820

ホイール／
ハブ

JAN.4522285391872 （汎用）

A2017 シルバーアルマイト
オフセット22.5mmのディスクスペーサーです。
当社フロントハブ
（39148専用）
NSR50/80フロントディスク
（φ220）
ローター用 NSR50/80フロントキャリパ
ー用 当社フロントハブ/NS-1フォーク装着でNSR50/80キャリパーを使用するのに使用します。

A2017 ブラックアルマイト
当社フロントハブ
（39028、39239）
に装着可能なディスクスペーサーです。
ローター取り付け面を9.5mm外側にオフセットします。
NSR50/80のフロント、
リヤローターを使用。
専用ボルト付属 リアハブには装着不可

スプロケット／
スペーサー
キャリパー
サポート

［39347］ハブスペーサー 1mm

¥1,155

A5052 シルバーアルマイト
ハブとホイールの間に挟み込むことで、
ホイールをオフセットさせることができます。
ホイールのセンター出しや、
キャリパーとの干渉を避けるために使用します。
ノーマルハブ、
または弊社ディスクハブに使用できます。

［39348］ハブスペーサー 2mm
JAN.4522285393487 （汎用）

¥1,155

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285393470 （汎用）

A5052 シルバーアルマイト
ハブとホイールの間に挟み込むことで、
ホイールをオフセットさせることができます。
ホイールのセンター出しや、
キャリパーとの干渉を避けるために使用します。
ノーマルハブ、
または弊社ディスクハブに使用できます。

シート／外装

A5052 シルバーアルマイト
ハブとホイールの間に挟み込むことで、
ホイールをオフセットさせることができます。
ホイールのセンター出しや、
キャリパーとの干渉を避けるために使用します。
ノーマルハブ、
または弊社ディスクハブに使用できます。

¥1,155

［36012］フィキシングプレート（オフセットＦスプロケ用）
JAN.4522285360120 （汎用）

¥336

リペアパーツ

JAN.4522285393494 （汎用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［39349］ハブスペーサー 3mm

スチール
オフセットスプロケット用のフィキシングプレートです。
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スプロケット／スペーサーが安定性を強化する
カスタムバイク

SPROCKET/SPACER スプロケット／スペーサー
7mm

4mm

フレーム

フロントオフセットスプロケット7mm（汎用）
セット商品

［36014］14丁 JAN.4522285360144
［36009］15丁 JAN.4522285360090
［36013］16丁 JAN.4522285360137
［36021］17丁 JAN.4522285360212

¥5,040
¥5,040
¥5,040
¥5,040

クロモリ鋼
7ｍｍ外側へオフセットさせたスプロケット
です。
チェーンラインを7ｍｍ外へ逃がし、
ワイド
ホイールや太いタイヤ等を装着した際の
チェーンとの干渉を防ぎます。
ノーマルエンジン専用 フィキシングプレ
ート付属 ホンダ純正カウンターシャフト
専用

フロントオフセットスプロケット4mm（汎用）

［36022］15丁 JAN.4522285360229 ¥5,040
［36023］16丁 JAN.4522285360236 ¥5,040

クロモリ鋼
4ｍｍ外側へオフセットさせたスプロケット
です。
チェーンラインを4ｍｍ外へ逃がし、
ワイド
ホイールや太いタイヤ等を装着した際の
チェーンとの干渉を防ぎます。
ノーマルエンジン専用 フィキシングプレ
ート付属 ホンダ純正カウンターシャフト
専用

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺

［36028］フロントオフセットスプロケット16Ｔ 20mm
ホイール／
ハブ

JAN.4522285360281 （汎用）

リヤオフセットスプロケット7mm（ダックス、シャリーノーマルハブ用）

¥15,750

SCM415 浸炭焼入れ
チェーンラインを20mmオフセットさせるスプロケットです。
16T4.0J以上の太いホイールを装着するのに必要です。
ホンダ純正カウンターシャフト専用 ノーマルエンジン専用です。
37124ジェネレーターカバー+37126スプロケットカバーか、37125のジェネレーターカバーを併用して使用してく
ださい。

［36027］32丁 JAN.4522285360274 ¥9,975
［36020］35丁 JAN.4522285360205 ¥9,975
［36017］37丁 JAN.4522285360175 ¥9,975

スチール製
7ｍｍ外側へオフセットさせたスプロケット
です。
チェーンラインを7ｍｍ外へ逃がし、
ワイド
ホイールや太いタイヤ等を装着した際の
チェーンとの干渉を防ぎます。
ノーマルエンジン専用 ダックス純正ハ
ブ用

スプロケット／
スペーサー
キャリパー
サポート

［39408］スプロケットスペーサー 2mm
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285394088 （汎用）

¥1,050

A5052 シルバーアルマイト
リヤのスプロケットを2mm外側にオフセットするスペーサーです。
ノーマルハブ幅のスイングアームに装着できます。
本製品を重ねての使用は御遠慮下さい。

［39403］スプロケットスペーサー 4mm
JAN.4522285394033 （汎用）

¥5,040

A2017 シルバーアルマイト
リヤのスプロケットを、
4mm外側にオフセットするスペーサーです。チェーンラインを4mm外へオフセットすることで、
ノーマルスイングアーム、
またはノーマルハブ幅のスイングアームに8インチ4.0Jホイールを装着することができま
す。
（ノーマルハブ幅では4mmが最大です）
純正ハブのスタッドボルトを抜いて付属のスタッドボルトに打ちかえて使用してください。必ずフロントのオフセットス
プロケット4mmと合わせてご使用ください。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［39038］スプロケットスペーサー 8mm

リペアパーツ

JAN.4522285390387 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
リヤスプロケットを外側に8㎜オフセットさせるスペーサーです。
ノーマルハブ専用 専用スタッドボルト付属
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¥5,040

［39040］スプロケットスペーサー 20mm ダックスハブ
JAN.4522285390400 （ダックス、シャリーノーマルハブ用）

¥16,800

A2017 クロモリ鋼
ダックス/シャリィ用スーパーワイドスイングアームと当社10インチ5.5Jワイドホイールを装着した場合に、
チェーン
ラインを出すために必要な部品になります。
鉄とアルミのハイブリット構造を採用し、
部品強度を確保しています。
使用するリアスプロケットは、NSR50/80もしくはNSF100用のスプロケットになります。20mmオフセットスプロ
ケット
（36028）
の併用をお勧めします。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39421］スプロケットスペーサー 20mm モンキーハブ

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト
当社スーパーワイドスイングアーム用のスプロケットスペーサーになります。20mmオフセット、
スタッドボルト組込
済。ニードルベアリングが組み込まれており、付属の専用カラーでしっかりアクスルを受ける設計になっています。
純正ドラムハブ、弊社ワイドリヤディスクハブ専用 2mmのスペーサーが付属しています。ディスクハブで使用す
る場合、付属のスペーサーをスプロケットの間に挟んで2mm外にチェーンラインをずらしてください。装着にはスー
パーワイドスイングアームが必要です。

6本スポーク用
［39341］NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様フロント3．
JAN.4522285393418
¥4,410
A2017 シルバーアルマイト
アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、
タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、
作業
性の向上と時間短縮が可能です。
レース専用部品につき、
メーターギアは使用できません。
6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)、
オーヴァーレーシングホイールにも使用可能。

セット商品

JAN.4522285394217 （汎用）

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、
タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業
性の向上と時間短縮が可能です。3本スポークのNSR50/80ホイール専用

A2017 シルバーアルマイト
アクスルカラーをビッグバイク等の耐久レース仕様にすることにより、
タイヤ交換時のカラーの欠落を防止し、作業
性の向上と時間短縮が可能です。
6本スポーク用はゲイルスピード(12インチ)、
オーヴァーレーシング製のホイールにも装着可能

スプロケット／
スペーサー

Customize
History

［39343］NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様リヤ6本スポーク用
JAN.4522285393432
¥3,780

ホイール／
ハブ

［39342］NSRホイール用アクスルカラー耐久仕様リヤ3本スポーク用
JAN.4522285393425
¥3,780

2004

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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”
止まる”
を強力に変える。
カスタムバイク

CALIPER SUPPORT キャリパーサポート

フレーム

［39043］ブレンボ2P（カニキャリパー）
セット商品

JAN.4522285390431 （汎用）

¥15,960

キャストアルミニウム ゴールド
2ポットキャスティングキャリパー34mmピストン、84mmピッチ競技専用部品
（レース専用部品・公道使用禁止）
バンジョーボルトP1.0

スイ ン グ ア ー ム

NSRフォーク用

［39044］ブレンボ4Pキャリパー
JAN.4522285390448 （汎用）

¥19,425

キャストアルミニウム ゴールド
4ポットキャスティングキャリパー右側30/34mmピストン、40mmピッチ競技専用部品
（レース専用部品・公道使
用禁止）
バンジョーボルトP1.0

NSRフォーク用

ステム／
ステム周辺

［36015］キャリパーサポート カニブレンボ用
ホイール／
ハブ

JAN.4522285360151 （φ30フォーク用）

¥5,565

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークを使用し、
フロントにカニブレンボを装着するキャ
リパーサポートです。
フォークピッチ173ｍｍ、
または199ｍｍマルチタイプステムキット
（199ｍを使用する場合は、
必ずワイドフロントハブを使用）
に対応しています。
使用するカニブレンボはラージタイプを推奨します。
φ220ローター用

スプロケット／
スペーサー

NSRフォーク用

［36004］キャリパ－サポ－ト ブレンボ4Pシルバ－
JAN.4522285360045 （φ30フォーク用）

¥9,975

A2017 シルバーアルマイト
ブレンボ4PＯＴ用キャリパーサポートのデザインを変更し、新登場しました。ボルトをメッキからステンレスに変更し、
さらにボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。
また、
ステンレスボルトに変更することで、
ボルトの腐食を解消し質感を失いません。
ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40ｍｍの右側取付用ものをご使用ください。

NSRフォーク用

キャリパー
サポート

［36003］キャリパ－サポ－ト ブレンボ4Pブラック
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285360038 （φ30フォーク用）

¥9,975

A2017 ブラックアルマイト
ブレンボ4PＯＴ用キャリパーサポートのデザインを変更し、新登場しました。ボルトをメッキからステンレスに変更し、
さらにボルト頭部をテーパー加工しデザイン性を上げています。
また、
ステンレスボルトに変更することで、
ボルトの腐食を解消し質感を失いません。
ブレンボ4Pキャリパーは取付ピッチ40ｍｍの右側取付用ものをご使用ください。
NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークに使用できます。
φ220ローター用

シート／外装

NSRフォーク用

アクセサリー／
エンジン周辺

［36006］キャリパーサポート ブレンボ4P左側ブラック

リペアパーツ

JAN.4522285360069 （φ30フォーク用）

JAN.4522285360052 （φ30フォーク用）

¥9,450

A2017 シルバーアルマイト
ブレンボ4Pの左側キャリパーを装着する為のサポートです。
ダブルディスクハブを使用することでフロントをダブル
ディスク化にすることが出来ます。取付けピッチ40mm 専用テーパーボルト付属
NSR50/80またはNSRmini用、
NSF100用のフロントフォークに使用できます。
φ220ローター用

NSRフォーク用

¥9,450

A2017 ブラックアルマイト
ブレンボ4Pの左側キャリパーを装着する為のサポートです。
ダブルディスクハブを使用することでフロントをダブル
ディスク化にすることが出来ます。取付けピッチ40mm 専用テーパーボルト付属
NSR50/80またはNSRmini用、NSF100用のフロントフォークに使用できます。
φ220ローター用
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［36005］キャリパーサポート ブレンボ4P左側シルバー

［39057］ブレンボ2Pキャリパーサポート
JAN.4522285390578 （φ30フォーク用）

¥11,550

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80またはNSR50/80ミニフォークを使用し、
フロントにJOG-ZR等に使用されている、
ヤマハブレンボ
（通
称ヤマンボ）
を装着するキャリパーサポートです。フォークピッチ173mm、
または199mmマルチタイプステムキット
（199mを使用する場合は、必ずワイドフロントハブを使用）
に対応しています。8インチホイールの場合、173mmピ
ッチステムではリム幅2.75Jまで、199mmマルチタイプステムではリム幅3.5Jまで装着可能です。10インチホイー
ルでは、173mmピッチステムでリム幅3.5Jまで装着可能です。NSR50/80リヤローター
（φ160）
を使用します。

KSR110フォーク用

NSRフォーク用

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39176］ブレンボラジアル4P用キャリパーサポート

¥10,500

A2017 シルバーアルマイト
10インチホイールに装着する場合は199mmマルチタイプステムキットが必要
（10インチ2.75Jまで）
12インチホ
イールに装着する場合は、173mmステムキットで装着可能です。
キャリパー取り付けピッチ100mm 右側取り付け専用 NSR50/80、NSF100、XR50/100モタード用フォー
クに取り付け可能。
当社フロントハブ
（39028、39082、39239、39240）
NSR50/80ホイール用φ220ローター用

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ
4Pキャリパーは取り付けピッチ40ｍｍのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット
（フォークピッチ
181ｍｍ）
用

スイ ン グ ア ー ム

KSR110フォーク用

［33161］KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用
JAN.4522285331618 （KSR110フォーク用）
¥8,820

セット商品

JAN.4522285391766 （φ30フォーク用）

KSRⅠ、
Ⅱフォーク用

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
10インチホイール用 当社KSR用ステム
（ピッチ181ｍｍ）
にKSR110のフォークを使用して、当社10インチホイ
ールを装着した時、
ブレンボ4ポットキャリパーが装着できます。当社KSRフォークステム
（ピッチ181ｍｍ）
専用
KSR110フォーク専用 ブレンボ4Pキャリパー(右側用、取付けピッチ40ｍｍ、鋳造タイプ)用です。削り出しタイ
プのキャリパーは装着確認しておりません。10インチワイドホイールは、2.75Jまで装着可能ですが、
キャリパーと
ホイールの個体差により干渉する場合があります。
（干渉する箇所を削って対応してください。)

JAN.4522285331472 （KSRⅠ、
Ⅱフォーク用）

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
フォークピッチ181ｍｍのKSRフォーク用ステムキットに、
KSRⅠ、
Ⅱのフロントフォークを装着した車両専用です。
KSRフォークステムキット用 ブレンボ2P
（カニ）
キャリパー用 NSR50/80ホイール用 NSR50/80フロント
ディスクローター用

スプロケット／
スペーサー

KSRⅠ、
Ⅱフォーク用

Ⅱフォークステム用キャリパーサポートヤマンボ
［33147］KSRⅠ、

ホイール／
ハブ

［33177］KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用
JAN.4522285331779 （KSR110フォーク用）
¥8,820

KSRⅠ、
Ⅱフォーク用

キャリパー
サポート

Ⅱフォーク用キャリパーサポートブレンボ4P
［31097］KSRⅠ、

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
当社製フロントハブ
（品番39028・39239）
専用ブレンボ4Pキャリパー用
（10インチ専用）
NSR50/80フロントデ
ィスクローター用。KSRⅠ、
Ⅱフロントフォーク専用。KSRフォーク(フォークピッチ181mm)ステムキット用。10インチ
2.5Jまで使用可能。

RS125倒立フォーク用

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト
当社ステムキット
（RSフォーク用）
にNSR50/80ホイールを装着し、
ブレンボ4Pが使用できるキャリパーサポートで
す。
ブレンボ4Pキャリパー
（取り付けピッチ40ｍｍ）
右側取り付け用
〔注意〕
ブレンボ4P右側ピッチ40ｍｍ専用です。NSR50/80ホイール専用です。RS125倒立フォーク
（95年～
02年）
専用

［33168］RS125倒立フォーク用キャリパーサポート
JAN.4522285331687 （RS125倒立フォーク用）

¥12,600

リペアパーツ

JAN.4522285331564 （RS125倒立フォーク用）

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80フロントディスクローター用KSRⅠ、
Ⅱフロントフォーク専用。KSR110フォークには装着できません。
KSRフォークステムキット
（フォークピッチ181mm専用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［33156］RS125倒立フォーク用キャリパーサポート

JAN.4522285392091 （KSRⅠ、
Ⅱフォーク用）

シート／外装

RS125倒立フォーク用

Ⅱフォーク用キャリパーサポート
［39209］KSRⅠ、

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285310972 （KSRⅠ、
Ⅱフォーク用）

A2017 シルバーアルマイト
ホンダRS125倒立フォークのノーマルステムにNSR50/80ホイールをボルトオンできるキャリパーサポート、
カラ
ー、
アクスルシャフトのセットです。ホンダRS125のノーマルステムを使用して、NSR50/80/NＳＦ/KSR110等
へ装着した際に使用できます。
ブレンボ4P右側ピッチ40ｍｍ専用です。NSR50/80ホイール専用。ホンダRS125倒立フォーク
（95年～02
年）
、
ノーマルステム専用 弊社品番31152のステムには使用できません。
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”
止まる”
を強力に変える。
カスタムバイク

CALIPER SUPPORT キャリパーサポート
RS125倒立フォーク用

フレーム
セット商品

［33186］RS125倒立フォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート
JAN.4522285331861 （RS125倒立フォーク用）
¥9,975

［39065］ショートインナーチューブ

［33188］ディスクインナーチューブ ブレンボ4P

［33175］ディスクインナーチューブ（カニブレンボ2P）

A2017 シルバーアルマイト
HRC製のRS125用倒立フロントフォーク
（95～02年式）
に、
ブレンボラジアルマウントキャリパーをボルトオンで
装着できます。弊社RS125倒立フォーク用ステムキット専用です。
ブレンボ4Pキャリパーの右側取付用 100ｍ
ｍピッチ専用です。HRC製RS125用倒立フロントフォーク
（95～02年式）
専用です。NSR50/80、XＲ50/100
モタードの12インチ専用です。キャリパー本体にエア抜き用のブリーザーが付属してませんので、別途用品店等
でお買い求めください。

JAN.4522285390653 （モンキー/ゴリラ用）
スチール クロームメッキ
純正インナーチューブより25mm短く製作されたインナーチューブです。
車高を落とすことができます。

¥13,230

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

JAN.4522285331885 （31168ノーマルルックワイドステムキット用）

¥15,750

スチール クロームメッキ
弊社31168ノーマルルックワイドステムを使用し純正インナーチューブと交換することで、
フロントにブレンボ4ポッ
トキャリパーが装着できます。8インチ3.5Jワイドホイールまで装着可能です。当社ノーマルルックワイドステムを使
用してください。弊社39082ワイドフロントディスクハブ、
または39028フロントディスクハブ+39047ディスクスペ
ーサー13mmを使用して下さい。
このディスクインナーチューブは、純正ステムでは使用できません。

JAN.4522285331755 （モンキー/ゴリラ用）

¥16,800

スチール クロームメッキ
ノーマルフォークを交換することで、
フロントにカニブレンボを装着できます。
8インチ3.5Jまで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 当社フロントディスクハブ
（39028、
39239）
専用
8インチ4.0Jホイールは使用不可。8インチ3.5Jホイールを装着の際には、
キャリパーを削るなど加工が必要にな
る場合があります。

スプロケット／
スペーサー
キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

［33181］ディスクインナーチューブカニブレンボ2P（25mmショート）
JAN.4522285331816 （モンキー/ゴリラ用）
¥23,100

［33174］ドラムインナーチューブ（40mmショート）

［33144］エイプノーマルホイール用キャリパーサポート

［33114］ドラムサポート

スチール クロームメッキ
モンキーノーマル長に比べ25ｍｍショート ノーマルステムキットを使用し、
フロントをディスク化するインナーチュ
ーブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装
着することができます。
専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、当社フロントハブ39028または39239が必要になります。
8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

JAN.4522285331748 （ダックス用）
スチール クロームメッキ
ノーマルフォークを交換することで、
40ｍｍ車高を落とすことができるインナーチューブです。
純正ドラムハブに対応します。
フロントに合わせてリヤショックを変更する必要があります。

¥16,800

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

JAN.4522285331441 （エイプ50/100用）

¥7,140

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100共通 エイプノーマルフォーク用 172ｍｍピッチステムキット用 NSR50/80フロントキャリパ
ー・NSR50/80フロントディスクローター用 当社フロントハブ
（39148）
専用 左右のフォークを入れ替えて装
着します。
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JAN.4522285331144 （φ30フォーク用）

¥5,040

スチール ブラックカチオンメッキ
モンキー用ドラムハブをNSRフォークに使用する際のドラムサポートです。
フォークピッチ173mmのステムキット
にノーマルドラムハブを取り付けする場合は、別途33601ハブ加工が必要です。弊社マルチタイプステムキット
（31093、
31133、
31109、
31156）
と使用する場合はハブ加工は必要有りません。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［33170］AＰロッキード2P用キャリパーサポート

¥8,925

A2017 シルバーアルマイト
APロッキード社製2Pレーシングキャリパーを使用することで、当社8インチ4.0Jワイドホイールでもリヤディスク化が可能ですノーマルスイングアームまたはスタンダード
幅のスイングアームは8インチ3.5Jまでディスク化できます。
（ディスクリヤハブが必要です。）8インチ4.0Jホイールは当社ワイドスイングアームでディスク化可能（ワイド
ディスクリヤハブが必要です。）APロッキードキャリパーの取り付けピッチは64mm キャリパーはAPレーシング専用 キャリパー部品番号（CP4226-2SO)、ブレーキ
パッド部品番号（CP4226D27-RX)NSR50/80（φ160）ディスクローター使用当社リアハブ（39053、39048、39241、39242、39243、39406）対応 装着に
はディスク用バックステップ、またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。
〔注意〕当社レーシングスタンドフック使用のスイングアームには装着できません。

［33130］ブレーキサポートカニブレンボ下側取り付け
JAN.4522285331304 （汎用）

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。
ワイドスイングアームを使用し、
ラージタイプのカニブレンボをご使用頂ければ、10インチワイドホイール
（3.5J、
4.0J）
装着可能。
NSR50/80リヤディスクローターφ160を使用します。当社リヤハブ
（品番39053、39048、39241、39242、
39243、
39406）
対応

セット商品

JAN.4522285331700 （汎用）

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺

［33136］キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
カニブレンボ用のリヤキャリパーサポートです。下 側 取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、弊 社
NSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着
できます。NSR50/80リヤディスクローターφ160専用 ブレンボ2Pキャリパー専用 画像右は、
エイプ純正ス
イングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています
（スイングアームの中央ブロック） パッドのあ
たり面の加工をする必要があります。

［33165］リヤフローティングキットカニブレンボ用
JAN.4522285331656 （汎用）

¥13,230

A2017 シルバーアルマイト
モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。
ワイドスイングアームを使用し、
ラージタイプのカニブレンボをご使用頂ければ、10インチワイドホイール4.0J装着
可能。
NSR50/80リヤディスクローターφ160を使用します。当社リヤハブ
（品番39053、39048、39241、39242、
39243、
39406）
対応

ホイール／
ハブ

JAN.4522285331366 （モンキー/ゴリラ用）

スプロケット／
スペーサー
キャリパー
サポート

［33184］キャリパーサポートカニブレンボ用

¥15,750

A2017 シルバーアルマイト
ダックス/シャリーの純正スイングアームに取り付けできるキャリパーサポートです。専用トルクロッド付属。装着の
際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。
カニキャリパーはラージピストンタイプ
（84mmピッチ）
をご
使用ください。当社リアハブ
（39053、39048、39241、39242、39243、39406）
対応装着にはディスク用バ
ックステップ、
またはマスターシリンダーマウントキットが必要になります。

［33183］リヤフローティングキットカニブレンボ用
JAN.4522285331830 （ダックス6V用）

¥12,600

A2017 シルバーアルマイト
ダックスにカニブレンボ2Pキャリパーを装着するリアフローティングキットです。フレーム側にトルクロッドのマウントを設け、
ブレ
ーキ時のギャップに対する追従性を向上させます。キャリパー、
トルクロッドは別売りです。ブレーキロッドはスイングアーム長さ
に合わせてご購入ください。装着の際にはリアディスクハブやバックステップ等が必要です。カニキャリパーはラージピストン
タイプ（84mmピッチ）
をご使用ください。12Ｖ車両には装着できません。当社リアハブ
（39053、39048、39241、39242、
39243、39406）対応。

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285331847 （ダックス/シャリー用）

シート／外装

¥8,400

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80ホイール用スイングアームに、
ブレンボ2P
（ヤマンボ）
を装着できるキャリパーサポートです。上側取り
付けタイプ （エイプノーマルスイングアームにはNSR50/80ホイール装着キット使用します。
NSR50/80ホイール、
または当社リヤハブ
（39149エイプ用）
を使用します。NSR50/80リヤディスクローター
用。

［33123］キャリパーサポート
JAN.4522285331236 （汎用）

¥5,565

A2017 シルバーアルマイト
ブレーキローターとローターの位置を優先して製作しているため、
キャリパーの個体差によってはハブまたはリムと
干渉する恐れがあります
（キャリパーの干渉部分を少し削ってください） 当社リヤハブ専用(弊社品番39053.3
9048.39241.39242.39243.39406)NSR50/80リヤローターφ160用 当社スイングアームのオプション
加工60059エキセントリック仕様との同時装着はできません。

53

リペアパーツ

JAN.4522285331182 （汎用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［33118］キャリパーサポート

”
止まる”
を強力に変える。
カスタムバイク

CALIPER SUPPORT キャリパーサポート

フレーム

［33135］リヤフローティングキットカニブレンボ下取付用
セット商品

JAN.4522285331359 （エイプ50/100用）

¥17,640

A2017 シルバーアルマイト
当 社エイプホイール 専 用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム 専 用 取り付けピッチ
84mmNSR50/80ホイール・当社リアハブ
（39149）
用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P
（カニ）
キ
ャリパー専用

［32041］NSRホイール装着キット
JAN.4522285320414 （エイプ100用）
A2017 シルバーアルマイト
エイプ100ノーマルスイングアーム用

¥10,500

NSR50/80リヤホイール装着用

スイ ン グ ア ー ム
ステム／
ステム周辺

［33111］トルクロッド
ホイール／
ハブ

JAN.4522285331113 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ロッド長さ225mm ダックス0・2ｃmスイングアームに最適です(品番33183仕様時)。

¥6,825

［33127］トルクロッド
JAN.4522285331274 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ロッド長さ300～325mm モンキーゴリラ10cmスイングアームに最適です。

¥6,615

スプロケット／
スペーサー
キャリパー
サポート

［33128］トルクロッド
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285331281 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ロッド長さ370～395mm モンキーゴリラ16cmスイングアームに最適です。

シート／外装

Customize History

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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¥6,615

2000

［33129］トルクロッド
JAN.4522285331298 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ロッド長さ400～425mm モンキーゴリラ20cmスイングアームに最適です。

Customize History

¥6,615

2011

的確な硬品質シフトフィール

［32010］

＋ｅバックステップドラム/ディスク兼用

（モンキー/ゴリラ/FIモンキー用）
JAN.4522285320100

¥33,600

セット商品

+eとは、everybody,easy,enjoy
（みんながより簡単に、
もっと
楽しく）
をコンセプトに開発された+eシリーズのバックステップで
す。

フレーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
製作工程のコストを抑え、
品質は従来の物と変わらずお求めや
すい低価格を実現しました。
この商品の最大の特徴は、1つのバックステップでドラム・ディ
スク両方に対応しています。
ペダル軸受部には高精度ベアリングを使用し、操作時のガタ
を極力なくしました。ポジションは125mmバック30mmアップ
別途スタンドホルダー
（品番30104、
32090）
が必要です。
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレー
キロッドは付属しておりません。お手持ちのスイングアームの長
さの－40mmのものが必要になります。
〔注意〕5Lモンキー、以外の車両には装着確認が取れていま
せん。

カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺

スイングアーム

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

JAN.4522285320124 （モンキー/ゴリラ用）

¥44,100

［32056］3Pバックステップタイプ2 ドラム用
JAN.4522285320568 （モンキー/ゴリラ用）

¥44,100

［32088］3Pバックステップタイプ2 ディスク用 ブラック

［32089］3Pバックステップタイプ2 ドラム用 ブラック

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 A5083 シルバーアルマイト
モンキー、
ゴリラのドラムブレーキ用バックステップです。
ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要が
あります
（－40ｍｍで計算します）
装着には別売のスタンドホルダー
（品番30104、
32090）
が必要です。アルファ
タイプスイングアームには装着不可。ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能
（30mmアップ125mm
バック、
40mmアップ125mmバック、
50mmアップ125mmバック）
〔注意〕
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー
（品番
30104,32090）
が必要です。

キャリパー
サポート

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、
モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラ
ス構造
（3角形）に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下
10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップ
バーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。NSR50/80リヤマスターシリンダー使用。ペダル可動部ベ
アリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属。30mmアップ125mmバック、
40mm
アップ125mmバック、50mmアップ125mmバックの３ポジション選択可能。
〔注意〕
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー
（品番
30104,32090）
が必要です。

スプロケット／
スペーサー

［32012］3Pバックステップタイプ2 ディスク用

シート／外装

¥44,100

JAN.4522285320896 （モンキー/ゴリラ用）

¥44,100

A2017 A5083 ブラックアルマイト
モンキー、
ゴリラのドラムブレーキ用バックステップです。
ブレーキロッドもスイングアームに合わせて交換の必要が
あります
（－40ｍｍで計算します）
装着には別売のスタンドホルダー
（品番30104、
32090）
が必要です。アルファ
タイプスイングアームには装着不可。ペダル可動部ベアリング仕様3ポジション選択可能
（30mmアップ125mm
バック、
40mmアップ125mmバック、
50mmアップ125mmバック）
〔注意〕
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) 装着には別売のスタンドホルダー
（品番
30104,32090）
が必要です。
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A2017 A5083 ブラックアルマイト
ビックバイクレーサーに使用される物と同材を使用し、
モンキー用のステップにありがちな、剛性感の無さをトラ
ス構造
（3角形）に設計することで防いでいます。ステップ位置は40mmアップ、125mmバックを基準に上下
10mm移動が可能です。ステップバーはバンク時の接触を防ぐためショートタイプとなるほか転倒時にもステップ
バーの根本が残るように切れ込みが入れてあります。NSR50/80リヤマスターシリンダー使用。ペダル可動部ベ
アリング仕様3Pポジション選択可能リアストップランプスイッチステー付属。30mmアップ125mmバック、
40mm
アップ125mmバック、50mmアップ125mmバックの３ポジション選択可能。
〔注 意 〕要キックペダル交 換(推 奨キタコ製307-1083900) 装 着には別 売のスタンドホルダー
（品 番
30104,32090）
が必要です。

アクセサリー／
エンジン周辺

JAN.4522285320889 （モンキー/ゴリラ用）

的確な硬品質シフトフィール
カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺

フレーム
セット商品

［32005］ＦＩモンキー用バックステップ ディスク用
JAN.4522285320056 （FIモンキー用）

¥44,100

［32007］ＦＩモンキー用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320070 （FIモンキー用）

¥44,100

スイングアーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、
操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、
誤操作が少なくなります。
3ポジション選択可能。30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバ
ック
〔注意〕装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。要キックペダル交換(推奨キタコ製
307-1083900) ブレーキロッドの変更が必要です。
スイングアームの長さの-40mmの物が必要になります。
FIモンキー用は、
ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32056、32089等のバックステップのチェンジペダ
ル、
シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。

［32022］モンキーR用バックステップ ディスク用

［32023］モンキーR用バックステップ ドラム用

ステム／
ステム周辺

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ペダル可動部は高精度ベアリングを2個使用し、操作時のガタを極力無くしました。
ペダルをナイフエッジタイプに加工していますので、誤操作が少なくなります。NSR50/80リアマスターシリンダー
使用 3ポジション選択可能。
30mmアップ、125mmバック、40mmアップ、125mmバック、50mmアップ、125mmバック
〔注意 〕装着には別途スタンドホルダー(30104、32090等)が必要です。推奨キックペダル(キタコ製3071083900等) FIモンキー用は、
ジェネレーターカバーの張り出しが大きく、32012、32088等のバックステップ
のチェンジペダル、
シフトリンクを使用することができません。FIモンキー用は専用品です。

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

JAN.4522285320223 （モンキーR用）

¥37,800

キャリパー
サポート

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ダウンマフラー装着の場合メーカーにより干渉するものもあります。
モンキーＲＴ装着不可 ディスク用 12ｍｍアップ10ｍｍバック NSR50/80リヤマスターシリンダー用

JAN.4522285320230 （モンキーR用）

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ダウンマフラー装着の場合メーカーにより干渉するものもあります。
モンキーＲＴ装着不可 ドラム用12ｍｍアップ10ｍｍバック

バックステップ／
ステップ周辺

Customize History

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［32106］モンキーR用8Ｐバックステップ ディスク用
JAN.4522285321060 （モンキーR用）

¥44,100

リペアパーツ

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ペダル軸受け部を従来のものから高精度ベアリング
（2個使用）
に変更し、操作時のガタつきをなくしました。
ポジションが変更できるため、
お客様にあったライディングポジションが選択ができます。
ディスク仕様のバックステップです。
8ポジション選 択 可 能10mmダウン30mmバック、11mmダウン43mmバック、4.5mmダウン37mmバック
17mmダウン43mmバック、1mmアップ30㎜バック、0mmアップ43mmバック6.5mmアップ37mmバック、
7mmダウン35mmバック注意ダウンマフラー装着不可 モンキーRTには装着不可 NSR50/80用リアマスタ
ーシリンダー使用。
フレーム番号
（Z50JRH AB22-1000017～）
に適合
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¥37,800

2005

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

JAN.4522285320759 （ダックス用）

¥42,000

JAN.4522285320865 （ダックス用）

¥42,000

A2017 A5083 シルバーアルマイト
フレームの加工をすることなく装着できます。
ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、
シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。
コンバートキット
（32061）
を使用することによりディスクへ変更が可能です。
ポジションは標準より120mmバックになります。
（高さはノーマルと同じ） 要キックペダル交換(推奨キタコ製
307-1083900)
〔注意〕別売りのスタンドホルダー
（30104、32090）
が必要になります。チェーンカバー、
ジェネレーターカバーは
年式により削るなどの加工が必要になります。
ブレーキロッドは付属していません。お客様が装着されているスイン
グアームに合わせて、
ブレーキロッドを別途購入してください。

スイングアーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
フレームに加工することなくBSプレートを装着することができます。
ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、操作性を向上させています。
NSR50/80リヤマスター使 用 ポジション120mmバック 要キックペダル 交 換(推 奨キタコ製3071083900) 別売りのスタンドホルダー(30104、32090いずれか)が必要になります。
チェーンカバー、
ジェネレーターカバーは年式により削るなど加工が必要になります。
ノーマルアップタイプマフラーと同時装着の場合、
マスターシリンダーとノーマルマフラーが干渉する恐れがありま
す。

［32086］ダックス用バックステップドラム

セット商品

［32075］ダックス用バックステップディスク

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

JAN.4522285320032 （シャリー用）

¥42,000

［32004］シャリー用バックステップ ドラム用
JAN.4522285320049 （シャリー用）

スプロケット／
スペーサー

［32003］シャリー用バックステップ ディスク用

¥42,000

［32084］エイプ100/100Ｄ/XR100モタード用バックステップ
JAN.4522285320841 （エイプ100/100D/XR100用）
¥37,800

［32038］エイプ用バックステップ ディスク用

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 A5083 シルバーアルマイト
シャリー用のバックステップが誕生しました。
フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部には
ベアリングを標準装備し、
シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは、120mmバックに
なります。
コンバートキット(32061)を使用することにより、
ディスク仕様への変更が可能です。
〔注意〕
このバックステップはCF50-1型(CF50-1000002～1006100）
、CF50/70AB型(CF50-3000011
～3109450)/(CF70-3005343～3007563）
にはブレーキ機構が違うため使用できません。別売りのスタンド
ホルダー
（30104、32090のいずれか）
が必要になります。 装着にあたり、
ジェネレーターカバーの加工が必要
になります。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) ブレーキロッドは付属していません。お手持ち
のスイングアームに合わせて別途ご用意ください。

キャリパー
サポート

A2017 A5083 シルバーアルマイト
シャリー用のバックステップが誕生しました。
フレームを加工しないで装着することができます。ペダル可動部には
ベアリングを標準装備し、
シフトチェンジやブレーキの操作性を向上させています。ポジションは120mmバックにな
ります。マスターシリンダーはNSR50/80をご使用ください。
〔注意〕
このバックステップはCF50-1型(CF50-1000002～1006100）
、CF50/70AB型(CF50-3000011
～3109450)/(CF70-3005343～3007563）
にはブレーキ機構が違うため使用できません。別売りのスタンド
ホルダー
（30104、32090のいずれか）
が必要になります。装着にあたり、
ジェネレーターカバーの加工が必要に
なります。要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

シート／外装

JAN.4522285320384 （エイプ50/100用）

アクセサリー／
エンジン周辺

¥39,900

A2017 A5083 シルバーアルマイト
キックペダル要交換
（NSR50/80を使用）
ブレーキスイッチ取り付け不可 レース専用に付き公道走行不可
ディスク用75ｍｍアップ100ｍｍバック レース専用 ペダル可倒式

リペアパーツ

A2017 A5083 シルバーアルマイト
アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。
ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。
ブレーキペダルを可倒式にし、
キックペダルの使用が可能です。
(NSR50/80のキックペダルに変更してください。)
選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ
100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可
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的確な硬品質シフトフィール
カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺

フレーム
セット商品

［32049］エイプ用バックステップ ドラム用

¥30,450

JAN.4522285320490 （エイプ50/100用）

スイングアーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用する
ことにより、操作時のガタを最小限に抑えています。
ステップバー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、
キックペダル使用時の傷を緩和します。
従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にする
ことが可能です。
ポジション20mmバック、10mmアップ エイプ100に装着する場合、
エイプ50のスタンドを使用してください。
ノーマルよりも長いスイングアームを使用される場合、
ペダルのリターンスプリングはそのまま使用できません。エイ
プのインジェクション使用の車両には装着確認していません。

［32052］エイプ用バックステップディスクエイプ用
JAN.4522285320520 （エイプ50/100用）

¥35,700

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ノーマルキックペダル使用可 スタンドホルダー付属 ぺダルの軸受け部は、高精度ベアリングを2個使用する
ことにより、
操作時のガタを最小限に抑えています。
ステップバー部分にはキズ防止のジュラコンカラーを付属し、
キックペダル使用時の傷を緩和します。
従来のバックステップをお持ちの方も、ペダルとペダル取り付けカラー類を変更することでベアリング仕様にする
ことが可能です。
ポジション20mmバック、10mmアップ NSR50/80マスターシリンダー専用です。エイプ100に装着する場合、
エイプ50のスタンドを使用してください。
エイプのインジェクション使用の車両には装着確認していません。

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

［32060］XR50/100モタード用バックステップ ディスク
JAN.4522285320605 （XR50/100モタード用）

キャリパー
サポート

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ディスク用10mmアップ20mmバックスタンドホルダー付属ノーマルキックペダル使用可
のストッパーをステップバーが兼ねる為、
ステップバーの上部に傷が付く場合があります。

¥30,450

構造上キックペダル

［32069］XR50/100モタード用レーシングバックステップ
JAN.4522285320698 （XR50/100モタード用）

¥33,075

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ポジション70mmアップ70mmバック ペダル軸受け部に高精度ベアリングを2個使用してますので、従来の無
給油ブッシュ仕様より操作時のガタが少なく、
操作性が向上しています。
スタンドホルダー付属 ノーマルキックペダル使用可 ノーマルエンジン専用
キックペダルの位置が変わるため、
キックペダルが蹴りにくくなります。

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［32113］カブ用バックステップ
JAN.4522285321138 （カブ用）

¥36,750

リペアパーツ

A2017 A5083 A5052 バフ
カブ用
（キャブ車）
のバックステップです。従来のステップの位置より100mmバック、110mmアップになっていま
す。
要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900) サイドカバーのブレーキスイッチと干渉する部分を加工して
ください。
別途スタンドホルダーが必要です。
（30104または32090）
本製品はドラム専用です。

58

［32105］ベンリ－用バックステップ ブラック
JAN.4522285321053 （ベンリー50/CD50用）

ブラック塗装仕上げ
ベンリー50、
CD50に装着可能なスチール製バックステップです。
ノーマルキックペダル使用可能
（要取り付け角度変更）
ドラム用

¥33,075

［30104］

スタンドホルダ－

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285301048

¥4,410

スチール ブラックカチオンメッキ
サイドスタンド警告灯使用不可 バックステップ装
着の際のサイドスタンド取り付けに使用します。

アジャスタブルスタンドホルダー

（モンキー用）
JAN.4522285320902

¥6,825

［32091］

（エイプ50/100用）
JAN.4522285303332

（エイプ50/100/XR50/100モタード用）
JAN.4522285320919
¥6,825

スタンドホルダー

アジャスタブルスタンドホルダーエイプ用

¥4,410

スチール ブラックカチオンメッキ
サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができ
るスタンドホルダーです。
スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに
最適です。
肉厚のスチール材
（8ｍｍ）
を使用し、左右クランク
ケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ち
ます。
スタンドは付属しません。純正を使用するか、弊社ア
ジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警
告灯使用不可

ステム／
ステム周辺

スチール ブラックカチオンメッキ
スタンド警告灯スイッチ対応 エイプ100に使用す
る場合、
エイプ50用スタンドを使用して下さい。
バックステップ装着時のサイドスタンドの装着に使
用します。

スイングアーム

［30333］

セット商品

スチール ブラックカチオンメッキ
サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができ
るスタンドホルダーです。
スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに
最適です。
肉厚のスチール材
（8mm）
を使用し、左右クランク
ケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ち
ます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、
弊社アジャストスタンドをご使用ください。
サイドスタンド警告灯使用不可

フレーム

［32090］

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

ホイール／
ハブ

［32050］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285301031

（汎用）
JAN.4522285320506

モンキ－用アジャストスタンド

¥9,450

¥11,025

スチール クロームメッキ
サイドスタンド警告灯使用不可 標準の8インチ
車両から12インチ車両まで対応可能 フレーム№
130007以降の車両に対応 長さ170ｍｍから
270ｍｍまで調整可能

キャリパー
サポート

スチール ブラックカチオンメッキ
サイドスタンド警告灯使用不可 標準の8インチ
車両から12インチ車両まで対応可能フレーム№
130007以降の車両に対応 調整幅170mm～
270mm

アジャストスタンドクロームメッキ

スプロケット／
スペーサー

［30103］

バックステップ／
ステップ周辺

［32079］

（汎用）
JAN.4522285320377

（汎用）
JAN.4522285320797

アルミアジャストスタンド

¥11,025

¥11,025

A2017 シルバーアルマイト
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
長さ155ｍｍ～215ｍｍの間で長さを調整すること
ができ、
幅広い車高に対応します。
8インチ、10インチ車輌対象、
フレームNｏ130007
以降の車輌に対応します。
ノーマルルック8インチ車に最適な長さです。
サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をか
けないでください。

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 シルバーアルマイト
サイドスタンド警告灯使用不可 10・12インチ車
用 フレーム№130007以降の車両に対応 エイ
プ100にも装着可 長さ235ｍｍ～285ｍｍまで
調整可能 〔注意〕
サイドスタンドを使用した状態で
乗車したり体重をかけたりしないでください。

アルミアジャストスタンドショート

シート／外装

［32037］

リペアパーツ
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的確な硬品質シフトフィール
カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺
［32082］

［32096］

（エイプ100用）
JAN.4522285320827

（ダックス用）
JAN.4522285320964

アルミアジャストスタンド

スーパーショートサイドスタンド

¥11,025

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
エイプ100にも装着可 長さ235mm～285mmま
で調整可能。サイドスタンド警告灯使用不可 エイ
プ50には装着不可 サイドスタンドを使用した状態
での乗車やキック等をすると変形や破損の恐れがあ
ります。

¥6,300

スチール クロームメッキ
ローダウンした車両専用のサイドスタンドです。モン
キー/ゴリラには使用できません。
本製品はダックス6V車（車体番号：ST50K以降
ST50-6100022以降）
のスタンドを基準に製作し
ています。
〔注意〕
当製品をシャリーに装着する場合、
純正のス
プリングの長さが異なるため別途スプリングの購入
が必要です。
スプリング…ホンダ純正部品95014-72402

セット商品
スイングアーム

［32108］

シフトガイド
（横ガッチリくん）

（横型エンジン用）
JAN.4522285321084

¥7,875

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを
低減し、
シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェ
ンジを実現します。
ガイド部分にはニードルベアリングを採用していま
す。
ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎ
ます。
カブ系横型エンジンに装着可能です。
車種や年式により、
ジェネレーターカバーと本製品
が干渉する場合があります。
ノーマルステップは使用することができません。

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

［32109］

シフトガイド
（縦ガッチリくん）

（縦型エンジン用）
JAN.4522285321091

¥7,875

キャリパー
サポート

A2017 シルバーアルマイト
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを
低減し、
シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチ
ェンジを実現します。
ガイド部分にはニードルベアリングを採用していま
す。
シフトガイド表面にはダストシールを標準装備しゴミ
などの侵入を防ぎます。
エイプ50/100、XR50/100モタード用の縦型エン
ジンに対応します。
〔注意〕
本製品を装着の際、
ミッショントラブル等のク
レームは1切お受けできませんのでご注意ください。
車種や年式により、
ジェネレーターカバーと本製品
が干渉する場合があります。
ノーマルペダル使用時
は装着不可

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

［32107］

［33533］

（NSR50/80用）
JAN.4522285321077

（汎用）
JAN.4522285335333

シフトガイド（NSRエンジンガッチリくん）

¥7,350

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 シルバーアルマイト
ガイド部分にニードルベアリングを採用し、
シフトチェ
ンジ時のロッドのしなりを抑え、
シフトフィーリングが
向上します。
またミッションにかかる負担を軽減する役割もありま
す。
転倒時のシャフトの損傷
（曲がり）
を軽減します。

リペアパーツ

60

リザーブタンクキット汎用

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト
アルミ製の別体式のリザーブタンクです。専用アル
ミステー付属 タンク内には別途ホンダ純正部品
が必要です。
ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518－ＧＭ
9－711、
ダイヤフラム45520－ＧＭ9－711 レー
ス専用部品につき公道走行不可

リザーブタンクレスキットタイプ1（汎用）
JAN.4522285335159

［33551］

¥6,090

リザーブタンクレスキットタイプ1ブラック（汎用）

¥6,090

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないこ
とでブレーキ回りをコンパクトにできます。NSR50/80リヤマスター
シリンダー専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。
ホンダ純正部品プレートダイヤフラム43521－ＫZ4－J41、ダイヤ
フラム43522－ＫZ4－J41レース専用部品につき公道走行不可

リザーブタンクレスキットタイプ2（汎用）
JAN.4522285335258

［33552］

¥7,770

リザーブタンクレスキットタイプ2ブラック（汎用）
JAN.4522285335524

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないこ
とでブレーキ回りをコンパクトにできます。NSR50/80リヤマスターシ
リンダー専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホ
ンダ純正部品プレートダイヤフラム45518－ＧＭ9－711、ダイヤフ
ラム45520－ＧＭ9－711レース専用部品につき公道走行不可

セット商品

JAN.4522285335517

［33525］

フレーム

［33515］

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

スイングアーム

リザーブタンクレスキットタイプ3（汎用）
JAN.4522285335302

［33553］

¥7,770

リザーブタンクレスキットタイプ3ブラック（汎用）

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコン
パクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。
NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タ
ンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可

リザーブタンクレスキットタイプ4（汎用）
JAN.4522285335357

［33554］

¥8,820

リザーブタンクレスキットタイプ4ブラック（汎用）
JAN.4522285335548

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコ
ンパクトにできます。タイプ4は25度前傾しているため、XR50/100モタードのように、後
ろに傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー専用。タンク
内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518GM9-711、ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可

ホイール／
ハブ

JAN.4522285335531

［33535］

ステム／
ステム周辺

［33530］

スプロケット／
スペーサー

リザーブタンクレスキットタイプ5（汎用）
JAN.4522285335401

［33555］

¥7,770

リザーブタンクレスキットタイプ5ブラック（汎用）

¥7,770

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りを
コンパクトにできます。タイプ5は25度後傾しているため、前傾しているマスターに最適で
す。XR50/100モタードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダーに取り付け可能で
す。タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム
43521-KZ4-J41 ダイヤフラム43522-KZ4-J41 レース専用部品につき公道走行不可

リザーブタンクレスキットタイプ6（汎用）
JAN.4522285335500

［33556］

¥8,820

リザーブタンクレスキットタイプ6ブラック（汎用）
JAN.4522285335562

¥8,820

A2017 シルバーアルマイト
リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ回りをコンパ
クトにできます。タイプ6は20度前傾しているため、XR50/100モタードのように、後ろに傾斜し
ているマスターに最適です。XR50/100モタードまたは、NSR50/80リヤマスターシリンダー専
用です。タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム
43521-KZ4-J41ダイヤフラム43522-KZ4-J41レース専用部品につき公道走行不可

［33542］

（汎用）
JAN.4522285335432

（エイプ50/100/XR50/100モタード用）
JAN.4522285335425
¥8,400

¥8,400

リザーブタンクステーエイプ用

A2017 シルバーアルマイト
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバー
タンクを、
エイプ・XＲモタードにはボルトオンで固定す
ることができます。
当社アルミフレームGC－016などのシートレールパ
イプ
（φ18～20㎜のパイプに使用可能）
にもボルト
オンで固定可能です。
リザーブタンククランプ部φ53㎜ パイプクランプ
部φ20㎜ 調整用ゴム0．
5、
1．
0㎜厚付属

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 シルバーアルマイト
リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバー
タンクをボルトオンで固定することができます。
商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。
リザーブタンククランプ部φ53㎜ パイプクランプ
部φ20㎜ 調整用ゴム0,5、1,0㎜厚付属 ステ
ーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属し
ていません。別途ご用意下さい。

シート／外装

［33543］

リザーブタンクステー汎用

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285335555

［33550］

キャリパー
サポート

［33540］

リペアパーツ
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的確な硬品質シフトフィール
カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺
［30038］

［30039］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285300386

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285300393

マスターシリンダーマウントキット

¥3,360

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80リヤマスターシリンダー専用設計。
アフターパーツメーカー製のクラッチ使用の場合装
着できないものもあります
（詳細はお問い合わせ下さ
い）
。
ノーマルステップ・ブレーキペダルでNSR50/8050
用リアマスターシリンダーを装着し、
リヤをディスク化
するためのステーです。

マスターシリンダーマウントキットタイプ2

¥16,800

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ノーマルステップを使用してマスターシリンダーを装
着できるキットです。
マスターシリンダーを専用ステーでフレームに固定す
ることで、
スペシャルクラッチ等の装着によるケース
形状の変更にも影響ありません。
要 キック ペ ダ ル 交 換 ( 推 奨 キ タコ 製 3071083900) マスターシリンダーはNSR50/80、
ま
たはXＲ50/100モタードの純正部品を使用してくだ
さい。
スーパースイングアームとの同時装着不可。

セット商品
スイングアーム

［33549］

［30040］

（汎用）
JAN.4522285335494

（NSR/NSF用）
JAN.4522285300409

ブレンボマスターステーロッドエンド付き

¥4,200

ブレンボマスターステー

¥4,725

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
NSR50/80ノーマルステップにブレンボのマスター
を装着するためのステーです。
ステップは10㎜外側にオフセットします。
ブレンボマスターのシリンダーを押す為のネジ部分を
短く加工する必要が有ります。
弊社リザーブタンクレスキット装着可能。
品番33530リザーブタンクレスキットタイプ3、品番
33540リザーブタンクレスキットタイプ5が適合しま
す。
装着可能リヤマスターヤマハ純正ブレンボ3ＴＵ－
2583Ｖ－01
（ＴZＲ50用）
〔注意〕純正部品は予告なく形状が変更になる場
合があります。

［32111］

［32112］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285321114

（ダックス6Ｖ用）
JAN.4522285321121

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
当社3Ｐバックステップタイプ2ディスク用
（32012）
にブレンボマスターをボルトオンで装着するためのス
テーです。
別売りだったピロボールを付属させました。
装着可能リヤマスターヤマハ純正ブレンボ3ＴＵ－
2583Ｖ－01
（ＴZＲ50用）
〔注意〕純正部品は予告なく形状が変更になる場
合があります。

スプロケット／
スペーサー

チェーンローラー

チェーンローラーダックス用

¥3,675

キャリパー
サポート

ジュラコン SUS303
弊社品番32012、32056のモンキー用バックステ
ップ装着車に対応します。
車高やスプロケットのＴ数によりチェーンがバックス
テップ部品と干渉することがありますが、
ローラーを
設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を
逃がします。
弊社バックステップ装着車両専用です。
チェーンとの接触部分であるジュラコン
（黒い円筒
部分）
はリペア2100円
（税込）
としても購入できま
す。

¥5,250

ジュラコン SUS303
弊社品番32075、32086のダックス用バックステ
ップ装着車に対応します。
車高やスプロケットのＴ数によりチェーンがバックス
テップ部品と干渉することがありますが、
ローラーを
設けることでチェーンとバックステップ部品の干渉を
逃がします。
弊社バックステップ装着車両専用です。チェーンと
の接触部分であるジュラコン
（黒い円筒部分+ベア
リング）
はリペア3675円
（税込）
としても購入できま
す。

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

［33097］

［33098］

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285330970

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285330987

マスターガードシルバー

マスターガードブラック

¥3,675

アクセサリー／
エンジン周辺

A5052 シルバーアルマイト
弊 社 バックステップ(32012、32056、32088、
32089)用に開発したマスターガードです。
リザーブタンクレスキット
（直立タイプ）
との同時装着
も可能になっており、丸型タイプではフタの脱落防
止も兼ねています。

リペアパーツ
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¥3,675

A5052 ブラックアルマイト
弊 社 バックステップ(32012、32056、32088、
32090)用に開発したマスターガードです。
リザーブタンクレスキット
（直立タイプ）
との同時装着
も可能になっており、丸型タイプではフタの脱落防
止も兼ねています。

［32047］

［39418］

（汎用）
JAN.4522285320476

（ニッシン製リアマスター用）
JAN.4522285394187
¥3,150

アルミチェンジペダル

アルミビレットマスターエンドシルバー

¥6,090

A2017 シルバーアルマイト
ノーマルまたは－10ｍｍの2ポジションを選択可

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
リアマスターとブレーキペダルをジョイントする部品
を、
アルミ削りだしにて製作しました。
ワンポイント的なドレスアップに最適です。
専用にデザインされたステンレス製ピンを付属 本
体
（コの字型）
部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。
装着確認されているリアマスターは、NSR50/80、
XR50/100モタード、NSF100用ニッシン製リアマ
スター、
ヤマハ製ブレンボになります。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

セット商品
スイングアーム

調整式リヤマスター用ブレーキスプリング（ニッシン製リアマスター用）

A2017 ブラックアルマイト

［39425］JAN.4522285394255 ¥3,150

調整ダイヤルでスプリングの弾性を変化させ、
ブレー
キのタッチを変えることができます。
上側のカラー部にはレーザー加工でGcraftの刻印
［39414］JAN.4522285394149 ¥3,150 がされています。
A2017 ブラックアルマイト 確 認 が 取 れ て い るマ スターシリン ダ ー は、
［39415］JAN.4522285394156 ¥3,150 NSR50/80・NSF100純正マスターシリンダー、ヤ
A2017 ゴールドアルマイト マハ純正ブレンボ製になります。
A2017 シルバーアルマイト

［39416］JAN.4522285394163 ¥3,150

A2017 ブルーアルマイト

A2017 レッドアルマイト

［39417］JAN.4522285394170 ¥3,150

ホイール／
ハブ

ワンポイント的なドレスアップに最適です。専用にデ
ザインされたステンレス製ピンを付属 本体
（コの
A2017 ゴールドアルマイト 字型）
部分の幅は7mmです。
ピンの径はφ7です。
装着確認されている
リアマスターは、
NSR50/80、
［39424］JAN.4522285394248 ¥3,150 XR50/100モタード、NSF100用ニッシン製リアマ
A2017 ブルーアルマイト
スター、
ヤマハ製ブレンボになります。

［39423］JAN.4522285394231 ¥3,150

［39413］JAN.4522285394132 ¥3,150

ステム／
ステム周辺

アルミビレットマスターエンド（ニッシン製リアマスター用）
ブレーキペダルをジョイントする部品
［39422］JAN.4522285394224 ¥3,150 リアマスターと
を、
アルミ削りだしにて製作しました。

A2017 レッドアルマイト

ビレットブレーキペダルドラム用

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285321107

¥11,550

マスターシリンダー用リターンスプリング（汎用）
リターン用スプリングです。
［39020］JAN.4522285390202 ¥2,100 リアマスターに取り付ける
装着することでリアロックを防ぎます。
A2017 シルバーアルマイト

キャリパー
サポート

A2017 A5083 シルバーアルマイト
モンキー/ゴリラ用のアルミ削りだしブレーキペダル
です。
ノーマル560g→340gと軽量化できます。
また耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施してい
ますので、長期間色褪せることなく、
ドレスアップにも
つながります。

スプロケット／
スペーサー

［32110］

当社モンキー用3Pバックステップに装着の場合はバッ

［39021］JAN.4522285390219 ¥2,100 クステップ付属のリターンスプリングは外す事が出来、ル

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 ブラックアルマイト ックスUPにも効果的です。
［39022］JAN.4522285390226 ¥2,100 カラー部にはレーザー加工でGクラフトのロゴが彫りこま
A2017 レッドアルマイト れています。
注 意 〕装 着 確 認 が 取 れ たリザ ーブ タンク は
［39023］JAN.4522285390233 ¥2,100 〔NSR50/80、
XR50/100、NSF100などのニッシン製、
A2017 ブルーアルマイト
ヤマハ純正部品のブレンボリヤマスターです。

［39024］JAN.4522285390240 ¥2,100

A2017 ゴールドアルマイト

［30041］

（エイプ50/100用）
JAN.4522285320483

（ダックス用）
JAN.4522285300416

マスターシリンダーマウントキット

¥10,500

¥14,700

A2017 A5083 シルバーアルマイト
航空機等に使用される材料を使用し、
アルミ無垢材
より削り出したダックス用のドラムブレーキペダルに
なります。
耐腐食性の高いシルバーアルマイトを施していま
す。
ブレーキロッドやブレーキスイッチは、現在使用して
いるものをそのままご使用いただけます。

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100のノーマルステップを使用してディス
ク化するためのキットです。
ペダル軸受け部は高精度ベアリングを2個使用す
る事により操作時のガタを最小限に抑えています。
32028ドラム用バックステップエイプ用を、
ディスク
化するためのコンバートキットとしても使用します。
従来のマスターシリンダーマウントキットをお持ちの
お客様も、ペダルとペダル取付けカラー類を変更す
る事でそのままベアリング仕様にする事が可能で
す。
NSR50/80
（XRモタード用を使用の際は、
ナットが
必要）
のマスターシリンダー専用です。
インジェクション使用の車両には装着確認していま
せん。

ビレットドラムブレーキペダル

シート／外装

［32048］
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的確な硬品質シフトフィール
カスタムバイク

BACK-STEP/STEP PERIPHERAL PRODUCTS バックステップ／ステップ周辺
［30042］

［32000］

（ダックス用）
JAN.4522285300423

（モンキー/ゴリラ用）
JAN.4522285320001

ビレットマスターマウントキット

¥17,850

フレーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
リアをディスク仕様にした際、
リアマスターを固定す
るマウントキットになります。
ステップは純正ステップを使用します。
ブレーキペダルはアルミ無垢材から削りだした専用
品です。
他社のクラッチの形状に問わず装着が可能です。
NSR50/80リヤマスターに対応しています。
リザーブタンクレスキットは、33530リザーブタンクレ
スキットタイプ3、33540リザーブタンクレスキットタイ
プ5が適合します。
シャリーには使用不可です。

バックステップポジション変更プレート

¥5,250

A2017 ブラックアルマイト
3Pバックステップタイプ2(品番32088、32089、
32012、32056）
に付属しているプレートと交換す
ることにより、165mmバック、5mmアップの位置に
変更することが出来るプレートです。
要 キック ペ ダ ル 交 換 ( 推 奨 キ タコ 製 3071083900) 弊社スーパーワイドスイングアームと
の同時装着不可 マフラーによっては干渉する場
合があります。(OVER製GP-PERFORMANCE装
着可)

セット商品
スイングアーム

［39340］

［32058］

（汎用）
JAN.4522285393401

（エイプ50/100用）
JAN.4522285320582

ステップバーエンド

キックペダルストッパー

¥882

ステム／
ステム周辺

ジュラコン
ステップの先にはめ込むステップバーエンドです。
装着の際には、脱落防止のため接着剤などをご使
用ください。
当 社 バックステップ 専 用 設 計 差し 込 み 径
14.8mm～15.1mm

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

［32061］

3Pバックステップタイプ2用コンバートキット

（32056用）
JAN.4522285320612

¥13,230

A2017 シルバーアルマイト
品番32056を品番32012の仕様にするコンバート
キットです。

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

Customize History

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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2005

¥1,050

ジュラコン
エイプ用バックステップ
（32049、32052）
のキック
ペダル使用時におけるキックペダルとステップバー
の干渉部分の傷防止のための商品です。
品番32049、
品番32052専用

アイデアと個性が高次元で融合

カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

フレーム

セット商品
スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

アイデアと個性が高次元で融合

フレーム

セット商品

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

ホイール／
ハブ

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装

アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

66

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［33501］オーダーカスタムシートフラット
JAN.4522285335012
¥24,990
（モンキー/ゴリラ用）

［33502］オーダーカスタムシートMX
JAN.4522285335029
¥28,350
（モンキー/ゴリラ用）

［33564］

［33510］5Lカスタムシート段付タックロールタイプ
JAN.4522285335104
¥21,000
（モンキー用）

［33544］5Lカスタムシート段付タックロールチェック柄
JAN.4522285335449
¥21,000
（5Lモンキー/FIモンキー用）

［33561］5Lシャコタンシートチェック柄
JAN.4522285335616
¥21,000
（モンキー用）

［33563］5Lシャコタンシートエナメル
JAN.4522285335630
¥21,000
（モンキー用）

［33518］カスタムシートMXブラック/レッドパイピング
JAN.4522285335180
¥23,625
（モンキー用）

［33536］カスタムシートMXブラック/ホワイトパイピング
JAN.4522285335364
¥23,625
（モンキー用）

オーダーシート
表皮を選べるオーダーシートです。

オーダーシート
表皮を選べるオーダーシートです。

セット商品

［33500］オーダーカスタムシート段付
JAN.4522285335005
¥24,990
（モンキー/ゴリラ用）

オーダーシート
表皮を選べるオーダーシートです。

スイングアーム

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
専用取り付けステー付属 当社取り扱い製品33055シートカウル、33056サイドカバーとの同時
装着可能モンキー（ＡＢ27）のＵ字ロック用のキャリアは装着不可 ＦＩモンキーに使用される場合
は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーをフレーム横に移動してくださ
い。33056サイドカバーとの同時装着可能モンキー（ＡＢ27）のＵ字ロック用のキャリアは装着不可
ＦＩモンキーに使用される場合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、シート下のバッテリーを
フレーム横に移動してください。

¥21,000

シート（FRP 合成皮革） ステー（アルミ）
8インチ以下の5Lモンキーに合うように設計された小振りでかわ
いいシートです。FIモンキー/4Lモンキーには装着不可。グラブ
バーは32094専用になります。専用シートステー付属。

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
5Ｌモンキー、
Ｆ
Ｉモンキーに装着できる、人気のカスタムシート段付きタック
ロールにあらたにチェック柄仕様が加わりました。
専用ステー、
ボルトが付属します。
Ｆ
Ｉモンキーに使用する際には、バッテ
リーの移設が必要です。別売りの37104バッテリー移設キットが必要で
す。
ノーマルキャリア使用可能

ホイール／
ハブ

JAN.4522285335647
（モンキー用）

ステム／
ステム周辺

ミニシート

スプロケット／
スペーサー

¥21,000

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
人気のシャコタンシートに5Ｌモンキー用を追加いたしました。シート高を
抑えたデザインに仕上がってます。専用取付ステー付属 Z2サイド
カバーや、Z2テールカウルは取り付けできません。
ＦＩモンキー
（ＡＢ27
－1900001～）には取付できません。取り付け可能車種6Ｖモンキー
（Z50J－1300017～1639002）
、12Ｖモンキー
（Z50J－2000001
～2499999、
ＡＢ27－1000001～1809999）

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
5Ｌモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにチ
ェック柄が新登場。
専用ステー、
ボルトが付属します。

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285335593
（モンキー用）

キャリパー
サポート

［33559］5Lシャコタンシート

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
5Ｌモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエ
ナメルが新登場。
専用ステー、
ボルトが付属します。

シート／外装

FRP 合成皮革
5Ｌモンキー装着できるカスタムシートＭXです。専用ステー、
ボルトが付属
しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを
演出します。 推奨テールランプ
（キジマ製キャッツアイテール、
品番218
－3020） 推奨ウィンカー
（キジマ製キャッツウィンカー、品番219－
5108）
ノーマルテールランプ、
ウィンカーは使用できません。
Ｆ
Ｉモンキー、
4Lモンキー、
ゴリラには使用できません。

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
5Ｌモンキー装着できるカスタムシートＭXです。専用ステー、
ボルトが付属
しています。既存のシートとは全く異なった形状で、全く違ったスタイルを演
出します。デザイン/乗り心地にこだわったシートです。 推奨テールランプ
（キジマ製キャッツアイテール、品番218－3020） 推奨ウィンカー
（キジ
マ製キャッツウィンカー、品番219－5108）
ノーマルテールランプ、
ウィンカ
ーは使用できません。
Ｆ
Ｉモンキー、4Lモンキー、
ゴリラには使用できません。

リペアパーツ

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
5Ｌモンキー、
またはＦ
Ｉモンキーに装着できるカスタムシートフラットタックロ
ールシートです。専用ステー、
ボルトが付属しています。
フラットタックロー
ルシートは、33510段付きタックロールシートに比べ、
シートの厚みがあっ
て座り心地が良く、
お尻に優しいシートです。
Ｆ
Ｉモンキーに使用される場
合は、別途37104バッテリー移設キットを使用し、
シート下のバッテリーを
フレーム横に移動してください。
ノーマルキャリア使用可能

アクセサリー／
エンジン周辺

［33527］カスタムシートフラットタックロールタイプ
JAN.4522285335272
¥21,000
（モンキー用）
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

フレーム

［33509］ゴリラ用カスタムシート
セット商品

［33546］ゴリラ用カスタムシート段付タックロールチェック柄
JAN.4522285335463
¥21,000
（ゴリラ用）

［33539］4Lカスタムシート段付タックロール
JAN.4522285335395
¥21,000
（モンキー用）

［33545］4Lカスタムシート段付タックロールチェック柄
JAN.4522285335456
¥21,000
（4Lモンキー用）

［33558］4Lシャコタンシート

［33560］4Lシャコタンシートチェック柄
JAN.4522285335609
¥21,000
（4Lモンキー用）

［33562］4Lシャコタンシートエナメル
JAN.4522285335623
¥21,000
（4Lモンキー用）

［33516］

JAN.4522285335098
（ゴリラ用）

¥21,000

シート
（FRP 合成皮革） ステー（スチール）
ゴリラに装着できる段付きタックロールシートです。専用ステー、
ボルトが
付属しています。段付きタックロールシートは、
スタイルと座り心地を両立
させたシートになります。
一体成型のウレタンスポンジを使用し、座り心地を向上させています。別
売りの39140ゴリラ用シートカウル、39141ゴリラ用サイドカバーを装着
することができます。

シート
（FRP 合成皮革） ステー（スチール）
ゴリラに装着できる人気のカスタムシート段付きタックロールに、新たにチ
ェック柄が新登場 専用ステー、
ボルトが付属します。

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
4Lモンキー装着できる段付きタックロールシートです。専用ステー、
ボルト
が付属しています。
段付きタックロールシートは、
スタイルと座り心地を両立させたシートになり
ます。
一体成型のウレタンスポンジを使用し、
座り心地を向上させています。

スイングアーム

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
4Lモンキーに装着できる人気のカスタムシート段付きタックロールに新
たにチェック柄が新登場 専用ステー、
ボルトが付属します。4Lモンキー
（Z50J-1000001～1195595）
専用

JAN.4522285335586
（4Lモンキー用）

¥21,000

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
シート表皮、
シートベースに徹底的にこだわったシートです。表面のタック
ロールの厚みや、
サイド部分の形状は、何種類もの試作品を製作し、4L
に合う形状に仕上げています。
シートベース部分は、軽量なＦＲＰを使用
長年の使用にも耐えるように設計されています。
〔 注意〕
カスタムシートシ
ャコタン仕様は、見た目の形状に特化した商品です。長距離走行には向
きません。4Lモンキー
（Z50J-1000001～1195595）
専用

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
4Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにチ
ェック柄が新登場。専用ステー、
ボルトが付属します。
4Lモンキー
（Z50J-1000001～1195595）
専用

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート
（FRP 合成皮革） A5052 ブラックアルマイト
4Lモンキーに装着できる人気のシャコタンシートタックロールに新たにエ
ナメル仕様が新登場。
専用ステー、
ボルトが付属します。
4Lモンキー
（Z50J-1000001～1195595）
専用95）
専用

カスタムシート エイプ

JAN.4522285335166
（エイプ50/100用）

¥26,250

シート
（FRP 合成皮革） ステー（アルミ）
デザイン、乗り心地にこだわったエイプ用カスタムシートです。
エイプ100に装着の場合、
タンデムには適していません。
専用取り付けステー付属

［38042］5Lカスタムシート用シートステーセット
JAN.4522285380425
¥2,625
（カスタムシート用）

A5052 ブラックアルマイト
当社モンキー用カスタムシート専用品番33510.33527.33528.33529
専用のシートステーセットです。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［38048］5Lシャコタンシート用シートステーセット
JAN.4522285380487
¥3,675
（モンキー用）

リペアパーツ

A5052 ブラックアルマイト
現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキ
ーに装着するためのステーです。
初期ロット分の33558シャコタンシートは構造が違うため共通では有りま
せん。
シート裏に
『4L!!5L』
と刻印の有るものが共用できるシートです。

［38043］ゴリラカスタムシート用シートステーセット
JAN.4522285380432
¥3,675
（カスタムシート用）

スチール 黒メッキ
当社ゴリラ用カスタムシート専用品番33509専用のシートステーセットで
す。

現在カスタムシート、
シャコタンシートのステーはブラックアルマイトに変更されています。
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［38044］4Lカスタムシート用シートステーセット
JAN.4522285380449
¥5,985
（カスタムシート用）
A5052 ブラックアルマイト
当 社4Lモンキー用カスタムシート専 用（専 用シャフト付 属 ）品 番
33534.33537.33538.33539専用のシートステーセットです。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39404］アルミ折りたたみハンドル

［39405］エイプ用アンダーフレーム

［39917］

［39924］

JAN.4522285399175
（モンキー/ゴリラ用）

JAN.4522285399243
（ダックス用）

A5052 ブラックアルマイト
現在手持ちの品番33559モンキー5L用のシャコタンシートを、4Lモンキ
ーに装着するためのステーです。
シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、
ステーを交換
するだけです。
初期ロット分のシャコタンシートは構造が違うため共通では有りません。
シ
ート裏に
『4L!!5L』
と刻印の有るものが共用できるシートです。

JAN.4522285394040
（モンキー用）

¥15,750

A6063 バフ
ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、
20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸
10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが
可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用
頂けます。
〔注意〕ハンドルグリップ部分にタイダウンなどで極端な荷重などをかけないでください。 画
像にあるトップブリッジ、ホルダー部分は純正部品です。本製品はハンドルのみになります。

［39409］アルミ折りたたみハンドルショート
JAN.4522285394095
¥15,750
（モンキー用）

A6063 バフ
39404
（純正ハンドル高さ）
に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り
付け部分のノックピンを入れ替えることで、
ノーマル状態のハンドル幅から
内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマル
フォーク、
ホイールを使用の場合は、
アクセルワイヤー、
ブレーキケーブル
は交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハン
ドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。

セット商品

［38047］4Lシャコタンシート用シートステーセット
JAN.4522285380470
¥5,985
（4Lモンキー用）

スイングアーム

¥22,050

ダックス用ダウンチューブ

¥31,500

7N01 A5083 バフ
12Vモンキー用のアルミ製ダウンチューブです。車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。 ゴリラにも装着確認が取
れています。弊社スタンドホルダー各種、エンジン補強プレート、との同時装着に対応します。
〔注意〕当社GC-017ビレットフ
レーム装着可能。 GC-010には装着不可 ノーマルマフラーなどのアップタイプマフラーとの同時装着は不可 ダウン
タイプマフラーはヨシムラタイプ2で装着確認しています。その他のマフラーは干渉する場合がありますのでご注意ください。

¥29,400

7N01 A5083 バフ
フレームの剛性アップと共に、ドレスアップにもなります。純正アップマフラーまたは社外ダウンマフラー( 1）との同時装着可能です。また、当社製
ビレットオイルクーラーとの同時装着もできます。（ただし、7段までです。〔）注意〕アメリカンダックス（ST50-6300022～6346265）、12Vダックス
（AB26-1000001～）には装着できません。（ 1）確認がとれているマフラーは、オーバーレーシング製ダックス用レーシングダウンマフラー、ヨシム
ラジャパン製サイクロンマフラータイプ2、タイプ6になります。マフラーのエキパイの取り回しによっては、ダウンチューブと干渉する場合があります。

ホイール／
ハブ

7N01 A5083 バフ
縦型フレーム用のアンダーフレームです。
エンジンマウント部とメインフレームをつなげることにより、
車体剛性を高め
ます。
品番30334エンジンマウントとの同時装着可能。
ノーマル及びダウンマフラーとの同時装着不可 スタンドホルダー
（30333、
32091）
との同時装着不可 レース用

ダウンチューブシルバー

ステム／
ステム周辺

JAN.4522285394057
（エイプ50/100用）

スプロケット／
スペーサー

［39140］

［39141］

JAN.4522285391407
（ゴリラ用）

JAN.4522285391414
（ゴリラ用）

FRP ホワイト
モンキーの純正ヘッドライトに装着できるフロントカウルです。
スモークスクリーン、
スクリーンビス、
サイドマウントボルトが付属します。

JAN.4522285330550
（モンキー用）

［33056］サイドカバー
¥10,500

FRP
ノーマルテールランプ・ウィンカー専用 グラブバーとの同時装着不可
弊社カスタムシート
（33510.33527.33528.33529）
専用設計 テー
ルランプステー付属

JAN.4522285330567
（モンキー用）

¥8,925

FRP
モンキー専用 オイルクーラーキット及びオイルキャッチタンクとの同時
装着不可 弊社カスタムシート
（33510.33527.33528.33529）専
用設計左右セット

バックステップ／
ステップ周辺

［33055］シートカウル

キャリパー
サポート

［33424］ブラスター2ミニフロントカウル
JAN.4522285334244
¥24,990
（モンキー/ゴリラ用）

シート／外装

FRP
当社カスタムシート
（33509）専用設計 ノー
マルテールランプ、ウィンカー専用 テールラ
ンプステー付属 商品は白ゲル仕上げです。

¥11,550

［33404］フロントフェンダーカーボンノーマル形状
JAN.4522285334046
¥9,450
（モンキー/ゴリラ用）
カーボン
ノーマル形状のカーボン製フロントフェンダー

リペアパーツ

¥11,550

サイドカバーローソンタイプ

アクセサリー／
エンジン周辺

シートカウルローソンタイプ

FRP
当社カスタムシート（33509）専用設計 ノーマルテー
ルランプ、ウィンカー専用 テールランプステー付属
左右セットです。商品は白ゲル仕上げです。 マスター
シリンダーマウントキット（30038）
との同時装着不可
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

フレーム
セット商品

［33407］リアフェンダーカーボンノーマル形状
JAN.4522285334077
¥13,650
（モンキー/ゴリラ用）

［33402］リヤショートフェンダーカーボン
JAN.4522285334022
¥11,550
（モンキー/ゴリラ用）

［33403］リヤショートフェンダーホワイト
JAN.4522285334039
¥8,400
（モンキー/ゴリラ用）

［33426］4L風サイドカバー右側

［33427］4L風サイドカバー左側

［33428］4L風サイドカバー用取付ステー
JAN.4522285334282
¥2,100
（モンキー/ゴリラ用）

カーボン
ノーマル形状のカーボン製リアフェンダー

カーボン
5Ｌモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。
キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。
純正のフェンダーを外し、
同じ穴位置を使用して取り付けます。
ノーマル比-100mm

FRP ホワイト
5Ｌモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。
キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。
純正のフェンダーを外し、
同じ穴位置を使用して取り付けます。
ノーマル比-100mm

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

JAN.4522285334268
（モンキー/ゴリラ用）

¥5,250

ホイール／
ハブ

FRP ホワイト
4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーです。
取り付けの際は、専用ステー33428が必要です。
12Ｖモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。

JAN.4522285334275
（モンキー/ゴリラ用）

¥5,250

FRP ホワイト
4Lモンキー風に仕上げられたサイドカバーになります。
取り付けの際は、
専用ステー33428が必要です。
12Ｖモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。

A5052 ブラックアルマイト
33426、33427の4Lモンキー風サイドカバー右、左を取り付けるために
必要なステーです。
ボルト類付属12Ｖモンキー/ゴリラのフレームに合わせた専用設計です。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

［33423］モノショックスイングアームスタビ付き専用リヤフェンダー
JAN.4522285334237
¥11,550
（モンキー/ゴリラ用）

FRP ブラック
スタンダードタイプスタビ付き16・20cmロング
（60025・60056スイング
アーム）
専用のFRP製リヤフェンダーです。
スイングアームへの固定はタイラップなどを使用してください。

［33513］エイプ用シートカウルZ2タイプ
JAN.4522285335135
¥12,075
（エイプ50/100用）

FRP ホワイト
エイプ用33516カスタムシートに使用できるシートカウルです。
Z2スタイルを再現しています。弊社33516エイプ用カスタムシート、
33514サイドカバーと同時装着可能です。
専用テールランプステー、
ウインカーステー付属

［33514］

エイプ用サイドカバーZ2タイプ

JAN.4522285335142
（エイプ50/100用）

¥9,450

FRP ホワイト
エイプカスタムシートに使用できるサイドカバーです。Z2スタイルを再現し
ています。弊社33516エイプ用カスタムシート、33513シートカウルと同
時装着可能です。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［30204］フェンダーレスキットエイプ50用
JAN.4522285302045
¥5,040
（エイプ50用）

リペアパーツ

A5052 無地
エイプ50専用当社グラブバー
（30203）
同時装着可 ノーマルテールラ
ンプ・ウィンカー専用
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［32042］フェンダーレスキット
JAN.4522285320421
（エイプ100用）

［31162］
¥5,040

A5052 無地
エイプ100専用 当社グラブバー
（32043）
同時装着可 ノーマルテー
ルランプ・ウィンカー専用

アルミビレットフロントキャリアノーマル車用

JAN.4522285311627
（モンキー用）

¥6,825

A5052 シルバーアルマイト
12Ｖモンキーのヘッドライト上部に装着するアルミ製のビレット
製キャリアです。自転車用のカゴなどを装着し積載性の向上が
可能です。最大荷重3ｋｇまで 12Vゴリラにも装着可能。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［31165］

JAN.4522285311634
（ダックス用）

JAN.4522285311658
（モンキー用）

アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用

［31201］ミニシート用テールランプステー
JAN.4522285312013
¥8,400
（モンキー用）

アルミリヤキャリア

¥6,825

A5052 ブラックアルマイト
ミニシートに合わせたテールランプステーです。
弊社リアショートフェンダーと併用する場合、
フェンダーをカットする等加
工が必要です。
ミニシート専用設計
ヘルメットホルダー装着不可

¥9,975

A5052 シルバーアルマイト
ダックスのライト上に装着するキャリアです。かごなどを装
着し、荷物を積載することが可能になります。最大荷重3ｋ
ｇまで 12Vダックス（AB26-1000001～）は装着不可

セット商品

［31163］

A5052 シルバーアルマイト
アルミの軽量タイプのリアキャリアです。パニアケース
の装着なども可能で積載性が向上します。ノーマルテー
ルランプがそのまま装着できます。最大荷重3ｋｇまで

スイングアーム

JAN.4522285312150
（モンキー用）

JAN.4522285312181
（4Lモンキー用）

［31219］5Lショートテールランプステー
JAN.4522285312198
¥8,820
（モンキー用）

4Lショートテールランプステー

¥5,040

A5052 ブラックアルマイト
当社カスタムシート
（品番33510）
との同時装着可リヤをキャリアレスに
してノーマルテールランプとウインカーを装着するステーです。ヘルメット
ホルダー装着可。純正工具ボックス装着不可。

¥8,820

A5052 ブラックアルマイト
純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60ｍｍ短く製作されたテールランプステーで
す。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40ｍｍ動かすことができます。当社「32074
グラブバー」との同時装着が可能です。5Ｌモンキー、ＦＩモンキーには使用できません。5Ｌモンキーには「31219、5Ｌモンキー用ショ
ートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。4Lモンキー（Z50J-1000001～1195595）専用

A5052 ブラックアルマイト
4Lモンキー用のテールランプ＆ウィンカーを5Ｌモンキーに装着できるテー
ルランプステーです。テールランプの位置を前後に40ｍｍ移動できます。
4Lモンキー用テールランプ＆ウィンカー専用設計 5Ｌ用のテールランプ
は使用できません。
（ウィンカーは装着可能） 品番「32076グラブバー」
との同時装着可能。4Lモンキーには
「31218、4Lモンキー用ショートテー
ルランプステー」
をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。

ホイール／
ハブ

［31218］

テールランプステー

ステム／
ステム周辺

［31215］

スプロケット／
スペーサー

［33000］右サイドカバーカーボン

［33001］右サイドカバ－無地

A5052 ブラックアルマイト
当社31215テールランプステーに比べ、
テールランプ周りを後ろに20ｍ
ｍ、
40ｍｍ移動させることができるステーです。
キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。当社カ
スタムシート、
もしくは純正シートに装着可能。
〔注意〕
純正のテールランプ専用です。

JAN.4522285330611
（モンキー用）

［33062］左サイドカバー
¥6,090

A5052 バフ
ノーマルマフラーとの同時装着不可 モンキー専用

JAN.4522285330628
（モンキー用）

¥6,090
バックステップ／
ステップ周辺

［33061］右サイドカバー

キャリパー
サポート

［31220］5Lアジャスタブルテールランプステー
JAN.4522285312204
¥6,825
（モンキー用）

A5052 バフ
モンキー専用

シート／外装

¥7,140

［33004］右サイドカバ－
¥5,040

A5052 無地
ノーマルマフラー
（または同形状のアップマフラー）
との同時装着不可。
モンキー専用

JAN.4522285330048
（モンキー用）

¥6,090

A5052 ブラックアルマイト
ノーマルマフラー
（または同形状のアップマフラー）
との同時装着不可。
モンキー専用
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リペアパーツ

カーボン
ノーマルマフラー
（または同形状のアップマフラー）
との同時装着不可。
モンキー専用

JAN.4522285330017
（モンキー用）

アクセサリー／
エンジン周辺

JAN.4522285330000
（モンキー用）

アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

フレーム

［33009］左サイドカバ－無地
セット商品

JAN.4522285330093
（モンキー用）

［33038］左サイドカバーカーボン
¥5,040

A5052 無地
モンキー専用

JAN.4522285330383
（モンキー用）

［33082］
¥7,140

A5052 カーボン
モンキー専用

ノーマルサイドカバー右側取り付けステー

JAN.4522285330826
（モンキー用）

¥4,200

A5052 無地
純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレス
キットを取付けるなどのドレスアップをしながらモンキー用純正工具箱を装着することができます。また（37004）
オイルキャッチタンクタイプ4も同時装着可能です。サイドカバー取り付け用のゴムも付属します。 ノーマルマ
フラー及び、社外製品のアップタイプマフラーと同時装着不可 当社バックステップとの同時装着不可

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［33101］ペラフェン
JAN.4522285331014
（モンキー/ゴリラ用）

［33109］ペラフェンブラック
¥3,045

ホイール／
ハブ

A5052 無地
モンキー、
ゴリラ用のペラフェンです。
ツインショックスイングアーム専用で
す。
幅90mm、長さ330mmです。
リヤフェンダーを取り外した際、泥はねでフ
レームが汚れるのを防ぎます。
弊社アルミフレーム
（GC-017）
同時装着不可。

JAN.4522285331090
（モンキー/ゴリラ用）

［33106］ペラフェンロングタイプ
¥3,255

A5052 ブラックアルマイト
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになり
ますが、
このペラフェンを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
ブラックアルマイトですので、
目立たずシックに仕上がります。
幅90mm、長さ330mmです。
弊社アルミフレーム
（GC-017）
同時装着不可。

JAN.4522285331069
（モンキー/ゴリラ用）

¥3,360

A5052 無地
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりま
すが、
このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
33101ペラフェンや33109ペラフェンブラックよりも幅が20mm広く、テー
ル部分も40mm長くなっています。
幅110mm長さ380mm
弊社アルミフレーム
（GC-017）
同時装着不可。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［33110］ペラフェンロングブラック

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285331106
（モンキー/ゴリラ用）

［33133］ペラフェンカーボン
¥3,360

A5052 ブラックアルマイト
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになり
ますが、
このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎ
ます。33101ペラフェンや33109ペラフェンブラックよりも幅が20mm広
く、
テール部分も40mm長くなっています。
ブラックアルマイトですので、
目立たずシックに仕上がります。幅110mm
長さ380mm 弊社アルミフレーム
（GC-017）
同時装着不可。

JAN.4522285331335
（モンキー/ゴリラ用）

［33134］ペラフェンロングカーボン
¥5,460

カーボン
モンキー、
ゴリラ専用のペラフェンです。
ツインショックスイングアーム専用です。幅90mm、
長さ330mmです。
リヤフェンダーを取り外した際、泥はねでフレームが汚れるのを防ぎます。
弊社アルミフレーム
（GC-017）
同時装着不可。

JAN.4522285331342
（モンキー/ゴリラ用）

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［33102］バックフェンダ－ステ－
JAN.4522285331021
（モンキー/ゴリラ用）

¥1,995

リペアパーツ

A5052 無地
10cmロングスイングアームのみ装着可 ノーマルリヤフェンダー装着用
ダウンタイプ バックステップ同時装着可
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［33159］

［33160］

JAN.4522285331595
（モンキー/ゴリラ用）

JAN.4522285331601
（モンキー/ゴリラ用）

バックフェンダーステータイプ2

¥5,565

A5052 無地
16cmロング用のスイングアームに適したバックフェンダーステーです。フェンダーを後ろに
下げることで泥はねを防ぎます。16cmロングのスイングアームと330mmのリヤショック装
着状態の車輌が基準です。ノーマルリヤフェンダー装着用 バックステップ同時装着可
能。モノショックスイングアーム装着不可 極端に車高を下げた車輌には装着できません。

¥6,615

カーボン
ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになります
が、
このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
33101ペラフェンや33109ペラフェンブラックよりも幅が20mm広く、
テール
部分も40mm長くなっています。ブラックアルマイトですので、
目立たずシック
に仕上がります。幅110mm長さ380mm
弊社アルミフレーム
（GC-017）同時装着不可。

バックフェンダーステータイプ3アップタイプ

¥1,995

A5052 無地
10センチロングスイングアーム専用設計
ノーマルリヤフェンダー装着可能。アッ
プタイプバックステップ同時装着可能。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

A5052 無地
リヤフェンダーを4ｃｍ後方に移動させるステーです。
+4cm＋6cmロングスイングアームに最適な移動量となっています。
ノーマルリヤフェンダー装着用 バックステップと同時装着可能。

［32036］

［32083］アルミアシストグリップ
JAN.4522285320834
（ダックス用）

¥3,990

A2017 シルバーアルマイト
アルミ削りだしのサイドグリップになります。
サイドグリップ取り付け穴のない年式の車体には装着できません。
当社ダックス用オイルキャッチタンク
（37014、37016）
との同時装着不
可です。

ナンバープレートステータイプ2

JAN.4522285320360
（汎用）

セット商品

［33163］バックフェンダーステータイプ4アップタイプ
JAN.4522285331632
¥1,995
（モンキー/ゴリラ用）

¥2,730

A5052 シルバーアルマイト
ロングスイングアーム装着車のタイヤとナ
ンバープレートとの干渉を防ぎます。

スイングアーム

［33414］チビフェンカーボン

［33415］チビフェンアルミ無地

A5052 ブラックアルマイト
インチアップしたタイヤやロングスイングアーム装着車のナンバープレート
との干渉を防ぎます。

JAN.4522285334121
（モンキー/ゴリラ用）

［33413］チビフェンブラック
¥3,675

JAN.4522285334138
（モンキー/ゴリラ用）

¥3,675

FRP ブラック
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです

FRP ホワイト
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

ホイール／
ハブ

［33412］チビフェンホワイト

ステム／
ステム周辺

［33108］ナンバープレートステータイプ2ブラック
JAN.4522285331083
¥2,730
（汎用）

スプロケット／
スペーサー

¥5,460

［33416］チビフェンアルミ
¥3,360

A5052 無地
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです

JAN.4522285334169
（モンキー/ゴリラ用）

¥3,780
バックステップ／
ステップ周辺

カーボン
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです

JAN.4522285334152
（モンキー/ゴリラ用）

キャリパー
サポート

JAN.4522285334145
（モンキー/ゴリラ用）

A5052 シルバーアルマイト
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです

シート／外装

JAN.4522285334213
（モンキー/ゴリラ用）

［33422］チビフェンアルミブラックアルマイト
JAN.4522285334220
¥3,780
（モンキー/ゴリラ用）
A5052 ブラックアルマイト
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

［39186］アルミチェーンカバー
JAN.4522285391865
（汎用）

¥4,410

A5052 シルバーアルマイト
エイプ50/100、
XR50/100モタードに装着可能なアルミチェーンカバー
です。
純正スイングアーム専用。46丁以上のスプロケットを使用の場合、装着
不可

リペアパーツ

A5052 バフ
ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

¥3,780

アクセサリー／
エンジン周辺

［33421］チビフェンアルミバフ仕上げ
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

SHEET/EXTERIOR シート／外装

フレーム
セット商品

［39244］チェーンカバーシルバーアルマイト
JAN.4522285392442
¥3,990
（モンキー/ゴリラ用）

A5052 シルバーアルマイト
ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げたアルミ製チェー
ンカバーです。表面には、長年のご使用いただけるようにシルバーアルマ
イトを施しています。
ノーマルショック、社外品のサスペンションに対応して
います。8インチ3.5JワイドホイールとB-77タイヤとの同時装着が可能で
す。4.0Jをご使用の場合にはタイヤとチェーンカバーが接触する恐れが
ありますので、外側に若干曲げるなどの加工が必要になります。

［39245］チェーンカバーバフ
JAN.4522285392459
（モンキー/ゴリラ用）

¥4,200

A5052 バフ
ノーマルのスタイルを崩さないようにシンプルに仕上げたアルミ製チェー
ンカバーです。表面は美しいバフ仕上げです。
ノーマルショック、社外品
のサスペンションに対応しています。8インチ3.5JワイドホイールとB-77タ
イヤとの同時装着が可能です。4.0Jをご使用の場合にはタイヤとチェー
ンカバーが接触する恐れがありますので、外側に若干曲げるなどの加工
が必要になります。

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［32045］グラブバーカスタムシート用
JAN.4522285320452
¥11,025
（モンキー用）

ホイール／
ハブ

［32024］グラブバーロングバージョン
JAN.4522285320247 （モンキー用）
A5052 バフ
通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。
弊社段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、
ウィンカー装着可

¥13,230

A5052 バフ
モンキー専用 ノーマルシート装着不可 品番33510カスタムシート専
用設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー
付属

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

［33137］グラブバーアジャスタブルカスタムシート用
JAN.4522285331373
¥13,230
（モンキー用）

A5052 バフ
モンキー専用のグラブバーです。
弊社モンキー用カスタムシート
（33510等）
に適合します。
テールランプ、
ウィンカー部分が前後に調節できます。
16cm、20cmロングスイングアーム装着車用ノーマルシート不可 ノー
マルテールランプ・ウィンカー装着可 テールランプステー付属

［32051］ゴリラカスタムシート用グラブバー
JAN.4522285320513
¥13,230
（ゴリラ用）

A5052 バフ
ゴリラ専用 ノーマルシート装着不可 品番33509カスタムシート専用
設計 ノーマルテールランプ・ウィンカー装着可。
テールランプステー付属

［32094］

ミニシート用グラブバー

JAN.4522285320940
（モンキー用）

¥8,400

A5052 バフ
ミニシートに合わせたミニマムサイズのグ
ラブバーです。
ミニシート専用設計

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［32076］5Lグラブバー
JAN.4522285320766
（モンキー用）

［32068］
¥8,820

リペアパーツ

A5052 バフ
アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。
「31219ショートテールステー」
と
同時装着可能。
ノーマルシート及び、当社カスタムシートとの同時装着可能です。
4Lモンキーには
「32074 4Lモンキー用グラブバー」
をご用意していま
す。
テールランプは4Lモンキーの物が必要
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4Lカスタムシート用グラブバー

JAN.4522285320681
（4Lモンキー用）

¥11,025

A5052 バフ
4Lモンキー専用のグラブバーです。弊社モンキー用カスタムシートまたは、純正ノーマルシートに適合します。
ノーマルテールランプ台使用可能。ノーマルテールランプ・ウィンカーは、純正テールランプ台を使用して装
着します。弊社品番31218ショートテールステーと同時装着可能。純正キャリアとの同時装着不可。ノーマ
ルシート、当社4Lモンキー用カスタムシート専用。4Lモンキー（Z50J-1000001～1195595）専用

［32074］4Lノーマルシート用グラブバー
JAN.4522285320742
¥8,820
（4Lモンキー用）

A5052 バフ
アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。
純正テールランプステー、弊社品番31218ショートテールステーと同時
装着可能。
ノーマルシート及び、
当社カスタムシートとの同時装着可能です。
5Lモンキーには
「32076 5Lモンキー用グラブバー」
をご用意していま
す。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

A5052 バフ
当社シートカウル
（Z2タイプ品番33055）
にあわせて制作されたモンキー
専用のグラブバーです。
単品装着不可 シートカウルと同時に装着してください。
ゴリラには装着不可

［32064］

グラブバーダックス用

JAN.4522285320643
（ダックス用）

¥13,230

A5052 バフ
ノーマルテールランプ、
ウィンカー装着可能。
ノーマルキャリア及び社外製品のキャリアと
の同時装着不可 工具箱同時装着不可

［32043］グラブバー
JAN.4522285320438
（エイプ100用）

¥10,500

A5052 バフ
エイプ100専用 当社フェンダーレスキット
（32042）
同時装着可 ノー
マルシート専用設計

スイングアーム

Customize History

セット商品

［32059］Z2シートカウル用グラブバー
JAN.4522285320599
¥12,600
（モンキー用）

2001

ステム／
ステム周辺

［32098］

エイプ用Z2シートカウル用グラブバー
ホイール／
ハブ

JAN.4522285320988
（エイプ50/100用）

¥12,600

A5052 バフ
品番33516カスタムシートと、品番33513シートカウルを同時装着した車両に装着可能なアルミ製
のグラブバーです。当社エイプ用Z2シートカウル（品番33513）専用設計 他社製の同様の商品
での装着確認は取れていません。
〔注意〕他社製の同様の商品での装着確認は取れていません。

スプロケット／
スペーサー

Customize
History

2010

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺
［39153］

アルミタンクZ2タイプバフ

（モンキー用）
JAN.4522285391537

¥47,250

フレーム

A5052 バフ
アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。
タンク容量も5L⇒6Lへ、
プラス1Lの容量アップが出来る上、
タンク全体のシルエットをZ2のようにロ
ー＆ワイドにしています。
品番39157コック位置変更オプション有り
〔注意〕
FIモンキーへの装着はできません。モンキーノーマルステム、
トップブリッジは、
タンクと干渉する
ため使用できません。当社カスタムシート専用

セット商品
スイングアーム

［39156］

アルミタンクZ2タイプ無地

（モンキー用）
JAN.4522285391568

¥42,000

ステム／
ステム周辺

A5052 無地
アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。
タンク容量も5L⇒6Lへ、
プラス1Lの容量アップが出来る上、
タンク全体のシルエットをZ2のようにロ
ー＆ワイドにしています。
品番39157コック位置変更オプション有り
〔注意〕
FIモンキーへの装着はできません。モンキーノーマルステム、
トップブリッジは、
タンクと干渉する
ため使用できません。当社カスタムシート専用

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［39157］アルミタンクコック位置変更
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285391575 （アルミタンク注文時オプション）
オプション
コック位置を40mm前に移動させるオプションです。
ビッグキャブレター等を装着したときに、
コックとの干渉を避けることができます。
新規制作のみ変更可能

¥0

［39067］ダックスサブガソリンタンク右側取り付け用
JAN.4522285390677 （ダックス用）

¥17,640

A6063 バフ
ダックスの車体右側に取り付けるサブガソリンタンクです。
タンク容量は1L燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。
長さ264mm、
直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、
別途ガソ
リンコックが必要です。
（モンキーR用、
または2wayタイプをご使用ください。）

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［39144］ダックスサブガソリンタンク文字

リペアパーツ

JAN.4522285391445 （ダックス用）

¥17,850

A5052 バフ
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。
タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。
長さ264mm、
直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、
別途ガソ
リンコックが必要です。
（モンキーR用、
または2wayタイプをご使用ください。）
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［39145］ダックスサブガソリンタンク左側取り付け用
JAN.4522285391452 （ダックス用）

¥17,640

A6063 バフ
ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。
タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。
長さ264mm、
直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、
別途ガソ
リンコックが必要です。
（モンキーＲ用、
または2wayタイプをご使用ください。）

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39147］シャリーサブガソリンタンク

¥17,640

A6063 バフ
シャリーの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。
タンク容量は1Lです。
燃料タンクの小さなシャリーの航続距離を延ばすことができます。
長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 別途モンキー用フューエルコック、
キジマ製コネクターYタイプ
（品番105-15701）
が必要です。
ガソリンホースを通すための穴あけ加工が必要です。

［33099］燃料コック変換アダプター
JAN.4522285330994 （FIモンキー用）
A2011 シルバーアルマイト
FIモンキーのタンクに5Lモンキー等のガソリンコックを取り付けるためのカラーです。
燃料コックはモンキー純正
（M14サイズP1.0）
の物をご使用ください。
コックの種類により、
キャブと干渉する場合があります。
燃料コックの位置が従来より下がる為、
リザーブのガソリン量が減ります。
5Lフレーム専用です。純正シート使用不可。弊社カスタムシートをお使いください。

¥3,675

セット商品

JAN.4522285391476 （シャリー用）

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［37015］オイルキャッチタンクタイプ5ユニオン仕様

¥16,800

A6063 バフ
オイルキャッチタンクにアールズ製フィッティングの装着が可能です。
メッシュホースの装着でサイドビューが引き締
まります。車体右側取り付けタイプ ◇タンク直径80mm、全長140mm、
タンク容量500cc、装着時の調整幅
25mm
（前後方向）
取り付けフィッティングサイズ#6専用 ホースサイズ#6用ホース取り出し口径φ8mm
〔注意〕
ノーマルマフラー
（もしくは同様のアップマフラー）
との同時装着不可 CDI及びレギュレーターを移設す
る必要があります。ホース取り出し口やホース類は車体に合わせて別途必要になります。

［37022］オイルキャッチタンクタイプ6
JAN.4522285370228 （モンキー/ゴリラ用）

¥13,650

ホイール／
ハブ

JAN.4522285370150 （モンキー/ゴリラ用）

A6063 バフ
フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラー
を使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。当社バックステップとの同時装着可能です。
〔装着目安〕8インチ120/70/8バ
ナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。
（リアショック285mm）10インチ130/70/10
ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。
（リアショック305mm）
〔注意〕バックフェンダー
ステーやペラフェン、当社リアフェンダーなど、
フレームのフェンダー取り付け穴を使用する商品との同時装着はできません。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［37004］オイルキャッチタンクタイプ4右側取付タイプ

¥14,700

A6063 バフ
車体の右側に取り付けできるオイルキャッチタンクです。
当社右サイドカバー、純正マフラー
（または同様のアップマフラー）
との同時装着不可 ホース内径φ9、
ホース取
り出し口φ10、
φ8

［37006］オイルキャッチタンクタイプ5文字有
JAN.4522285370068 （モンキー/ゴリラ用）

¥16,800

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285370044 （モンキー/ゴリラ用）

A6063 バフ
ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。
ＣＤＩおよびレギュレーターを移設する必要があります。
ホース取り出し口径φ10、
φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80ｍｍ、全長140ｍｍ 容量500ｃｃ
装着時の前後調整幅25ｍｍ当社右サイドカバー、純正マフラー
（または同様のアップマフラー）
との同時装着不
可

シート／外装

¥13,650

A6063 A5056
バフ
タンク容量250ｃｃ 純正キャリアの下にある工具箱スペースに取付け可能なキャッチタンクになります。
タンク固
定部も工具箱と同位置なので、
ノーマルスタイルを崩しません。大気解放のホース取り付け部分を可変させること
ができるので、
ホースのとり回しが自由にできます。
この製品はキャッチタンク単品になりますので、別途取出し口やホースが必要になります。(品番33068タペットカ
バー取出し口、
品番37012フィラーキャップ取出し口) 取り出し口径φ8,φ11

［37014］ダックス用オイルキャッチタンク
JAN.4522285370143 （ダックス用）

¥15,750

A6063 バフ
車体の右側に取りつけるタイプのオイルキャッチタンクです。純正のサイドグリップとの同時装着可能。純正
（6Ｖ）
のサイドエンブレムを表面に貼ることができます。
95年式のダックス、
アメリカンダックスには装着不可 純正のアップマフラー装着時は、本製品と干渉する恐れ
があります。
その際は、
ワッシャーやカラーを挟んでマフラーを外側へ逃がしてください。
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リペアパーツ

JAN.4522285370174 （モンキー/ゴリラ用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［37017］丸型キャッチタンク

アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺

フレーム

［37016］ダックス用オイルキャッチタンクユニオン仕様
セット商品

JAN.4522285370167 （ダックス用）

¥10,500

A6063 バフ
エコノキャップを使用せず、
アールズ製メッシュホースの装着が可能なオイルキャッチタンクです。
メッシュホースを
使用することでサイドビューが引き締まります。純正サイドグリップ、当社アルミビレットアシストグリップ
（32083）
と
の同時装着が可能です。取り付けフィッティングサイズ#6専用 ホースサイズ#6用ホース取り出し口径φ8mm
〔注意〕純正サイドグリップを固定する穴のない車両
（アメリカンダックスST50-6300022～6346265）
（12vダ
ックスAB26-1000001～）
は装着できません。

［37023］ダックス用オイルキャッチタンクエアクリーナー位置用
JAN.4522285370235 （ダックス用）
¥18,900

A6063 バフ
ダックスのノーマルエアフィルター取付部分に装着するオイルキャッチタンクです。
タンク直径80ｍｍ全長140ｍｍ容量500ｃｃホース取り出し口径φ10φ8 ノーマルエアクリーナーとの同時装
着不可

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［33091］オイルキャッチタンクタイプ5用リターンボルト
ホイール／
ハブ

JAN.4522285330918 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
本製品は弊社オイルキャッチタンク
（品番37006、37010用リターンボルトです。
本製品を使用すればリターンホースを出口から90度向きを変えてオイルを送ることができます。
バンジョーボルトのネジピッチは、M10-P1.25ご使用ください。
社外クラッチに変えた際にオイル注ぎ口がノーマルより高くなり、
オイルが上手く流れなくなります。

¥3,360

［37008］オイルキャッチタンク取り出し口フィラーキャップ用
JAN.4522285370082 （汎用）

¥3,150

A2017 シルバーアルマイト
品番37006オイルキャッチタンク専用 フィラーキャップ取り出しタイプ
（オイルリターンとしても使用可）
ホース内
径φ9、
ホース取り出し口径φ10

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［37012］フィラーキャップ（取り出し有）
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285370129 （汎用）
A2017 A5083 シルバーアルマイト
オイルキャッチタンク取り出し口 取り出し口径φ10
（先端はφ11）
ノーマルエンジン用

¥2,625

［37021］フィラーキャップユニオン仕様
JAN.4522285370211 （汎用）
A2017 シルバーアルマイト
オイルキャッチタンク用フィラーキャップにユニオン仕様を追加しました。
Ｏリングは付属されていません。純正部品をお使いください。
フィッティングサイズは、
♯6のものをご使用ください。

¥2,100

シート／外装

［33068］

タペットカバー（取り出し有）

（汎用）
JAN.4522285330680

A2017 シルバーアルマイト
ノーマルエンジンタペットカバー用
径10mm
（先端は11mm）

アクセサリー／
エンジン周辺

［33096］タペットカバーユニオン仕様

リペアパーツ

JAN.4522285330963 （横型エンジン用）

¥3,150

A2017 シルバーアルマイト
タペットカバーに、
オイルキャッチタンク用のメッシュホース装着などに便利なユニオン仕様を追加しました。
この製品に使用するフィッティングサイズは、
アールズ製フィッティング#6をお使いください。
Oリングは付属しません。純正部品を付け替えてお使いください。
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¥2,625
取り出し口外

［33072］

アジャスタブルタペットキャップ

（汎用）
JAN.4522285330727

Customize History

2001

¥5,040

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
ノーマルエンジンタペットカバー用 取り出し口外
径10mm
（先端は11mm）取出し角度調整可 ス
ーパーヘッドなど社外品のシリンダーヘッドには装着
できないものもあります。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

セット商品
スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［37115］

鋳造可変マニホールドＴM－MJNφ24/φ26用

¥7,140

ホイール／
ハブ

（汎用）
JAN.4522285371157

鋳造アルミ A2017
ヨシムラTM-MJN24.26、
またはミクニフラットφ24キャブ用鋳造タイプの可変式マニホールドです。水平方向に360度
調整可能なため、
ビッグキャブレターを装着した際のタンクへの干渉や、
ワイヤーの取り回しが容易になります（車体に干
渉する位置での装着は出来ません） ポート径φ26専用ガスケット付属インシュレータースズキ純正部品番号インシュレ
ター品番（13110-01A00）、バンド品番（09402-40207）注意！スズキ純正部品は別途お買い求めください。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［37113］可変マニホールドPC20用

¥7,140

A6063 バフ
PCφ20用可変式マニホールドです。水平方向に360度調整可
（車体に干渉する位置での装着は出来ません）
ケイヒン製PC20キャブレター専用設計 ガスケット付属
〔注意〕
取り付け位置によってはボルトが締められない場合があります。

［37200］可変マニホールドＴMＲ－MJN26用ビレットタイプ
JAN.4522285372000 （横型エンジン用）

¥15,750

A6063 無地
アルミ無垢材から削り出し、3次元加工により内面を滑らかに仕上げています。キャブレターからの吸気工程が、
より
スムーズに行える最高級マニホールドです。マニホールド内径はφ26とし、
キタコ製ウルトラSEヘッドのポート径に合
わせています。ヘッド側取り付けピッチ45mm(M6)、
インシュレター側取り付けピッチ55mm～60mm(M6)ガスケッ
ト付属 取り付け位置によってボルトが固定できない場合があります。装着には別途インシュレター、バンドが必要
インシュレータースズキ純正部品番号インシュレター品番
（13110-01A00）
、
バンド品番
（09402-40207）

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285371133 （横型エンジン用）

シート／外装

¥9,450

A6063 バフ
ミクニTMRφ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。
マニホールド仕様：インシュレーター側ポート径29ｍｍ、
エンジン側ポート径26ｍｍ、
インシュレーター取付けネジピ
ッチ55ｍｍ～60ｍｍ(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNφ28などの装着が可能です。
ガスケット付
属 TMR、
MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。
（スズキ純正部品品番13110－16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。

［37201］可変マニホールドＴMＲ－MJN24・26用
JAN.4522285372017 （KSR110用）

¥9,450

リペアパーツ

JAN.4522285372024 （横型エンジン用）

アクセサリー／
エンジン周辺

［37202］可変マニホールドＴMＲ－MJN28・ミクニＴMＲ28用

A6063 バフ
KSR110にヨシムラTM-MJNφ24、MJNφ26やミクニフラットφ24などが装着できるマニホールドです。可変タイプにする事でキャブの位置を振ること
ができ、今まで装着不可であったキャブレ-タ-が装着できます。インシュレーター側ポート径26ｍｍ、エンジン側ポート径22ｍｍ、インシュレーター取付けネ
ジピッチ55ｍｍ～60ｍｍ(M6)インシュレーターの取付けネジピッチが55ｍｍ～60ｍｍであれば、その他のキャブの装着が可能です。( ヨシムラMJN
φ24、φ26やミクニフラットφ24以外の装着確認はしておりません。)ガスケット付属KSR110専用です。
〔注意〕別途インシュレーターとバンドが必要で
す。スズキ純正部品品番13110-01A00インシュレ-ター、品番09402-40207バンド 装着位置によってはカウル等に干渉する場合があります。
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺

フレーム

［39005］CRミニ用可変マニホールド
セット商品

JAN.4522285390059 （横型エンジン用）

¥8,925

［37203］シャリー用可変マニホールドＴMＲ－MJN24用
JAN.4522285372031 （シャリー用）

¥8,925

A6063 バフ
ヨシムラTM-MJNφ24、
φ26キャブレター用可変マニホールドに新たにシャリー用を追加しました。
メンテナンスが
容易に出来るようキャブレターをフレーム上部に出しています。ポート径φ22 ガスケット付属
〔注意〕純正キャブレターカバーは使用できません。取り付け位置によってはボルトが固定できない場合がありま
す。装着にはスズキ純正部品…インシュレーター
（13110-01A00）
、バンド
（09402－40207）
が必要になりま
す。

［37204］シャリー用可変マニホールドPCφ20用

［39007］CRミニ用フィルターアダプター

スイングアーム

A6063 バフ
〔特徴〕
人気の可変マニホールドに待望のCRミニφ22キャブレター用が新登場しました。
キャブレター取り付け位置が水平方向に360°
調整可能なマニホールドです。ポート径φ22 ガスケット付属
〔注意〕
取り付け位置によってはボルトが固定できない場合があります。装着には、
スズキ純正部品インシュレータ
ー
（13110-01A00）
、
バンド
（09402－40207）
が必要になります。

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

JAN.4522285372048 （シャリー用）

¥8,925

A6063 バフ
特徴シャリー用可変マニホールドに、PCφ20キャブレター用を追加しました。
キャブレターを上部にだすことで、
メンテナンスが容易にできます。パイプ内径φ22 エンジン側ポート径φ22 ガ
スケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。

JAN.4522285390073 （CRミニキャブレター用）
A2017 シルバーアルマイト
CRミニにパワーフィルターを取り付けるアダプターです。口径をφ35に設定しています。
キャブレターとアダプターとの間に入るOリングは付属していません。
耐ガソリンの液状ガスケット等を塗布してください。

¥3,675

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［39009］PC20用ビレットフロートチャンバー
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285390097 （汎用）

¥7,350

A2017 シルバーアルマイト
〔特徴〕PC20用の削りのフロートチャンバーで、高級感溢れる仕上がりになっています。
ノーマルではフロート室を取り外さなけ
ればジェット交換ができません。が、当製品は新たにドレンボルトを設け、
メインジェットの交換が容易になっています。フロート室
の容量をアップし、アクセル急開度による息継ぎを防ぎます。フロート室の全高を約10mm低くし、
クランクケースとの干渉を少
なくしています。
〔注意〕
フロート室のゴムパッキンはノーマルを使用してください。(ホンダ純正部品番号16163-GFW-A21)
フロートチャンバーがねじ止め式のキャブレーターが対象です。(クリップで留めるタイプには使用できません。)

［39351］ガソリンクーラー6mm－6mm
JAN.4522285393517 （汎用）

¥5,775

A2017 シルバーアルマイト
夏場などでガソリン温度の上昇を防ぎ、燃焼効率を改善し安定したエンジン出力を発生する事を目的に開発され
た商品です。
タンクと、
キャブレターのホースの間に挟むだけで簡単に取り付けができます。
専用ステー付属 走行風のあたる場所でご使用ください。ホース、
クリップは付属していませんので、別途お買い
求めください。取り付けホース推奨
（内径φ5、
外径φ8） 商品の穴径はφ4です。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［39354］ガソリンクーラー6mm－8mm

リペアパーツ

JAN.4522285393548 （汎用）

¥5,775

A2017 シルバーアルマイト
夏場などでガソリン温度の上昇を防ぎ、燃焼効率を改善し安定したエンジン出力を発生する事を目的に開発され
た商品です。
タンクとキャブレターのホースの間に挟むだけで簡単に取り付けができます。専用ステー付属 走行
風のあたる場所でご使用ください。ホース、
クリップは付属していませんので、別途お買い求めください。商品のホ
ース取り付け口径はφ6
（推奨ホース内径φ6）
、
φ8
（推奨ホース内径φ8）
になります。商品のガソリンが通る穴径
はφ4とφ6です。
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［37119］3mmスペーサーφ20用
JAN.4522285371195 （横型エンジン用）
A5052 シルバーアルマイト
マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、
高さに応じてご用意ください。

¥1,260

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［37120］6mmスペーサーφ20用
A5052 シルバーアルマイト
マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。

¥1,575

［37121］3mmスペーサーφ26用
JAN.4522285371218 （横型エンジン用）
A5052 シルバーアルマイト
マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、
高さに応じてご用意ください。

¥1,260

セット商品

JAN.4522285371201 （横型エンジン用）

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［37122］6mmスペーサーφ26用
A5052 シルバーアルマイト
マニホールドをかさ上げしたいときに使用するスペーサーです。
ガスケット付属 ボルトは付属していませんので、高さに応じてご用意ください。

¥1,575

［33409］キャブヒートガード
JAN.4522285334091 （エイプ50/100用）
カーボン
エンジンとキャブの間にヒートガードを設け、
ガソリン温度の上昇を防ぎ霧化の異常を防ぎます。
ノーマルキャブ、
ヨシムラＭJNφ24、
26が装着可能です。
その他のキャブは加工が必要な場合があります。

¥8,925

ホイール／
ハブ

JAN.4522285371225 （横型エンジン用）

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［37123］

ビレットジェネレーターカバー縦型エンジン用

（縦型エンジン用）
JAN.4522285371232

［39006］FCR加速調ポンプ整用スペーサー

¥525

加速ポンプ調整用スペーサー

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285390066 （汎用）
A2017 無地
加速ポンプ組み付けレース専用部品 Ａ2017材使用

¥36,750

A2017 シルバーアルマイト
エイプやXRモタードなどの縦型エンジン用のビレット
ジェネレーターカバーです。
アルミの無垢材から、総削り出しで製作している贅
沢な逸品です。
チェンジシャフトをガッチリ支える
「ガッチリくん」機能
も搭載し、
ミッションの摩耗や、転倒時のシャフトの
曲がりを軽減致します。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［37124］

アルミビレットジェネレーターカバー

¥31,500

リペアパーツ

（横型エンジン用）
JAN.4522285371249

A2017 シルバーアルマイト
総削りのジェネレーターカバーです。フライホイール部は6V車のようにふたが取り外せるようになっています。またシフトガイドが一体になっていてシフトチェ
ンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ、小気味良いシフトチェンジを実現させます。ガイド部分にはニードルベアリングを
採用しています。ダストシールを標準装備し、ゴミなどの侵入を防ぎます。ホンダ、カブ系横型エンジンに装着可能です。ホンダ系横型エンジン装着可能（た
だし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可）6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両でのトラ
ブルは保障の対象外になる場合があります。FI（フューエルインジェクション車輌）モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺

フレーム

［37126］20mmオフセットスプロケットカバー
セット商品

JAN.4522285371263 （汎用）

¥12,600

A2017 シルバーアルマイト
本製品は、37124に取り付ける20mmオフセットカバーです。ジェネレーターカバーとのセットで購入される場合は、37125をお選びください。スプロケットの軸をスプロケッ
トカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセットです。カバー内側にはダストシール
を設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10インチ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイ
テムです。注意弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。弊社37124ジェネレーターカバーに取り付ける20mmオフセットのカバーです。
2010年3月以前に製造された37124ジェネレーターカバーは、本製品を取り付けるために追加工が必要になります。取り付けにあたり、当社までお問い合わせください。

［37125］アルミビレットジェネレーターカバー20mmオフセット
JAN.4522285371256 （横型エンジン用）
¥42,000

A2017 シルバーアルマイト
スプロケットの軸をスプロケットカバーのベアリングで支持し、オフセットによるカウンターシャフトの摩耗を低減します。スプロケットカバーと、ジェネレターカバーのセ
ットです。カバー内側にはダストシールを設け、ベアリングへの砂や塵の侵入を低減します。ボルト部分はノックピン加工を施しており強度を上げています。10イン
チ5.5Jのスタイルを手に入れるのには必須アイテムです。注意弊社品番36028、20mmオフセットスプロケットを使用するのに必要です。ホンダ系横型エンジン
装着可能（ただし、JAZZ、マグナ、及びその他のセル付き横型エンジンは不可）6Vに装着の場合、カバー右下のボルト1本が固定できません。それ以外の車両で
のトラブルは保障の対象外になる場合があります。FI（フューエルインジェクション車輌）モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。

スイングアーム

［39407］

［39410］

（モンキー/ゴリラ）
JAN.4522285394071

（エイプ50/100）
JAN.4522285394101

横型エンジン用エンジンマウント補強プレート

¥17,640

ステム／
ステム周辺

A2017 シルバーアルマイト
モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレート
です。
クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレーム
とも固定するため、
エンジンの左右の動きを抑制しま
す。
材質は高強度のA2017を使用してクランクケース
剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノー
マルステップとの装着も可能です。
〔注意〕
サイドスタンドホルダー、
ノーマルステップを
使用する場合は、
このプレートの厚み分
（10mm）
だ
け下に下がります。車体が立ちすぎる場合にはアジ
ャストスタンド等で調整してください。

縦型エンジン用エンジンマウント補強プレート

¥15,750

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
フレームとエンジンを固定する強化プレートです。
クランクケースの下側の4本のボルト穴を使用し、
エ
ンジンとフレームを固定することで左右の動きを抑
制します。
高強度A2017材を使用し、左右のケースを繋げる
ことで、
ケース剛性を高めることができます。
当社スタンドホルダー、
アジャスタブルスタンドホルダ
ーと同時装着した場合、
プレートの厚み分
（10mm）
下に下がります。
車体が立ちすぎる場合は、
アジャストスタンド等で調
整してください。
インジェクション車両装着未確認

スプロケット／
スペーサー

［30334］

［37025］

（エイプ50/100）
JAN.4522285303349

（横型エンジン用）
JAN.4522285370259

アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用5段

エンジンマウント

¥7,560

キャリパー
サポート

A2017 シルバーアルマイト
エイプ50/100に装着できるエンジンマウントです。
高強度のＡ2017材を使用し肉厚のプレートに変更
することでエンジンマウントの剛性アップに役立ちま
す。
ノーマル取り付けボルト装着可能。

¥13,650

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで
す。
取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだ
けです。
面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への
干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを
循環させていますので、高い冷却効果が得られます。
フィン数5枚
ヘッド取り付け面からオイルクーラー端 面まで約
45mm
●装着可能シリンダーヘッド
モンキー6V、
モンキー12V、
ダックス6V、
ダックス12V、
モンキーR、各社レギュラーヘッド、
スーパーカブ）
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）
キタコウル
トラSE（プラグ角度が違うため）モトラ
（フレームに干
渉）
、
シャリー
（フレームに干渉）
、CT110（エンジン形
式違い）

シート／外装

［37024］

アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用10段

（横型エンジン用）
JAN.4522285370242

アクセサリー／
エンジン周辺

［37020］

アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段

（汎用）
JAN.4522285370204

¥14,700

リペアパーツ

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非
常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回
しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。
内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。
フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm
●装着可能シリンダーヘッド
モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッ
ド、スーパーカブ（年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。）
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）キタコウルトラSE（プラグ角度が違うため）モ
トラ（フレームに干渉）、シャリー（フレームに干渉）、CT110（エンジン形式違い）
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¥15,750

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで
す。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付
けるだけです。
面倒なホースの取り回しやステー加工、
他の部品へ
の干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオ
イルを循環させていますので、高い冷却効果が得ら
れます。
フィン数10枚
ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約
62mm
●装着可能シリンダーヘッド
モンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス
12V、
モンキーR、
各社レギュラーヘッド、
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）
キタコウルト
ラSE（プラグ角度が違うため）
モトラ
（フレームに干渉）、
シャリー
（フレームに干渉）、CT110（エンジン形式違
い）、
カブ
（レッグシールドと干渉する恐れあります。）

［37026］

［37027］

（横型エンジン用）
JAN.4522285370266

（横型エンジン用）
JAN.4522285370273

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ5段

¥15,750

（横型エンジン用）
JAN.4522285370280

（横型エンジン用）
JAN.4522285330949

¥17,850

（横型エンジン用）
JAN.4522285330932

7段

¥12,600

［33095］

ビレットカムカバータイプ2 10段

（横型エンジン用）
JAN.4522285330956

¥13,650

［33083］

［33084］

（汎用）
JAN.4522285330833

（汎用）
JAN.4522285330840

バックステップ／
ステップ周辺

A2017 A5052
シルバーアルマイト
別体式のフィンを設けたNＥＷコンセプトのカムカバ
ーです。
フィンを設ける事により冷却効果がアップします。品
番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着で
迫力あるエンジン周りを演出できます。
モンキー6V・12V、
ダックス6V・12V、
モンキーR、各
社レギュラーヘッドは装着可能です。
〔注意 〕キタコ製SEヘッド、モトラ、
シャリー、カブ、
CT110は装着できません

キャリパー
サポート

A2017 A5052
シルバーアルマイト
別体式のフィンを設けたNＥＷコンセプトのカムカバ
ーです。
フィンを設ける事により冷却効果がアップします。
品番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着
で迫力あるエンジン周りを演出できます。
モンキー6V・12V、
ダックス6V・12V、
モンキーR、各
社レギュラーヘッドは装着可能です。
〔注意 〕キタコ製SEヘッド、モトラ、
シャリー、カブ、
CT110は装着できません

スプロケット／
スペーサー

ビレットカムカバータイプ2

¥11,550

A2017 A5052
シルバーアルマイト
別体式のフィンを設けたNＥＷコンセプトのカムカバ
ーです。
フィンを設ける事により冷却効果がアップします。品
番37020等のビレットオイルクーラーと同時装着で
迫力あるエンジン周りを演出できます。
モンキー6V・12V、
ダックス6V・12V、
モンキーR、各
社レギュラーヘッドは装着可能です。
〔注意 〕キタコ製SEヘッド、モトラ、
シャリー、カブ、
CT110は装着できません

ホイール／
ハブ

［33093］

5段

ステム／
ステム周辺

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで
す。
ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィン
を配置し、
より効果的な製品となっています。
内部にオイルを循環させていますので高い冷却効
果が得られます。モンキー6V・12V、ダックス6V・
12V、モンキーR、、各社レギュラーヘッドは装着可
能です。
●装着可能シリンダー
ヘッドモンキー6V、
モンキー12V、
ダックス6V、
ダック
ス12V、
モンキーR、各社レギュラーヘッド、
スーパー
カブ
（年式によりレッグシールドと干渉する恐れあり
ます。
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）
キタコウ
ルトラSE
（プラグ角度が違うた
め）
モトラ
（フレームに干渉）
、
シャリー
（フレームに干
渉）
、CT110
（エンジン形式違い）

ビレットカムカバータイプ2

スイングアーム

［33094］

セット商品

［37028］

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ10段

¥16,800

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで
す。
ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィン
を配置し、
より効果的な製品となっています。
内部にオイルを循環させていますので高い冷却効
果が得られます。
モンキー6V・12V、
ダックス6V・12V、モンキーR、
、
各社レギュラーヘッドは装着可能です。
●装着可能シリンダー
ヘッドモンキー6V、
モンキー12V、
ダックス6V、
ダック
ス12V、
モンキーR、各社レギュラーヘッド、
スーパー
カブ
（年式によりレッグシールドと干渉する恐れあり
ます。
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）
キタコウ
ルトラSE
（プラグ角度が違うため）
モトラ
（フレームに
干渉）
、
シャリー
（フレームに干渉）
、CT110
（エンジ
ン形式違い）

フレーム

A2017 A5083 シルバーアルマイト
ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーで
す。
ビレットオイルクーラーの上部プレートにもフィンを配
置し、
より効果的な製品となっています。内部にオイ
ルを循環させていますので高い冷却効果が得られま
す。
●装着可能シリンダー
ヘッドモンキー6V、
モンキー12V、
ダックス6V、
ダック
ス12V、
モンキーR、各社レギュラーヘッド、
スーパー
カブ
●装着不可シリンダーヘッド(または車種）
武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い）
キタコウ
ルトラSE
（プラグ角度が違うため）
モトラ
（フレームに
干渉）
、
シャリー
（フレームに干渉）
、CT110
（エンジ
ン形式違い）

アルミビレットオイルクーラービッグフィンタイプ7段

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

¥7,770

¥3,780

A2017 シルバーアルマイト
エンジンを効率よく冷やすために、
大きく張り出したフ
ィンを追加した、
タペットキャップです。
A2017材より削り出し、腐食防止のため表面には
シルバーアルマイトを施しています。
スーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装
着ができません。

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 シルバーアルマイト
エンジンを効率よく冷やすために、
大きく張り出したフ
ィンを追加したカムカバーです。
Ａ2017材より削り出し、腐食防止のため表面には
シルバーアルマイトを施しています。
スーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装
着ができません。

タペットキャップビッグフィンタイプ

シート／外装

カムカバービッグフィンタイプ

リペアパーツ
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺
［33085］

エンジンヘッドカバービッグフィンタイプ

（汎用）
JAN.4522285330857

¥9,450

フレーム

A2017 シルバーアルマイト
シリンダーヘッドの排圧を抜くために、
ヘッドカバー上
部にはブリーザーホース取り出し口を備えています。
取り出し口部分は左右に45度ずつ振ることができ
ます。
スーパーヘッド等社外品のシリンダーヘッドには装
着ができません。
別途ホース、
ホースバンドが必要になります。
取り出し口径φ10

［37114］オイルクーラーステー

¥2,940

セット商品

JAN.4522285371140 （汎用）
A5052 シルバーアルマイト
サーク製コア
（またはアールズ製コア）
4.5-7段専用設計

板厚3mmM6用取り付け位置間238mm

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［34036］ストライカーパワーミニタイプ1ダウンアップタイプ
ホイール／
ハブ

JAN.4522285340368 （モンキー用）

¥40,950

ステンレス
エキパイ/ステンレスφ31．
8－φ35．
0 コニカルテーパーテール/ステンレスφ35．
0－φ42．
7コニカルテーパーサ
イレンサー/ステンレスオーバル 長さ210ｍｍ 自重：1600ｇ 音量：89ｄｂ
（50ｃｃエンジンにて計測）
〔特徴〕
ストライカーとのコラボレーションで生まれたダウン－アップタイプのマフラーです。モンキー等のミニバイク
専用に、
取り回しや大きさを考え開発されています。
ノーマルステップ可能。マフラーステー付属

［34037］ストライカーパワーミニタイプ2アップタイプ
JAN.4522285340375 （モンキー用）

¥40,950

ステンレス
エキパイ/ステンレスφ27.2-φ32.0 コニカルテーパーテール/ステンレスφ35.0-φ42.7コニカルテーパーサイレンサ
ー/ステンレスオーバル 長さ220mmストレート機構 自重：1600g 音量：83db
（50ccエンジンにて計測） 純正
マフラーカバー取り付け可能。 ノーマルエンジン～ライトチューン対応〔特徴〕
ストライカーとのコラボレーションで生ま
れた、
アップタイプのマフラーです。モンキー等のミニバイク専用に取り回しや大きさを考え開発されています。
ノーマル
ステップ可能。マフラーステー付属 ノーマルの50ccエンジンからライトチューン
（100cc）
までの排気量が対象です。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［33078］クランクケース強化加工
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285330789 （横型エンジン用）

¥15,750

オプション
通常2箇所のノックピンではハイパワー化したエンジンに負けてしまい、
クランクケースの歪みなどが起こる場合があります。その対
策として、左右のクランクケースのボルト穴にφ8×12mmのノックピンが入るよう精密加工を行い、ケースの剛性を上げることが可
能です。ノックピン8mmを6か所追加いたしま ）GP-MONOやMINIMOTO4耐のオープンクラスで既に実証されている加工で
す。専用ガスケット、
ノックピン付属 ガスケットの除去、
シール類、ベアリングを外した状態で当社までクランクケースをお送りくださ
い。往復の送料はお客様のご負担です。クランクケースの状態によってはお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。

［33079］クランクケースボーリング加工
JAN.4522285330796 （横型エンジン用）

¥2,625

オプション
φ57ピストン＆シリンダーが入るようにクランクケースのシリンダー挿入部分を拡大します。
マシニングセンターにより精密加工いたします。33078クランクケース強化加工と同時注文の場合に限ります。
ボーリング加工をされますと、
シリンダー挿入部分の肉厚が薄くなります。スタッドボルトの締め付けには十分注意
してください。
クランクケースの状態によっては加工をお断りする場合があります。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［33080］クランクケースミッション部分加工

リペアパーツ

JAN.4522285330802 （横型エンジン用）
オプション
社外品のクロスミッション等を組み込む場合に必要な加工になります。
ミッションが入るようにマシニングセンターにて精密加工致します。
33078クランクケース強化加工と同時注文の場合に限ります。
クランクケースの状態によっては加工をお断りする場合があります。
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¥2,625

［33089］クランクケースオリフィス加工
JAN.4522285330895 （横型エンジン用）

¥1,050

A2017 シルバーアルマイト
社外品の大容量オイルポンプを組み込む際に必要な加工です。
オリフィス穴を2mmに広げ、
シリンダーヘッドへ多くのオイルを送ります。
〔注意〕
33078クランクケース強化加工と同時注文の場合に限ります。
クランクケースの状態によっては加工を
お断りする場合があります。

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［33077］クランクケース強化加工

¥15,750

オプション
通常2箇所のノックピンではハイパワー化したエンジンに負けてしまい、
クランクケースの歪みなどが起こる場合があります。その対
策として、左右のクランクケースのボルト穴にφ8×12mmのノックピンが入るよう精密加工を行い、ケースの剛性を上げることが可
能です。
（縦型は9箇所加工いたします。）GP-MONOやMINIMOTO4耐のオープンクラスで既に実証されている加工です。専用
ガスケット、
ノックピン付属 ガスケットの除去、
シール類、ベアリングを外した状態で当社までクランクケースをお送りください。往復
の送料はお客様のご負担です。クランクケースの状態によってはお断りする場合があります。あらかじめご了承ください。

［39334］エンジンボルトセット
JAN.4522285393340 （汎用）
ステンレス
モンキー、
ゴリラの12Ｖエンジンに使用できるキャップタイプのステンレスボルトです。

¥1,995

セット商品

JAN.4522285330772 （縦型エンジン用）

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［39345］エンジンボルトセット6Ｖ横型エンジン用

スプロケット／
スペーサー

Customize
History

¥1,995

ホイール／
ハブ

JAN.4522285393456 （汎用）
ステンレス
モンキー、
ゴリラの6Vエンジンに使用できるキャップタイプのステンレスボルトです。

2008

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺
リペアパーツ
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺
ホイール型キーホルダー（汎用）

［39925］JAN.4522285399250 ¥2,625

A2017 シルバーアルマイト

［39926］JAN.4522285399267 ¥2,625

A2017 ブラックアルマイト

［39927］JAN.4522285399274 ¥2,625
フレーム

A2017 レッドアルマイト

［39928］JAN.4522285399281 ¥2,625

A2017 ブルーアルマイト

［39929］JAN.4522285399298 ¥2,625

A2017 ゴールドアルマイト

セット商品

鍵の頭に取り付けできるキーホルダーです。
モンキー用のホイールをモチーフにしたデザインです。
ホンダのミニバイク系の鍵で、
ラバータイプになっているもの
全般に使用できます。
ホイール径、
1.25J、
ホイール幅0.8Jです。
ただし、
アニバーサリーなどのカギは使用不可

［39935］ゴリラタンク型キーホルダー
JAN.4522285399359
¥5,040
（汎用）
A2017 シルバーアルマイト
ゴリラタンクをモチーフとし、
中央にG'craftロゴを削り込みました。
愛車と同じ塗装を施したりと使い方は自由です。

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［39932］4Lタンク型キーホルダー
ゴリラタンク型キーホルダー（汎用）

ホイール／
ハブ

［39936］JAN.4522285399366
［39937］JAN.4522285399373
［39938］JAN.4522285399380
［39939］JAN.4522285399397

A2017 ブラックアルマイト
A2017 レッドアルマイト
A2017 ブルーアルマイト
A2017 ゴールドアルマイト

¥5,040
¥5,040
¥5,040
¥5,040

ゴリラタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り
込みました。
愛車と同じ塗装を施したりと使い方は自由です。

JAN.4522285399328
（汎用）

¥4,725

A2017 シルバーアルマイト
4Lタンクをモチーフとし、
中央にG'craftロゴを削り込みました。可愛らしい
タンク型です。
愛車と同じ塗装を施したりと、
使い方は自由です。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［33010］クラッチカバ－
4Lタンク型キーホルダー（汎用）

バックステップ／
ステップ周辺

［39941］JAN.4522285399410
［39942］JAN.4522285399427
［39943］JAN.4522285399434
［39944］JAN.4522285399441

A2017 ブラックアルマイト
A2017 レッドアルマイト
A2017 ブルーアルマイト
A2017 ゴールドアルマイト

¥4,725
¥4,725
¥4,725
¥4,725

4Lタンクをモチーフとし、中央にG'craftロゴを削り込
みました。可愛らしいタンク型です。
愛車と同じ塗装を施したりと、
使い方は自由です。

JAN.4522285330109
（汎用）

¥1,785

A5052 ブルーアルマイト
段つき穴あきタイプ 単品使用不可

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［33011］クラッチカバ－
JAN.4522285330116
（汎用）

リペアパーツ

A5052 ブラックアルマイト
段つき穴あきタイプ 単品使用不可
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［33013］クラッチカバ－
¥1,785

JAN.4522285330130
（汎用）

A5052 ゴールドアルマイト
段つき穴あきタイプ 単品使用不可

［33015］クラッチカバ－
¥1,785

JAN.4522285330154
（汎用）

A5052 レッドアルマイト
段つき穴あきタイプ 単品使用不可

¥1,785

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［33016］クラッチカバ－

［33063］クラッチカバ－
¥1,785

A5052 シルバーアルマイト
段つき穴あきタイプ 単品使用不可

JAN.4522285330635
（汎用）

［33017］クラッチカバ－
¥2,205

A5052 バフ
段つき穴あきタイプ 単品使用不可

JAN.4522285330178
（汎用）

¥1,365
セット商品

JAN.4522285330161
（汎用）

A5052 ブルーアルマイト
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

スイングアーム

JAN.4522285330185
（汎用）

［33020］クラッチカバ－
¥1,365

［33022］クラッチカバ－
¥1,365

A5052 ゴールドアルマイト
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330222
（汎用）

¥1,365

A5052 レッドアルマイト
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

ホイール／
ハブ

A5052 ブラックアルマイト
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330208
（汎用）

ステム／
ステム周辺

［33018］クラッチカバ－

スプロケット／
スペーサー

［33064］クラッチカバ－
¥1,365

A5052 シルバーアルマイト
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330642
（汎用）

［33024］クラッチカバ－
¥1,575

A5052 バフ
フラットタイプ 段付き穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330246
（汎用）

¥1,575
バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285330239
（汎用）

キャリパー
サポート

［33023］クラッチカバ－

A5052 ブルーアルマイト
段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

シート／外装

JAN.4522285330253
（汎用）

¥1,575

JAN.4522285330277
（汎用）

A5052 ゴールドアルマイト
段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

［33029］クラッチカバ－
¥1,575

JAN.4522285330291
（汎用）

¥1,575

A5052 レッドアルマイト
段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

リペアパーツ

A5052 ブラックアルマイト
段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

［33027］クラッチカバ－

アクセサリー／
エンジン周辺

［33025］クラッチカバ－
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アイデアと個性が高次元で融合
カスタムバイク

ACCESSARY/ENGINE PERIPHERAL PRODUCTS アクセサリー／エンジン周辺

フレーム

［33030］クラッチカバ－
セット商品

JAN.4522285330307
（汎用）

［33065］クラッチカバ－
¥1,575

A5052 シルバーアルマイト
段つき穴無しタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330659
（汎用）

［33052］クラッチカバー
¥1,785

A5052 バフ
段付き穴なしタイプ 段付き穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285330529
（汎用）

¥1,365

カーボン
フラットタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［33053］クラッチカバー
JAN.4522285330536
（汎用）

［37102］バッテリーケース12Ｖ用
¥1,575

ホイール／
ハブ

カーボン
段つきタイプ 段つき穴あきタイプとの同時装着可

JAN.4522285371027
（モンキー用）

¥4,410

A5052 無地
アルミ製のバッテリーケースです。
ＣＤＩや、
ウィンカーリレーを取り付けるステーが付属しています。
12Ｖ密閉式バッテリー用

［37104］ＦＩモンキーバッテリー移設キット
JAN.4522285371041
¥9,975
（FIモンキー用）

A5052 無地
純正のシート下に配置されているバッテリー等を右側に移設することで、
当社カスタムシート
（品番33510など）
が使用できます。
また、
サイドカバーが簡単に取り外しできるため、
バッテリー交換も工具無
しで可能です。

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

［37105］4Lアルミ12Ｖバッテリーケース
JAN.4522285371058
¥4,200
（4Lモンキー用）

［39336］シムセットM8

［39335］シムセットM12

［39010］モンキ－タンクマ－クシ－トZ50J1
JAN.4522285390103
¥2,100
（汎用）

A5052 無地
4Lモンキー用(Z50J/Z50J1Z50J-1000001～1028999、Z50J-1100001～1195595）4Lモンキーの
電装を12Ｖモンキー用（ＦＩモンキーは除く）に変更し、モンキー用メンテナンスフリーバッテリーを装着するキット
です。12Ｖバッテリーが装着できます。4Lモンキーの純正サイドカバーがそのまま使用可能です。バッテリーケ
ース本体に装着されているステーに、ＣＤＩ、ウィンカーリレーが装着可能。装着にあたっては、別途モンキー用
純正のバンド(ホンダ純正品番、95012-13001)が必要です。装着できるバッテリーはＹＴＲ4Ａ-ＢＳ(ユアサバ
ッテリー）もしくは、ＦＴＲ4Ａ-ＢＳ(古河バッテリー）になります。4Lモンキー（Z50J-1000001～1195595）専用

JAN.4522285393364
（汎用）

［39337］シムセットM10
¥525

スチール
外形14mm、内径8.5mm、厚さ0.5mmキャリパーのセンター出しに使用
します。

JAN.4522285393371
（汎用）

¥525

スチール
外形20mm、内径10.5mm、厚さ0.5mmキャリパーやホイールのセンタ
ー出しに使用します。

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

JAN.4522285393357
（汎用）

¥525

リペアパーツ

スチール
外形26mm、内径12.5mm、厚さ0.5mmキャリパーやホイールのセンタ
ー出しに使用します。

88

ステッカー
39010… モンキーZ50J1タイプ、39011… モンキーZ50Jタイプ、
39012…Z50AK3タイプ
（左右2枚セット）
、39197…モンキーZ50J1
タイプ

［39011］モンキ－タンクマ－クシ－トZ50J
JAN.4522285390110
¥2,625
（汎用）

ステッカー
39010… モンキーZ50J1タイプ、39011… モンキーZ50Jタイプ、
39012…Z50AK3タイプ
（左右2枚セット）
、39197…モンキーZ50J1
タイプ

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［39197］タンクマークシートZ50Jタイプブルー
JAN.4522285391971
¥2,100
（汎用）

［39326］ステッカーホワイト切文字（小）
JAN.4522285393265
¥525
（汎用）

［39327］ステッカーブラック切文字（小）
JAN.4522285393272
¥525
（汎用）

［39352］ステッカーブラック

［39353］ステッカーホワイト

ステッカー
39010… モンキーZ50J1タイプ、39011… モンキーZ50Jタイプ、
39012…Z50AK3タイプ
（左右2枚セット）
、39197…モンキーZ50J1
タイプ

ステッカー
39010… モンキーZ50J1タイプ、39011… モンキーZ50Jタイプ、
39012…Z50AK3タイプ
（左右2枚セット）
、39197…モンキーZ50J1
タイプ

ステッカー
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
87mmx35mm 。ホワイト1枚入り。

セット商品

［39012］モンキ－タンクマ－クシ－トZ50AＫ3
JAN.4522285390127
¥3,150
（汎用）

スイングアーム

JAN.4522285393531
（汎用）

¥525

ステッカー
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
11mmx25mm 。ホワイト５枚入り。

ホイール／
ハブ

ステッカー
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
11mmx25mm 。
ブラック５枚入り。

¥525

ステム／
ステム周辺

ステッカー
Gクラフトの切り文字タイプのステッカーです。
87mmx35mm 。
ブラック1枚入り。

JAN.4522285393524
（汎用）

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［39356］Gクラフトワッペン
ワッペン
Gクラフトのワッペンです。アイロンで接着します。
40mmx80mm

¥1,260

Customize History

2006

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285393562
（汎用）

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺
リペアパーツ
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細かい対応で安心をお約束
カスタムバイク

REPAIR PARTS リペアパーツ

フレーム

［38001］アクスルナットM12
セット商品

JAN.4522285380012
（汎用）

［38002］アクスルシャフト210mm
¥210

スチール
スイングアームなどのアクスルシャフトに使用するM12-P1.25のフランジ
付セルフロックナットです。
（部品番号600344）

JAN.4522285380029
（汎用）

［38003］アクスルシャフト230mm
¥2,415

スチール
ダックス用スイングアームに使用するφ12首下210mmのアクスルシャフ
トです。
（部品番号600801）

JAN.4522285380036
（汎用）

¥2,100

スチール
NSR50/80、
ワイドスイングアームに使用するφ12首下230mmのアク
スルシャフトです。
（部品番号65263）

スイングアーム

ステム／
ステム周辺

［38004］アクスルシャフト235mm
JAN.4522285380043
（汎用）

［38005］アクスルシャフト245mm
¥2,520

ホイール／
ハブ

スチール
マルチタイプスイングアームに使用するφ12首下235mmのアクスルシ
ャフトです。
（部品番号600803）

JAN.4522285380050
（汎用）

［38006］アクスルシャフト255mm
¥2,520

スチール
マルチタイプステムキットに使用するφ12首下245mmのアクスルシャフ
トです。
（部品番号610933）

JAN.4522285380067
（汎用）

¥3,675

スチール
R&P用スイングアームに使用するφ12首下255mmのアクスルシャフト
です。
（部品番号690857）

スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート

［38007］シフトリンク

バックステップ／
ステップ周辺

JAN.4522285380074
（汎用）

［38008］ペダルエンドバー
¥4,200

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップで使用するシフトリンクです。使用バックステップ品番
32012.32014.32022.32023.32030.32038.32039.32040.32
069.32070.32085.32088.32089.32105 （部品番号620131）

JAN.4522285380081
（汎用）

［38009］ペダルエンドラバー
¥882

A2017 ハードアルマイト
当社バックステップの主にブレーキペダルに使用されるペダルエンドバー
です。使用バックステップ品番32012.32014.32022.32023.3202
8.32030.32031.32032.32039.32040.32088.32089（ 部 品 番
号620019）

JAN.4522285380098
（汎用）

¥284

ゴム
当社バックステップの主にチェンジペダル先端に使用されるゴム部分の
みの部品です。
（品番38009と組み合わせて使用）使用バックステップ
品 番 32012.32014.32022.32023.32028.32030.32031.3203
8.32039.32040.32060.32069.32070.32085.32088.32089.3
2105
（部品番号620022）

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

［38010］ペダルエンドシャフト
JAN.4522285380104
（汎用）

［38011］ステップバー72mm
¥567

リペアパーツ

A2017 ハードアルマイト
当社バックステップの主にチェンジペダル先端に使用されるシャフト部分
のみの部品です。
（品番38009と組み合わせて使用）使用バックステッ
プ品番32012.32014.32022.32023.32028.32030.32031.320
38.32039.32040.32060.32069.32070.32085.32088.32089.
32105
（部品番号620021）
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JAN.4522285380111
（汎用）

［38013］ステップバー59mm
¥2,625

A2017 ハードアルマイト
当社バックステップに使用しているステップバーです。使用バックステッ
プ 品 番32012.32056.32060.32069.32088.32089（部 品 番 号
620128）

JAN.4522285380135
（汎用）

¥2,625

A2017 ハードアルマイト
当社バックステップに使用しているステップバーです。使用バックステッ
プ品番32038.32070.32085
（部品番号620385）

カスタムバイク

All Parts Catalogue 2010-2011

フレーム

［38014］チェンジロッド65mm

［38015］チェンジロッド85mm
¥1,260

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ
ップ穴
（正ネジX逆ネジ）
加工済、
ピロボールは付属しません。
（部品番号
620695）

JAN.4522285380159
（汎用）

［38016］チェンジロッド105mm
¥1,260

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ
ップ穴
（正ネジX逆ネジ）
加工済、
ピロボールは付属しません。
（部品番号
620306）

JAN.4522285380166
（汎用）

¥1,365
セット商品

JAN.4522285380142
（汎用）

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ
ップ穴
（正ネジX逆ネジ）
加工済、
ピロボールは付属しません。
（部品番号
6208511）

スイングアーム

JAN.4522285380173
（汎用）

［38021］チェンジロッド180mm
¥1,365

¥1,575

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ
ップ穴
（正ネジX逆ネジ）
加工済、
ピロボールは付属しません。
（部品番号
621042）

［38025］チェーンビキコマSTD＆T/S 2個セット
JAN.4522285380258
¥2,520
（汎用）

A2017 ハードアルマイト
当社スタンダードスイングアーム及びトリプルスクエアスイングアーム用で
す。
（部品番号62003）

ホイール／
ハブ

A2017 シルバーアルマイト
当社バックステップなどに使用しているアルミ製チェンジロッドです。M6タ
ップ穴
（正ネジX逆ネジ）
加工済、
ピロボールは付属しません。
（部品番号
62006）

JAN.4522285380210
（汎用）

ステム／
ステム周辺

［38017］チェンジロッド125mm

スプロケット／
スペーサー

［38028］チェーンビキコマT/Sミニ 2個セット
JAN.4522285380289
¥2,520
（汎用）

［38029］チェーンビキコマT/Sミニ OW 2個セット
JAN.4522285380296
¥3,780
（汎用）

［38031］3Pバックステップ用チェンジペダル
JAN.4522285380319
¥9,450
（汎用）

［38032］3Pバックステップ用ディスクブレーキペダル
JAN.4522285380326
¥10,500
（汎用）

A2017 ハードアルマイト
当社トリプルスクエアスイングアームのOWチェーン引き加工オプション
（品番60014）
を装着したスイングアームに使用するタイプです。
（部品
番号600142）

A2017 ハードアルマイト
当社ノーマルルックスイングアーム専用です。
（部品番号603222）

バックステップ／
ステップ周辺

［38027］チェーンビキコマノーマルルック 2個セット
JAN.4522285380272
¥2,520
（汎用）

キャリパー
サポート

［38026］チェーンビキコマT/S OW 2個セット
JAN.4522285380265
¥3,780
（汎用）

A2017 ハードアルマイト
当 社トリプ ルスクエアミニスイングアーム 専 用です。
（部 品 番 号
603703）

シート／外装
A5083 シルバーアルマイト
品番32012の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。
ベアリング圧入済
（部品番号620125）
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リペアパーツ

A5083 シルバーアルマイト
品番32012の3Pバックステップに装着されているチェンジペダルです。
ベアリング圧入済
（部品番号620124）

アクセサリー／
エンジン周辺

A2017 ハードアルマイト
当社トリプルスクエアミニのOWタイプチェーン引き加工オプション
（品番
60193）
を装着したスイングアームに使用するタイプです。
（部品番号
601932）

細かい対応で安心をお約束
カスタムバイク

REPAIR PARTS リペアパーツ

フレーム
セット商品

［38033］3Pバックステップ用ドラムブレーキペダル
JAN.4522285380333
¥11,550
（汎用）

［38035］チェーンビキコマトリプルスクエア用後引きタイプ
JAN.4522285380357
¥5,250
（汎用）

［38036］チェーンビキコマノーマルルック用後引きタイプ
JAN.4522285380364
¥5,250
（汎用）

［38037］各種スイングアーム用チェーンスライダー（単品販売）
JAN.4522285380371
¥2,100
（汎用）

［38038］各種スイングアーム用チェーンスライダー（交換作業含）
JAN.4522285380388
¥3,150
（汎用）

［38045］超微粒子研磨剤入り磨き布

A5083 シルバーアルマイト
品番32056の3Pバックステップに装着されているブレーキペダルです。
ベアリング圧入済
（部品番号620561）

A2017 ハードアルマイト
今まで調整しづらかったチェーン調整を、簡単にできるようにまた、
お手持
ちのスイングアームにもご使用いただけます。当社トリプルスクエアスイン
グアーム専用 OWタイプやエキセンタイプには使用不可 スタンダー
ドスイングアームにも使用できます。

A2017 ハードアルマイト
チェーン調整時の整備の煩わしさを解消するために考案された後ろ引き
アジャスターです。スイングアーム最後部にアジャストナットがくるため、工
具の干渉などで回しにくかったアジャスト部の調整が簡単になります。

スイングアーム

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ

MCナイロン
当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。
ご注文時にご使用のスイングアームの仕様をお知らせください。

スプロケット／
スペーサー

Customize
History

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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MCナイロン
当社スイングアームのリペア用チェーンスライダーです。当社にてチェーンス
ライダーを交換させていただきます。交換作業は当社までスイングアームをお
送りいただき、交換作業終了後に代金引換発送にてお送りします。交換作
業の納期は約1週間 往復の送料と代引き手数料はお客様ご負担です。送
料800円、代引き手数料525円 作業の性質上、
スイングアーム内にリベッ
ト片が残るのでカラカラと音が鳴りますが、強度や走行には問題ありません。

JAN.4522285380456
（オプション用）

¥525

長年の使用により、
くすんでしまった製品の光沢を蘇らせる
「研磨剤配
合」の磨きクロスです。バフ製品の日頃のお手入れに最適です。大きさ
150ｍｍX150ｍｍ

2003

品番

JANコード

商品名

掲載ページ

品番

JANコード

All Parts Catalogue 2010-2011
商品名

掲載ページ

品番

JANコード

商品名

4522285331441 ｴｲﾌﾟﾉｰﾏﾙﾎｲｰﾙ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
4522285331472 KSRⅠ、Ⅱﾌｫｰｸｽﾃﾑ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄﾔﾏﾝﾎﾞ

33148

4522285331489 5L ﾌｫｰｸﾌﾞｰﾂ取り付けｶﾗｰ

30041
30042

4522285300416 ﾋﾞﾚｯﾄﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ
4522285300423 ﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰﾏｳﾝﾄｷｯﾄ

32059
32060

4522285320599 Z2 ｼｰﾄｶｳﾙ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ
4522285320605 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ

33156
33159

4522285331564 RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
4522285331595 ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2

30047
30103

4522285300478 ﾜｲﾄﾞｻｽ受け +20mm
4522285301031 ﾓﾝｷ - 用ｱｼﾞｬｽﾄｽﾀﾝﾄﾞ

32061
32063

4522285320612 3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 2 用ｺﾝﾊﾞｰﾄｷｯﾄ
4522285320636 φ 31 ﾌｫｰｸ用ｳｨﾝｶｰｽﾃｰ

33160
33161

4522285331601 ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 3 ｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
4522285331618 KSR110 ﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P 用

30104

4522285301048 ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞ -

32064

4522285320643 ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰﾀﾞｯｸｽ用

33163

4522285331632 ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 4 ｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

30204
30333

4522285302045 ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄｴｲﾌﾟ 50 用
4522285303332 ｽﾀﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ

32068
32069

4522285320681 4L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ
4522285320698 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞ用ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ

33165
33167

4522285331656 ﾘﾔﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ用
4522285331670 ﾉｰﾏﾙﾌｫｰｸ用強化ﾌﾞｯｼｭ

30334
31003

4522285303349 ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ
4522285310033 ﾄｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ

32071
32072

4522285320711 ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ
4522285320728 ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ

33168
33170

4522285331687 RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
4522285331700 AP ﾛｯｷｰﾄﾞ 2P 用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ

31004

4522285310040 ﾄｯﾌﾟｽﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ

32073

4522285320735 ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ

33174

4522285331748 ﾄﾞﾗﾑｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ（40mm ｼｮｰﾄ）

31013
31015

4522285310132 ｾﾝﾀ - ﾅｯﾄ
4522285310156 ｾﾝﾀ - ﾅｯﾄ

32074
32075

4522285320742 4L ﾉｰﾏﾙｼｰﾄ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ
4522285320759 ﾀﾞｯｸｽ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾃﾞｨｽｸ

33175
33177

4522285331755 ﾃﾞｨｽｸｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ（ｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 2P）
4522285331779 KSR110 ﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P 用

31016

4522285310163 ｾﾝﾀ - ﾅｯﾄ

32076

4522285320766 5L ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ

33181

4522285331816 ﾃﾞｨｽｸｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 2P（25mm ｼｮｰﾄ）

31017
31018

4522285310170 ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ左右ｾｯﾄ
4522285310187 ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟ KSR ﾌｫｰｸｽﾃﾑｷｯﾄ専用

32077
32078

4522285320773 φ 26 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰ
4522285320780 φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰ

33183
33184

4522285331830 ﾘﾔﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ用
4522285331847 ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ用

31019
31070

4522285310194 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀｲﾌﾟ 3
4522285310705 ﾊﾝﾄﾞﾙｸﾗﾝﾌﾟｵﾌｾｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ

32079
32080

4522285320797 ｱﾙﾐｱｼﾞｬｽﾄｽﾀﾝﾄﾞｼｮｰﾄ
4522285320803 ﾉｰﾏﾙﾌｫｰｸ用ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ

33186
33188

4522285331861 RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ﾗｼﾞｱﾙﾏｳﾝﾄｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
4522285331885 ﾃﾞｨｽｸｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P

31079

4522285310798 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾀｲﾌﾟ 2-40

32082

4522285320827 ｱﾙﾐｱｼﾞｬｽﾄｽﾀﾝﾄﾞ

33402

4522285334022 ﾘﾔｼｮｰﾄﾌｪﾝﾀﾞｰｶｰﾎﾞﾝ

31080
31090

4522285310804 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
4522285310903 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾀｲﾌﾟ 2-55
ﾀｲﾌﾟ X

32083
32084

4522285320834 ｱﾙﾐｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ
4522285320841 ｴｲﾌﾟ 100/100D/XR100 ﾓﾀｰﾄﾞ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ

33403
33404

4522285334039 ﾘﾔｼｮｰﾄﾌｪﾝﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ
4522285334046 ﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰｶｰﾎﾞﾝﾉｰﾏﾙ形状

31091
31092

4522285310910 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
4522285310927 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾀｲﾌﾟ X

32086
32088

4522285320865 ﾀﾞｯｸｽ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾄﾞﾗﾑ
4522285320889 3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 2 ﾃﾞｨｽｸ用

33407
33409

4522285334077 ﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰｶｰﾎﾞﾝﾉｰﾏﾙ形状
4522285334091 ｷｬﾌﾞﾋｰﾄｶﾞｰﾄﾞ

31093

4522285310934 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ 1

32089

4522285320896 3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 2

33412

4522285334121 ﾁﾋﾞﾌｪﾝﾎﾜｲﾄ

31097
31098

4522285310972 KSRⅠ、Ⅱﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P
4522285310989 KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀｲﾌﾟ 1

32090
32091

4522285320902 ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ
4522285320919 ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰｴｲﾌﾟ用

33413
33414

4522285334138 ﾁﾋﾞﾌｪﾝﾌﾞﾗｯｸ
4522285334145 ﾁﾋﾞﾌｪﾝｶｰﾎﾞﾝ

31099

4522285310996 KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

32094

4522285320940 ﾐﾆｼｰﾄ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ

33415

4522285334152 ﾁﾋﾞﾌｪﾝｱﾙﾐ無地

31100
31101

4522285311009 KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀｲﾌﾟ 2
4522285311016 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀﾞｯｸｽ 6V

32096
32098

4522285320964 ｽｰﾊﾟｰｼｮｰﾄｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ
4522285320988 ｴｲﾌﾟ用 Z2 ｼｰﾄｶｳﾙ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ

33416
33421

4522285334169 ﾁﾋﾞﾌｪﾝｱﾙﾐ
4522285334213 ﾁﾋﾞﾌｪﾝｱﾙﾐﾊﾞﾌ仕上げ

31104

4522285311047 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

逆ｳｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ

32099

4522285320995 φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 3

33422

4522285334220 ﾁﾋﾞﾌｪﾝｱﾙﾐﾌﾞﾗｯｸｱﾙﾏｲﾄ

31106
31107

4522285311061 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
4522285311078 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ
ﾀｲﾌﾟ 2-40N

32100
32102

4522285321008 φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰｼｮｰﾄ 173mm 用
4522285321022 φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2

33423
33424

4522285334237 ﾓﾉｼｮｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ付き専用ﾘﾔﾌｪﾝﾀﾞｰ
4522285334244 ﾌﾞﾗｽﾀｰ 2 ﾐﾆﾌﾛﾝﾄｶｳﾙ

31108
31109

4522285311085 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
4522285311092 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾀｲﾌﾟ 2-55N
ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ N

32104
32105

4522285321046 φ 31 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2
4522285321053 ﾍﾞﾝﾘ - 用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾌﾞﾗｯｸ

33426
33427

4522285334268 4L 風ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ右側
4522285334275 4L 風ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左側

31111
31115

4522285311115 φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
4522285311153 φ 31 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

ﾀｲﾌﾟ N ﾀﾞｯｸｽ 12V 用
ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

32106
32107

4522285321060 ﾓﾝｷｰ R 用 8P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾃﾞｨｽｸ用
4522285321077 ｼﾌﾄｶﾞｲﾄﾞ（NSR ｴﾝｼﾞﾝｶﾞｯﾁﾘくん）

33428
33500

4522285334282 4L 風ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ用取付ｽﾃｰ
4522285335005 ｵｰﾀﾞｰｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付

31117

4522285311177 φ 31 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

32108

4522285321084 ｼﾌﾄｶﾞｲﾄﾞ（横ｶﾞｯﾁﾘくん）

33501

4522285335012 ｵｰﾀﾞｰｶｽﾀﾑｼｰﾄﾌﾗｯﾄ

31118
31133
31142
31146

4522285311184
4522285311337
4522285311429
4522285311467

KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ 2
φ 31 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽﾃﾑｷｯﾄ ﾜｲﾄﾞ

32109
32110
32111
32112

4522285321091
4522285321107
4522285321114
4522285321121

ｼﾌﾄｶﾞｲﾄﾞ（縦ｶﾞｯﾁﾘくん）
ﾋﾞﾚｯﾄﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙﾄﾞﾗﾑ用
ﾁｪｰﾝﾛｰﾗｰ
ﾁｪｰﾝﾛｰﾗｰﾀﾞｯｸｽ用

33502
33509
33510
33513

4522285335029
4522285335098
4522285335104
4522285335135

ｵｰﾀﾞｰｶｽﾀﾑｼｰﾄ MX
ｺﾞﾘﾗ用ｶｽﾀﾑｼｰﾄ
5L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付ﾀｯｸﾛｰﾙﾀｲﾌﾟ
ｴｲﾌﾟ用ｼｰﾄｶｳﾙ Z2 ﾀｲﾌﾟ

31148
31149
31150
31151

4522285311481
4522285311498
4522285311504
4522285311511

KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
φ 31 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

32113
33000
33001
33004

4522285321138
4522285330000
4522285330017
4522285330048

ｶﾌﾞ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ
右ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｶｰﾎﾞﾝ
右ｻｲﾄﾞｶﾊﾞ - 無地
右ｻｲﾄﾞｶﾊﾞ -

33514
33515
33516
33518

4522285335142
4522285335159
4522285335166
4522285335180

ｴｲﾌﾟ用ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ Z2 ﾀｲﾌﾟ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 1
ｶｽﾀﾑｼｰﾄ ｴｲﾌﾟ
ｶｽﾀﾑｼｰﾄ MX ﾌﾞﾗｯｸ / ﾚｯﾄﾞﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

31152
31154
31156
31157

4522285311528
4522285311542
4522285311566
4522285311573

RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ 3
KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ

33009
33010
33011
33013

4522285330093
4522285330109
4522285330116
4522285330130

左ｻｲﾄﾞｶﾊﾞ - 無地
ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ -

33520
33521
33525
33527

4522285335203
4522285335210
4522285335258
4522285335272

NSR ﾌｫｰｸｼｮｰﾄｷｯﾄ新型ﾌｫｰｸ用
NSR ﾌｫｰｸｼｮｰﾄｷｯﾄ旧型ﾌｫｰｸ用
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 2
ｶｽﾀﾑｼｰﾄﾌﾗｯﾄﾀｯｸﾛｰﾙﾀｲﾌﾟ

31158
31159
31162
31163

4522285311580
4522285311597
4522285311627
4522285311634

XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞ用ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ
ﾉｰﾏﾙﾀｲﾌﾟﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯｼﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾛﾝﾄｷｬﾘｱﾉｰﾏﾙ車用
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾛﾝﾄｷｬﾘｱﾀﾞｯｸｽﾉｰﾏﾙ車用

33015
33016
33017
33018

4522285330154
4522285330161
4522285330178
4522285330185

ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ -

33530
33533
33535
33536

4522285335302
4522285335333
4522285335357
4522285335364

ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 3
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸｷｯﾄ汎用
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 4
ｶｽﾀﾑｼｰﾄ MX ﾌﾞﾗｯｸ / ﾎﾜｲﾄﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ

31165
31167
31168
31170

4522285311658
4522285311672
4522285311689
4522285311702

ｱﾙﾐﾘﾔｷｬﾘｱ
KSR ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀｲﾌﾟ 2
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽﾃﾑｷｯﾄ ﾜｲﾄﾞ
+e ｽﾃﾑｷｯﾄ 173-40

33020
33022
33023
33024

4522285330208
4522285330222
4522285330239
4522285330246

ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ -

33539
33540
33541
33542

4522285335395
4522285335401
4522285335418
4522285335425

4L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付ﾀｯｸﾛｰﾙ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 5
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ｽﾃｰ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸｽﾃｰｴｲﾌﾟ用

31171
31172
31173
31180

4522285311719
4522285311726
4522285311733
4522285311801

+e ｽﾃﾑｷｯﾄ 173-55
+e ｽﾃﾑｷｯﾄ 199-40
+e ｽﾃﾑｷｯﾄﾀﾞｯｸｽ用 173-40
φ 30 ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ ﾀｲﾌﾟ X-55

33025
33027
33029
33030

4522285330253
4522285330277
4522285330291
4522285330307

ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ -

33543
33544
33545
33546

4522285335432
4522285335449
4522285335456
4522285335463

ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸｽﾃｰ汎用
5L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付ﾀｯｸﾛｰﾙﾁｪｯｸ柄
4L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付ﾀｯｸﾛｰﾙﾁｪｯｸ柄
ｺﾞﾘﾗ用ｶｽﾀﾑｼｰﾄ段付ﾀｯｸﾛｰﾙﾁｪｯｸ柄

31199
31200
31201
31206
31207
31210
31211
31212
31214

4522285311993
4522285312006
4522285312013
4522285312068
4522285312075
4522285312105
4522285312112
4522285312129
4522285312143

RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ｽﾃﾑｷｯﾄ
ｽﾃﾑｼｬﾌﾄ伸びる君
ﾐﾆｼｰﾄ用ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｽﾃｰ
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰﾀｲﾌﾟⅠNSR ﾌｫｰｸ用
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰﾀｲﾌﾟⅡﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ用
ｷｰﾎﾞｯｸｽ取り付けｽﾃｰ
ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾃｰ
ﾀﾞｳﾝﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 3
ﾎｰﾝｽﾃｰ

33038
33052
33053
33055
33056
33061
33062
33063
33064

4522285330383
4522285330529
4522285330536
4522285330550
4522285330567
4522285330611
4522285330628
4522285330635
4522285330642

左ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｶｰﾎﾞﾝ
ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ
ｸﾗｯﾁｶﾊﾞｰ
ｼｰﾄｶｳﾙ
ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ
右ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ
左ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ
ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ -

33549
33550
33551
33552
33553
33554
33555
33556
33558

4522285335494
4522285335500
4522285335517
4522285335524
4522285335531
4522285335548
4522285335555
4522285335562
4522285335586

ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾏｽﾀｰｽﾃｰﾛｯﾄﾞｴﾝﾄﾞ付き
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 6
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 1 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 2 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 3 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 4 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 5 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｻﾞｰﾌﾞﾀﾝｸﾚｽｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 6 ﾌﾞﾗｯｸ
4L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄ

31215
31216
31217
31218
31219
31220
31221
31999
32000
32003
32004
32005
32007
32008
32010
32012
32015
32016
32018
32019
32022
32023
32024
32026
32027
32029
32030
32036
32037
32038
32041
32042
32043
32044
32045
32046
32047
32048
32049
32050
32051
32052

4522285312150
4522285312167
4522285312174
4522285312181
4522285312198
4522285312204
4522285312211
4522285319999
4522285320001
4522285320032
4522285320049
4522285320056
4522285320070
4522285320087
4522285320100
4522285320124
4522285320155
4522285320162
4522285320186
4522285320193
4522285320223
4522285320230
4522285320247
4522285320261
4522285320278
4522285320292
4522285320308
4522285320360
4522285320377
4522285320384
4522285320414
4522285320421
4522285320438
4522285320445
4522285320452
4522285320469
4522285320476
4522285320483
4522285320490
4522285320506
4522285320513
4522285320520

ﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｽﾃｰ
ﾀﾞｳﾝﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 1
ﾀﾞｳﾝﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰ 173mm ﾋﾟｯﾁ
4L ｼｮｰﾄﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｽﾃｰ
5L ｼｮｰﾄﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｽﾃｰ
5L ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟｽﾃｰ
ﾍﾙﾒｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ移設ｽﾃｰ
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾚｰｽ圧入
ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾎﾟｼﾞｼｮﾝ変更ﾌﾟﾚｰﾄ
ｼｬﾘｰ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾃﾞｨｽｸ用
ｼｬﾘｰ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾞﾗﾑ用
FI ﾓﾝｷｰ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾃﾞｨｽｸ用
FI ﾓﾝｷｰ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾞﾗﾑ用
φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰｼﾙﾊﾞｰ
+e ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾄﾞﾗﾑ / ﾃﾞｨｽｸ兼用
3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 2 ﾃﾞｨｽｸ用
KSR ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰ
φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾁﾀﾝｶﾗｰ
φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟｼﾙﾊﾞｰ
φ 30 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰｼｮｰﾄ 173mm 用
ﾓﾝｷｰ R 用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾃﾞｨｽｸ用
ﾓﾝｷｰ R 用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾞﾗﾑ用
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰﾛﾝｸﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ
ｳｲﾝｶｰｽﾃｰ
ｳｲﾝｶｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2
ｳｲﾝｶｰｽﾃｰｶｰﾎﾞﾝ
RS125 倒立ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰ
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2
ｱﾙﾐｱｼﾞｬｽﾄｽﾀﾝﾄﾞ
ｴｲﾌﾟ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾃﾞｨｽｸ用
NSR ﾎｲｰﾙ装着ｷｯﾄ
ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ
ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷｱｰﾑ
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰｶｽﾀﾑｼｰﾄ用
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ｱﾙﾐﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙ
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰﾏｳﾝﾄｷｯﾄ
ｴｲﾌﾟ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾞﾗﾑ用
ｱｼﾞｬｽﾄｽﾀﾝﾄﾞｸﾛｰﾑﾒｯｷ
ｺﾞﾘﾗｶｽﾀﾑｼｰﾄ用ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰ
ｴｲﾌﾟ用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾃﾞｨｽｸｴｲﾌﾟ用

33065
33068
33072
33077
33078
33079
33080
33082
33083
33084
33085
33089
33091
33093
33094
33095
33096
33097
33098
33099
33101
33102
33106
33107
33108
33109
33110
33111
33114
33118
33123
33127
33128
33129
33130
33133
33134
33135
33136
33137
33140
33141

4522285330659
4522285330680
4522285330727
4522285330772
4522285330789
4522285330796
4522285330802
4522285330826
4522285330833
4522285330840
4522285330857
4522285330895
4522285330918
4522285330932
4522285330949
4522285330956
4522285330963
4522285330970
4522285330987
4522285330994
4522285331014
4522285331021
4522285331069
4522285331076
4522285331083
4522285331090
4522285331106
4522285331113
4522285331144
4522285331182
4522285331236
4522285331274
4522285331281
4522285331298
4522285331304
4522285331335
4522285331342
4522285331359
4522285331366
4522285331373
4522285331403
4522285331410

ｸﾗｯﾁｶﾊﾞ ﾀﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ（取り出し有）
ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾀﾍﾟｯﾄｷｬｯﾌﾟ
ｸﾗﾝｸｹｰｽ強化加工
ｸﾗﾝｸｹｰｽ強化加工
ｸﾗﾝｸｹｰｽ強化加工ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ加工
ｸﾗﾝｸｹｰｽ強化加工ﾐｯｼｮﾝ部分加工
ﾉｰﾏﾙｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ右側取り付けｽﾃｰ
ｶﾑｶﾊﾞｰﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ
ﾀﾍﾟｯﾄｷｬｯﾌﾟﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ
ｴﾝｼﾞﾝﾍｯﾄﾞｶﾊﾞｰﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ
ｸﾗﾝｸｹｰｽ強化加工ｵﾘﾌｨｽ加工
ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾀｲﾌﾟ 5 用ﾘﾀｰﾝﾎﾞﾙﾄ
ﾋﾞﾚｯﾄｶﾑｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ 2 7 段
ﾋﾞﾚｯﾄｶﾑｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ 2 5 段
ﾋﾞﾚｯﾄｶﾑｶﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ 2 10 段
ﾀﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰﾕﾆｵﾝ仕様
ﾏｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ
ﾏｽﾀｰｶﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ
燃料ｺｯｸ変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
ﾍﾟﾗﾌｪﾝ
ﾊﾞｯｸﾌｪﾝﾀﾞ - ｽﾃ ﾍﾟﾗﾌｪﾝﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
ｷｰｼﾘﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾌﾞﾗｯｸ
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2 ﾌﾞﾗｯｸ
ﾍﾟﾗﾌｪﾝﾌﾞﾗｯｸ
ﾍﾟﾗﾌｪﾝﾛﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸ
ﾄﾙｸﾛｯﾄﾞ
ﾄﾞﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
ﾄﾙｸﾛｯﾄﾞ
ﾄﾙｸﾛｯﾄﾞ
ﾄﾙｸﾛｯﾄﾞ
ﾌﾞﾚｰｷｻﾎﾟｰﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ下側取り付け
ﾍﾟﾗﾌｪﾝｶｰﾎﾞﾝ
ﾍﾟﾗﾌｪﾝﾛﾝｸﾞｶｰﾎﾞﾝ
ﾘﾔﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｷｯﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ下取付用
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ NSR 下取付
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｰｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｶｽﾀﾑｼｰﾄ用
ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷﾊﾟﾈﾙ穴なし F/R 共通
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ﾋﾞﾚｯﾄﾘﾔﾄﾞﾗﾑﾊﾌﾞ

33559
33560
33561
33562
33563
33564
34036
34037
34100
34101
34102
34103
34104
34105
34107
34109
34110
34111
34112
34113
34115
34500
34501
34502
34503
34504
36003
36004
36005
36006
36009
36012
36013
36014
36015
36017
36020
36021
36022
36023
36027
36028

4522285335593
4522285335609
4522285335616
4522285335623
4522285335630
4522285335647
4522285340368
4522285340375
4522285341006
4522285341013
4522285341020
4522285341037
4522285341044
4522285341051
4522285341075
4522285341099
4522285341105
4522285341112
4522285341129
4522285341136
4522285341150
4522285345004
4522285345011
4522285345028
4522285345035
4522285345042
4522285360038
4522285360045
4522285360052
4522285360069
4522285360090
4522285360120
4522285360137
4522285360144
4522285360151
4522285360175
4522285360205
4522285360212
4522285360229
4522285360236
4522285360274
4522285360281

5L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄ
4L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄﾁｪｯｸ柄
5L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄﾁｪｯｸ柄
4L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄｴﾅﾒﾙ
5L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄｴﾅﾒﾙ
ﾐﾆｼｰﾄ
ｽﾄﾗｲｶｰﾊﾟﾜｰﾐﾆﾀｲﾌﾟ 1 ﾀﾞｳﾝｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｽﾄﾗｲｶｰﾊﾟﾜｰﾐﾆﾀｲﾌﾟ 2 ｱｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
10 ｲﾝﾁ 4.0J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ
10 ｲﾝﾁ 4.0J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
10 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ
10 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
8 ｲﾝﾁ 3.5J ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ
10 ｲﾝﾁ 3.5J ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸｷｯﾄ
ﾀﾞｯｸｽｼｬﾘｰ 10 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ
ﾀﾞｯｸｽｼｬﾘｰ 10 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
8 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾄﾞﾗﾑｾｯﾄ
8 ｲﾝﾁ 5.5J ﾘﾔﾜｲﾄﾞﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
8 ｲﾝﾁ 4.0J ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
10 ｲﾝﾁ 4.0J ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｸｾｯﾄ
Z1 塗装ｾｯﾄ未塗装
Z2 塗装ｾｯﾄ火の玉ｶﾗｰｵﾚﾝｼﾞ
Z2 塗装ｾｯﾄ火の玉ｶﾗｰｲｴﾛｰ
Z2 塗装ｾｯﾄﾀｲｶﾞｰｶﾗｰｵﾚﾝｼﾞ
Z2 塗装ｾｯﾄﾀｲｶﾞｰｶﾗｰｲｴﾛｰ
ｷｬﾘﾊﾟ - ｻﾎﾟ - ﾄ ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P ﾌﾞﾗｯｸ
ｷｬﾘﾊﾟ - ｻﾎﾟ - ﾄ ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P ｼﾙﾊﾞ ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P 左側ｼﾙﾊﾞｰ
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P 左側ﾌﾞﾗｯｸ
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 15 丁 7mm
ﾌｨｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ（ｵﾌｾｯﾄ F ｽﾌﾟﾛｹ用）
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 16 丁 7mm
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 14 丁 7mm
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ ｶﾆﾌﾞﾚﾝﾎﾞ用
ﾘﾔｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 37 丁 7mm
ﾘﾔｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 35 丁 7mm
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 17 丁 7mm
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 15 丁 4mm
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 16 丁 4mm
ﾘﾔｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 32 丁 7mm
ﾌﾛﾝﾄｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 16T 20mm

ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

ﾄﾞﾗﾑ用

ﾃﾞｨｽｸ

ﾌﾞﾗｯｸ
ﾌﾞﾗｯｸ

リペアパーツ

33144
33147

4522285320582 ｷｯｸﾍﾟﾀﾞﾙｽﾄｯﾊﾟｰ

アクセサリー／
エンジン周辺

4522285320544 φ 31 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰﾁﾀﾝｶﾗｰ
4522285320568 3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 2 ﾄﾞﾗﾑ用

32058

シート／外装

32054
32056

4522285300409 ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾏｽﾀｰｽﾃｰ

バックステップ／
ステップ周辺

4522285300386 ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰﾏｳﾝﾄｷｯﾄ
4522285300393 ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰﾏｳﾝﾄｷｯﾄﾀｲﾌﾟ 2

30040

キャリパー
サポート

30038
30039

掲載ページ

スプロケット／
スペーサー

4522285331427 ﾋﾞﾚｯﾄﾌﾛﾝﾄﾄﾞﾗﾑﾊﾌﾞ

ホイール／
ハブ

33142

ステム／
ステム周辺

4522285320537 φ 31 ﾌｫｰｸ用ﾗｲﾄｽﾃｰｼﾙﾊﾞｰ

スイングアーム

32053

セット商品

4522285300331 ｻｽｳｹﾓﾉｼｮｯｸ用

フレーム

30033

カスタムバイク

PARTS INDEX パーツインデックス

93

カスタムバイク

PARTS INDEX パーツインデックス
品番

フレーム
セット商品
スイングアーム

ステム／
ステム周辺
ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ

94

JANコード

商品名

掲載ページ

品番

JANコード

商品名

掲載ページ

品番

JANコード

商品名

掲載ページ

37004

4522285370044 ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾀｲﾌﾟ 4 右側取付ﾀｲﾌﾟ

39130

4522285391308 12 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.75J 穴あき

39917

4522285399175 ﾀﾞｳﾝﾁｭｰﾌﾞｼﾙﾊﾞｰ

37006
37008

4522285370068 ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾀｲﾌﾟ 5 文字有
4522285370082 ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ取り出し口ﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ用

39131
39132

4522285391315 12 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.75J 穴なし
4522285391322 12 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.75J 穴あき

39918
39920

4522285399182 GC-010 用ﾈｯｸ角変更 +3 度
4522285399205 GC-010 用ﾘﾔｻｽｼｬﾌﾄﾜｲﾄﾞ仕様

37012
37014

4522285370129 ﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟ（取り出し有）
4522285370143 ﾀﾞｯｸｽ用ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ

39133
39134

4522285391339 12 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.75J 穴なし
4522285391346 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 2.75 穴あき 1 台分

39921
39922

4522285399212 GC-017 用ﾀﾞｳﾝﾁｭｰﾌﾞ
4522285399229 GC-010 用ｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾀﾞﾝﾊﾟｰｽﾃｰ

37015

4522285370150 ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾀｲﾌﾟ 5 ﾕﾆｵﾝ仕様

39135

4522285391353 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 2.75 穴あき 1 輪分

39923

4522285399236 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾚｰﾑﾌﾞﾗｯｸｱﾙﾏｲﾄ加工

37016
37017

4522285370167 ﾀﾞｯｸｽ用ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾕﾆｵﾝ仕様
4522285370174 丸型ｷｬｯﾁﾀﾝｸ

39138
39140

4522285391384 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ穴あき 2.75&3.5
4522285391407 ｼｰﾄｶｳﾙﾛｰｿﾝﾀｲﾌﾟ

39924
39925

4522285399243 ﾀﾞｯｸｽ用ﾀﾞｳﾝﾁｭｰﾌﾞ
4522285399250 ﾎｲｰﾙ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37020

4522285370204 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰ横型ｴﾝｼﾞﾝ用 7 段

39141

4522285391414 ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰﾛｰｿﾝﾀｲﾌﾟ

39926

4522285399267 ﾎｲｰﾙ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37021
37022

4522285370211 ﾌｨﾗｰｷｬｯﾌﾟﾕﾆｵﾝ仕様
4522285370228 ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸﾀｲﾌﾟ 6

39144
39145

4522285391445 ﾀﾞｯｸｽｻﾌﾞｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ文字
4522285391452 ﾀﾞｯｸｽｻﾌﾞｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ左側取り付け用

39927
39928

4522285399274 ﾎｲｰﾙ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
4522285399281 ﾎｲｰﾙ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37023

4522285370235 ﾀﾞｯｸｽ用ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸｴｱｸﾘｰﾅｰ位置用

39147

4522285391476 ｼｬﾘｰｻﾌﾞｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ

39929

4522285399298 ﾎｲｰﾙ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37024
37025

4522285370242 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰ横型ｴﾝｼﾞﾝ用 10 段
4522285370259 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰ横型ｴﾝｼﾞﾝ用 5 段

39148
39149

4522285391483 ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ
4522285391490 ﾘﾔﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ

39931
39932

4522285399311 GC-017 用ｵｲﾙｸｰﾗｰｽﾃｰ
4522285399328 4L ﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37026
37027

4522285370266 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ 5 段
4522285370273 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ 7 段

39150
39151

4522285391506 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J 穴無し 1 台分
4522285391513 8 ｲﾝﾁﾎｲｰﾙｷｯﾄ 3.5J 穴無し 1 輪分

39933
39935

4522285399335 ｴﾝﾌﾞﾚﾑ
4522285399359 ｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37028
37102

4522285370280 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｵｲﾙｸｰﾗｰﾋﾞｯｸﾞﾌｨﾝﾀｲﾌﾟ 10 段
4522285371027 ﾊﾞｯﾃﾘｰｹｰｽ 12V 用

39153
39154

4522285391537 ｱﾙﾐﾀﾝｸ Z2 ﾀｲﾌﾟﾊﾞﾌ
4522285391544 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J 穴あき 1 台分

39936
39937

4522285399366 ｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
4522285399373 ｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37104

4522285371041 FI ﾓﾝｷｰﾊﾞｯﾃﾘｰ移設ｷｯﾄ

39155

4522285391551 8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J 穴あき 1 輪分

39938

4522285399380 ｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37105
37113

4522285371058 4L ｱﾙﾐ 12V ﾊﾞｯﾃﾘｰｹｰｽ
4522285371133 可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ PC20 用

39156
39157

4522285391568 ｱﾙﾐﾀﾝｸ Z2 ﾀｲﾌﾟ無地
4522285391575 ｱﾙﾐﾀﾝｸｺｯｸ位置変更

39939
39940

4522285399397 ｺﾞﾘﾗﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
4522285399403 GC-017 用ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｻｽ受け

37114

4522285371140 ｵｲﾙｸｰﾗｰｽﾃｰ

39158

4522285391582 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 2.75J

1 台分

39941

4522285399410 4L ﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37115
37119

4522285371157 鋳造可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ TM-MJN φ 24/ φ 26 用
4522285371195 3mm ｽﾍﾟｰｻｰφ 20 用

39159
39160

4522285391599 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 2.75J 1 輪分
4522285391605 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 2.75-3.5 ﾊﾟｯｸ

39942
39943

4522285399427 4L ﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ
4522285399434 4L ﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37120

4522285371201 6mm ｽﾍﾟｰｻｰφ 20 用

39161

4522285391612 ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｻｰ

39944

4522285399441 4L ﾀﾝｸ型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

37121
37122

4522285371218 3mm ｽﾍﾟｰｻｰφ 26 用
4522285371225 6mm ｽﾍﾟｰｻｰφ 26 用

39162
39163

4522285391629 ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
4522285391636 ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ

39977
39978

4522285399779 GC-017 用文字彫りｵﾌﾟｼｮﾝｼﾙﾊﾞｰ
4522285399786 GC-017 用文字彫りｵﾌﾟｼｮﾝﾌﾞﾗｯｸ

37123

4522285371232 ﾋﾞﾚｯﾄｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰ縦型ｴﾝｼﾞﾝ用

39164

4522285391643 ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ

39979

4522285399793 GC-017 用文字彫りﾌﾟﾚｰﾄｼﾙﾊﾞｰ

37124
37125

4522285371249 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰ
4522285371256 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰｶﾊﾞｰ 20mm ｵﾌｾｯﾄ

39165
39166

4522285391650 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 4.0J ﾌﾞﾗｯｸ
4522285391667 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 4.0J ﾌﾞﾗｯｸ

1 台分
1 輪分

39980
39981

4522285399809 GC-017 用文字彫りﾌﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗｯｸ
4522285399816 GC-017 用ｽﾃﾀﾞﾝｽﾃｰ

37126
37200

4522285371263 20mm ｵﾌｾｯﾄｽﾌﾟﾛｹｯﾄｶﾊﾞｰ
4522285372000 可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ TMR-MJN26 用ﾋﾞﾚｯﾄﾀｲﾌﾟ

39167
39168

4522285391674 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 3.5J ﾌﾞﾗｯｸ
4522285391681 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 3.5J ﾌﾞﾗｯｸ

1 台分
1 輪分

39982
39983

4522285399823 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾚｰﾑ GC-017
4522285399830 ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ GC-018

37201
37202

4522285372017 可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ TMR-MJN24・26 用
4522285372024 可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ TMR-MJN28・ﾐｸﾆ TMR28 用

39176
39177

4522285391766 ﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾗｼﾞｱﾙ 4P 用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
4522285391773 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 3.5J 3 本ｽﾎﾟｰｸ

1 台分

39984
39985

4522285399847 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾚｰﾑ GC-017
4522285399854 ｱﾙﾐﾂｲﾝｽﾊﾟｰﾌﾚｰﾑ GC-016

37203

4522285372031 ｼｬﾘｰ用可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ TMR-MJN24 用

39178

4522285391780 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 3.5J

1 輪分

39988

4522285399885 ｱﾙﾐﾂｲﾝｽﾊﾟｰﾌﾚｰﾑ GC-014

37204
38001

4522285372048 ｼｬﾘｰ用可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ PC φ 20 用
4522285380012 ｱｸｽﾙﾅｯﾄ M12

39183
39186

4522285391834 ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｻｰ
4522285391865 ｱﾙﾐﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰ

22.5mm（ｴｲﾌﾟﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ）

39989
60327

4522285399892 ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾌﾚｰﾑ GC-010
4522285603272 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾉｰﾏﾙ長

38002

4522285380029 ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ 210mm

39187

4522285391872 ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｻｰ

9.5mm

60328

4522285603289 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 6cm ﾛﾝｸﾞ

38003
38004

4522285380036 ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ 230mm
4522285380043 ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ 235mm

39190
39191

4522285391902 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J ﾀﾞｯｸｽﾊﾌﾞ用
4522285391919 10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J ﾀﾞｯｸｽﾊﾌﾞ用

60329
60330

4522285603296 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ T/S ﾉｰﾏﾙ長
4522285603302 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ T/S6cm ﾛﾝｸﾞ

38005
38006
38007
38008

4522285380050
4522285380067
4522285380074
4522285380081

ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ 245mm
ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ 255mm
ｼﾌﾄﾘﾝｸ
ﾍﾟﾀﾞﾙｴﾝﾄﾞﾊﾞｰ

39194
39195
39197
39199

4522285391940
4522285391957
4522285391971
4522285391995

8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J4 穴仕様
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J4 穴仕様
ﾀﾝｸﾏｰｸｼｰﾄ Z50J ﾀｲﾌﾟﾌﾞﾙｰ
steadyB-77 ﾀｲﾔ 120-70-8

60331
60332
60333
60334

4522285603319
4522285603326
4522285603333
4522285603340

XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ STD ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ STD ﾘﾝｸﾚｽ 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ T/S ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ T/S ﾘﾝｸﾚｽ 6cm ﾛﾝｸﾞ

38009
38010
38011
38013

4522285380098
4522285380104
4522285380111
4522285380135

ﾍﾟﾀﾞﾙｴﾝﾄﾞﾗﾊﾞｰ
ﾍﾟﾀﾞﾙｴﾝﾄﾞｼｬﾌﾄ
ｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｰ 72mm
ｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｰ 59mm

39200
39209
39220
39221

4522285392008
4522285392091
4522285392206
4522285392213

steadyB-77 ﾀｲﾔ 110-80-8
KSRⅠ、Ⅱﾌｫｰｸ用ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J 穴有り 1 台分
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J 穴有り 1 輪分

60355
60356
60357
60358

4522285603555
4522285603562
4522285603579
4522285603586

ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 2cm ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 4cm ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 6cm ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 2cm ﾛﾝｸﾞ T/S

38014
38015
38016
38017

4522285380142
4522285380159
4522285380166
4522285380173

ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ 65mm
ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ 85mm
ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ 105mm
ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ 125mm

39222
39223
39224
39225

4522285392220
4522285392237
4522285392244
4522285392251

8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J 穴無し 1 台分
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J 穴無し 1 輪分
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J-4.0J 穴有りﾊﾟｯｸ
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5J-4.0J 穴無しﾊﾟｯｸ

60359
60360
60361
60362

4522285603593
4522285603609
4522285603616
4522285603623

ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 4cm ﾛﾝｸﾞ T/S
ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4.0J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ用 6cm ﾛﾝｸﾞ T/S
NSR 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ T/S2cm ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50/100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽﾀｲﾌﾟ 2T/S2cm ﾛﾝｸﾞ

38021
38025
38026
38027

4522285380210
4522285380258
4522285380265
4522285380272

ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ 180mm
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏ STD&T/S 2 個ｾｯﾄ
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏ T/S OW 2 個ｾｯﾄ
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾉｰﾏﾙﾙｯｸ 2 個ｾｯﾄ

39233
39234
39235
39236

4522285392336
4522285392343
4522285392350
4522285392367

8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5-4.0J 4 穴ﾊﾟｯｸ
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J4 穴仕様 1 輪分
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 4.0J4 穴仕様 1 台分
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5-4.0J ﾊﾟｯｸ

60363
60364
60365
60366

4522285603630
4522285603647
4522285603654
4522285603661

ｴｲﾌﾟ 50/100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽﾀｲﾌﾟ 2T/S4cm ﾛﾝｸﾞ
NSR 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ T/S4cm ﾛﾝｸﾞ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 2cm ﾛﾝｸﾞ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞ

38028
38029
38031
38032

4522285380289
4522285380296
4522285380319
4522285380326

ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏ T/S ﾐﾆ 2 個ｾｯﾄ
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏ T/S ﾐﾆ OW 2 個ｾｯﾄ
3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ用ﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙ
3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ用ﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ

39238
39239
39240
39241

4522285392381
4522285392398
4522285392404
4522285392411

8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ入門ｷｯﾄ 前後 3.5J ｾｯﾄ
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ
ﾘﾔﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾌﾞﾗｯｸ

60367
60368
60370
60371

4522285603678
4522285603685
4522285603708
4522285603715

ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長ﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 2cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無

38033
38035
38036
38037

4522285380333
4522285380357
4522285380364
4522285380371

3P ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟ用ﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙ
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ用後引きﾀｲﾌﾟ
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾉｰﾏﾙﾙｯｸ用後引きﾀｲﾌﾟ
各種ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ用ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰ（単品販売）

39242
39243
39244
39245

4522285392428
4522285392435
4522285392442
4522285392459

ﾘﾔﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ ﾌﾞﾗｯｸ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ﾘﾔﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ
ﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰｼﾙﾊﾞｰｱﾙﾏｲﾄ
ﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰﾊﾞﾌ

60372
60373
60374
60375

4522285603722
4522285603739
4522285603746
4522285603753

ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無

38038
38039
38040
38041
38042
38043
38044
38045
38047
38048
39005
39006
39007
39009
39010
39011
39012
39020
39021
39022
39023
39024
39028
39036
39037
39038
39040
39042
39043
39044
39047
39048
39053
39057
39065
39066
39067
39068
39080
39081
39082
39090
39091
39092
39093
39094
39095
39098
39100
39102
39104

4522285380388
4522285380395
4522285380401
4522285380418
4522285380425
4522285380432
4522285380449
4522285380456
4522285380470
4522285380487
4522285390059
4522285390066
4522285390073
4522285390097
4522285390103
4522285390110
4522285390127
4522285390202
4522285390219
4522285390226
4522285390233
4522285390240
4522285390288
4522285390363
4522285390370
4522285390387
4522285390400
4522285390424
4522285390431
4522285390448
4522285390479
4522285390486
4522285390530
4522285390578
4522285390653
4522285390660
4522285390677
4522285390684
4522285390806
4522285390813
4522285390820
4522285390905
4522285390912
4522285390929
4522285390936
4522285390943
4522285390950
4522285390981
4522285391001
4522285391025
4522285391049

各種ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ用ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰ（交換作業含）
ﾎｲｰﾙｱﾙﾏｲﾄ加工 6・8・10 ｲﾝﾁ（1 輪分）
ﾎｲｰﾙｱﾙﾏｲﾄ加工 12 ｲﾝﾁ（1 輪分）
ｽﾃﾑｷｯﾄﾌﾞﾗｯｸｱﾙﾏｲﾄ加工
5L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ用ｼｰﾄｽﾃｰｾｯﾄ
ｺﾞﾘﾗｶｽﾀﾑｼｰﾄ用ｼｰﾄｽﾃｰｾｯﾄ
4L ｶｽﾀﾑｼｰﾄ用ｼｰﾄｽﾃｰｾｯﾄ
超微粒子研磨剤入り磨き布
4L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄ用ｼｰﾄｽﾃｰｾｯﾄ
5L ｼｬｺﾀﾝｼｰﾄ用ｼｰﾄｽﾃｰｾｯﾄ
CR ﾐﾆ用可変ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ
FCR 加速調ﾎﾟﾝﾌﾟ整用ｽﾍﾟｰｻｰ
CR ﾐﾆ用ﾌｨﾙﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
PC20 用ﾋﾞﾚｯﾄﾌﾛｰﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ
ﾓﾝｷ - ﾀﾝｸﾏ - ｸｼ - ﾄ Z50J1
ﾓﾝｷ - ﾀﾝｸﾏ - ｸｼ - ﾄ Z50J
ﾓﾝｷ - ﾀﾝｸﾏ - ｸｼ - ﾄ Z50AK3
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ用ﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 4.0J ｼﾙﾊﾞｰ 1 台分
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ 8mm
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ 20mm ﾀﾞｯｸｽﾊﾌﾞ
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲ - ﾙ 4.0J ｼﾙﾊﾞｰ 1 輪分
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 2P（ｶﾆｷｬﾘﾊﾟｰ）
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 4P ｷｬﾘﾊﾟｰ
ﾃﾞｨｽｸｽﾍﾟｰｻｰ 13mm
ﾘｱﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ
ﾘｱﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ 2P ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ
ｼｮｰﾄｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5 ｲﾝﾁ 1 台分
ﾀﾞｯｸｽｻﾌﾞｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ右側取り付け用
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 3.5 ｲﾝﾁ 1 輪分
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰ
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞｽﾍﾟｰｻｰ
ｴｲﾌﾟ用ﾀﾞｳﾝﾌｪﾝﾀﾞｰｽﾃｰﾀｲﾌﾟ 2
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ
ﾎｲｰﾙｽﾍﾟｰｻｰﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ用
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付きﾋﾞﾚｯﾄﾘﾔﾄﾞﾗﾑﾊﾌﾞ ﾜｲﾄﾞ

39248
39249
39250
39253
39254
39300
39326
39327
39334
39335
39336
39337
39340
39341
39342
39343
39345
39347
39348
39349
39350
39351
39352
39353
39354
39356
39403
39404
39405
39406
39407
39408
39409
39410
39413
39414
39415
39416
39417
39418
39421
39422
39423
39424
39425
39908
39909
39910
39911
39912
39916

4522285392480
4522285392497
4522285392503
4522285392534
4522285392541
4522285393005
4522285393265
4522285393272
4522285393340
4522285393357
4522285393364
4522285393371
4522285393401
4522285393418
4522285393425
4522285393432
4522285393456
4522285393470
4522285393487
4522285393494
4522285393500
4522285393517
4522285393524
4522285393531
4522285393548
4522285393562
4522285394033
4522285394040
4522285394057
4522285394064
4522285394071
4522285394088
4522285394095
4522285394101
4522285394132
4522285394149
4522285394156
4522285394163
4522285394170
4522285394187
4522285394217
4522285394224
4522285394231
4522285394248
4522285394255
4522285399083
4522285399090
4522285399106
4522285399113
4522285399120
4522285399168

8 ｲﾝﾁ 5.5J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 8 穴
10 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ 5.5J（1 輪分）
8 ｲﾝﾁﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ入門ｷｯﾄ 3.5J-4.0J ｾｯﾄ
8 ｲﾝﾁ 5.5J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ穴無し
10 ｲﾝﾁ 5.5J ﾜｲﾄﾞﾎｲｰﾙ R&P, ﾓﾄﾗﾊﾌﾞ用
NSR ﾐﾆﾌﾛﾝﾄﾌｫｰｸ
ｽﾃｯｶｰﾎﾜｲﾄ切文字（小）
ｽﾃｯｶｰﾌﾞﾗｯｸ切文字（小）
ｴﾝｼﾞﾝﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ
ｼﾑｾｯﾄ M12
ｼﾑｾｯﾄ M8
ｼﾑｾｯﾄ M10
ｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｰｴﾝﾄﾞ
NSR ﾎｲｰﾙ用ｱｸｽﾙｶﾗｰ耐久仕様ﾌﾛﾝﾄ 3.6 本ｽﾎﾟｰｸ用
NSR ﾎｲｰﾙ用ｱｸｽﾙｶﾗｰ耐久仕様ﾘﾔ 3 本ｽﾎﾟｰｸ用
NSR ﾎｲｰﾙ用ｱｸｽﾙｶﾗｰ耐久仕様ﾘﾔ 6 本ｽﾎﾟｰｸ用
ｴﾝｼﾞﾝﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ 6V 横型ｴﾝｼﾞﾝ用
ﾊﾌﾞｽﾍﾟｰｻｰ 1mm
ﾊﾌﾞｽﾍﾟｰｻｰ 2mm
ﾊﾌﾞｽﾍﾟｰｻｰ 3mm
ﾎｲｰﾙ強化ﾌﾟﾚｰﾄ
ｶﾞｿﾘﾝｸｰﾗｰ 6mm-6mm
ｽﾃｯｶｰﾌﾞﾗｯｸ
ｽﾃｯｶｰﾎﾜｲﾄ
ｶﾞｿﾘﾝｸｰﾗｰ 6mm-8mm
G ｸﾗﾌﾄﾜｯﾍﾟﾝ
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ 4mm
ｱﾙﾐ折りたたみﾊﾝﾄﾞﾙ
ｴｲﾌﾟ用ｱﾝﾀﾞｰﾌﾚｰﾑ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付ﾘﾔﾃﾞｨｽｸﾊﾌﾞ
横型ｴﾝｼﾞﾝ用ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ補強ﾌﾟﾚｰﾄ
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ 2mm
ｱﾙﾐ折りたたみﾊﾝﾄﾞﾙｼｮｰﾄ
縦型ｴﾝｼﾞﾝ用ｴﾝｼﾞﾝﾏｳﾝﾄ補強ﾌﾟﾚｰﾄ
調整式ﾘﾔﾏｽﾀｰ用ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
調整式ﾘﾔﾏｽﾀｰ用ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
調整式ﾘﾔﾏｽﾀｰ用ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
調整式ﾘﾔﾏｽﾀｰ用ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
調整式ﾘﾔﾏｽﾀｰ用ﾌﾞﾚｰｷｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰｴﾝﾄﾞｼﾙﾊﾞｰ
ｽﾌﾟﾛｹｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ 20mm ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰｴﾝﾄﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰｴﾝﾄﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰｴﾝﾄﾞ
ｱﾙﾐﾋﾞﾚｯﾄﾏｽﾀｰｴﾝﾄﾞ
GC-016 用ﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ
GC-016 用ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｼﾌﾄﾘﾝｸ
GC-016 用ﾁｪﾝｼﾞﾛｯﾄﾞ
GC-016 用 NSR ｶｳﾙ取り付けｷｯﾄ
GC-016 用ｵｲﾙｸｰﾗｰｽﾃｰ
GC-010 用ﾈｯｸ延長 30mm

60376
60377
60378
60379
60380
60381
60382
60383
60384
60385
60386
60387
60388
60389
60390
60391
60392
60393
60394
60395
60396
60397
60398
60399
60400
60401
60402
60403
60404
60405
60406
60407
60408
60409
60410
60411
60412
60413
60414
60415
60416
60417
60418
60419
60420
60421
60422
60423
60424
60425
60426

4522285603760
4522285603777
4522285603784
4522285603791
4522285603807
4522285603814
4522285603821
4522285603838
4522285603845
4522285603852
4522285603869
4522285603876
4522285603883
4522285603890
4522285603906
4522285603913
4522285603920
4522285603937
4522285603944
4522285603951
4522285603968
4522285603975
4522285603982
4522285603999
4522285604002
4522285604019
4522285604026
4522285604033
4522285604040
4522285604057
4522285604064
4522285604071
4522285604088
4522285604095
4522285604101
4522285604118
4522285604125
4522285604132
4522285604149
4522285604156
4522285604163
4522285604170
4522285604187
4522285604194
4522285604200
4522285604217
4522285604224
4522285604231
4522285604248
4522285604255
4522285604262

ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ無
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 14cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾓﾝｷｰ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾓﾝｷｰ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ有
ﾓﾝｷｰ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾓﾝｷｰ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 20cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾓﾉｽﾀﾋﾞ有
ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 2cm ｼｮｰﾄ

9.5mm

3 本ｽﾎﾟｰｸ
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60690

4522285606907 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ

4522285605436 ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
4522285605443 ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60430
60431

4522285604309 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長ｽﾀﾋﾞ有
4522285604316 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ有

60545
60546

4522285605450 ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605467 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60693
60694
60705

4522285606938 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ
4522285606945 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ
4522285607058 ﾓﾝｷｰ用ﾄﾗｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ（+16cm）

60432

4522285604323 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ有

60547

4522285605474 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60706
60707

4522285607065 ﾓﾝｷｰﾄﾗｽﾓﾉ +16
4522285607072 ｴｲﾌﾟ 100 用 +4cm ﾛﾝｸﾞﾄﾗｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR ﾎｲｰﾙ用

60433
60434

4522285604330 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ NSR ﾎｲｰﾙ用 6cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604347 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ NSR ﾎｲｰﾙ用 12cm ﾛﾝｸﾞ

60548
60549

4522285605481 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605498 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60708
60709

4522285607089 XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞ用ﾉｰﾏﾙ長ﾄﾗｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ
4522285607096 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +2㎝

60435

4522285604354 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ NSR ﾎｲｰﾙ用 6cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ有

60550

4522285605504 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60710

4522285607102 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +4㎝

60436
60437

4522285604361 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ NSR ﾎｲｰﾙ用 12cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ有
4522285604378 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 6cm ﾛﾝｸﾞ

60551
60552

4522285605511 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605528 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長

60711
60713

4522285607119 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +6㎝
4522285607133 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+2㎝

60438

4522285604385 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 12cm ﾛﾝｸﾞ

60553

4522285605535 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60714

4522285607140 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+4㎝

60439
60440

4522285604392 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞﾉｰﾏﾙ長
4522285604408 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞ 6cm ﾛﾝｸﾞ

60554
60555

4522285605542 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 10㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605559 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60715
60716

4522285607157 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+6㎝
4522285607164 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +2㎝

60441
60442

4522285604415 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞ 12cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604422 NSR 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 2T/S2cm ﾛﾝｸﾞ

60556
60557

4522285605566 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605573 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ

60717

4522285607171 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +4㎝

60443
60444

4522285604439 NSR 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 2T/S4cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604446 ﾓﾝｷｰ用ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞ S/A16cm ﾛﾝｸﾞﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ

60558
60559

4522285605580 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
4522285605597 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ

60718
60719

4522285607188 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +6㎝
4522285607195 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +2㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60445

4522285604453 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長

60560

4522285605603 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ

60720
60721

4522285607201 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +4㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用
4522285607218 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/A ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ +6㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60446
60447

4522285604460 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 6cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604477 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60562
60563

4522285605627 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
4522285605634 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ

60723
60724

4522285607232 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+2㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用
4522285607249 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+4㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60448

4522285604484 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 6cm ﾛﾝｸﾞ

60564

4522285605641 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ

60725

4522285607256 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S+6㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60449
60450

4522285604491 ﾓﾝｷｰ RNSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285604507 ﾓﾝｷｰ RNSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60565
60566

4522285605658 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾉｰﾏﾙ長
4522285605665 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ

60726
60727

4522285607263 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +2㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用
4522285607270 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +4㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60451

4522285604514 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60567

4522285605672 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ

60728

4522285607287 ﾀﾞｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞ S/AT/S ﾐﾆ +6㎝ﾓﾝｷｰﾊﾌﾞ用

60452
60453

4522285604521 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285604538 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長

60568
60569

4522285605689 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
4522285605696 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ

60729
60800

4522285607294 ﾓﾝｷｰﾄﾗｽﾓﾉ +20
4522285608000 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +4㎝ﾊﾞﾌ無し

60454

4522285604545 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 4cm ﾛﾝｸﾞ

60570

4522285605702 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ

60801

4522285608017 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +10㎝ﾊﾞﾌ無し

60455
60456

4522285604552 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 6cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604569 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60571
60572

4522285605719 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605726 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ

60802
60803

4522285608024 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +16㎝ﾊﾞﾌ無し
4522285608031 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +4㎝ﾊﾞﾌ有り

60457
60458

4522285604576 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 4cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604583 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 6cm ﾛﾝｸﾞ

60573
60574

4522285605733 ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605740 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ

60804

4522285608048 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +10㎝ﾊﾞﾌ有り

60459
60460

4522285604590 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
4522285604606 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞ無 4cm ﾛﾝｸﾞ

60575
60576

4522285605757 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605764 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ

60805
60806

60461

4522285604613 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60577

4522285605771 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ

60462
60463

4522285604620 ﾓﾝｷｰ R 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞ有 4cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604637 ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 2㎝ﾛﾝｸﾞ

60578
60579

4522285605788 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285605795 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ

60464

4522285604644 ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60580

4522285605801 ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ

60810
60811
60812
60813
60814

4522285608055 +e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +16㎝ﾊﾞﾌ有り
4522285608062 ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰ取り付けｵﾌﾟｼｮﾝ（+e ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ専用）
4522285608109 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 4cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
4522285608116 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
4522285608123 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
4522285608130 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
4522285608147 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 4cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ

60465
60466

4522285604651 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 2㎝ﾛﾝｸﾞ
4522285604668 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60581
60582

4522285605818 ｴｲﾌﾟ 100 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
4522285605825 ｴｲﾌﾟ 100 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60815
60816

4522285608154 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
4522285608161 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ

60467
60468
60469
60470

4522285604675
4522285604682
4522285604699
4522285604705

ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 2㎝ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞ 12㎝ﾛﾝｸﾞ
ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞ 12㎝ﾛﾝｸﾞ

60583
60584
60585
60586

4522285605832
4522285605849
4522285605856
4522285605863

ｴｲﾌﾟ 100 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ

60817
60818
60819
60820

4522285608178
4522285608185
4522285608192
4522285608208

60471
60472
60473
60474

4522285604712
4522285604729
4522285604736
4522285604743

ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾀﾞｯｸｽ用 4.0J ﾜｲﾄﾞ 12㎝ﾛﾝｸﾞ
ﾍﾞﾝﾘｰ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾉｰﾏﾙ長
ｶﾌﾞ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾉｰﾏﾙ長
NSR50/80 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 2㎝ﾛﾝｸﾞ ~95

60587
60588
60589
60590

4522285605870
4522285605887
4522285605894
4522285605900

ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長

60821

4522285608215 ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ

61032
61035

4522285610324 ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z1 φ 3645-185
4522285610355 ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z1 φ 4145-200

60475
60476
60477
60478

4522285604750
4522285604767
4522285604774
4522285604781

NSR50/80 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4㎝ﾛﾝｸﾞ ~95
NSR50/80 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 2㎝ﾛﾝｸﾞ 95~
NSR50/80 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4㎝ﾛﾝｸﾞ 95~
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ 2㎝ﾛﾝｸﾞ ~95

60591
60592
60593
60594

4522285605917
4522285605924
4522285605931
4522285605948

ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ

61039
61040
61044
61046
61049

4522285610393
4522285610409
4522285610447
4522285610461
4522285610492

ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ KZ1000mKⅡφ 36
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ KZ1000mKⅡφ 41
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ KZ1000mKⅡφ 43
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z1R φ 43
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z1R φ 41

60479
60480
60481
60482

4522285604798
4522285604804
4522285604811
4522285604828

NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ 4㎝ﾛﾝｸﾞ ~95
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ 2㎝ﾛﾝｸﾞ 95~
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ 4㎝ﾛﾝｸﾞ 95~
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾉｰﾏﾙ長 ~95

60595
60596
60597
60598

4522285605955
4522285605962
4522285605979
4522285605986

ｴｲﾌﾟ 100 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ

61059
61060
61061
61065

4522285610591
4522285610607
4522285610614
4522285610652

ｷﾞﾙﾄﾞ Z1/Z2 ｽﾃﾑｷｯﾄφ 43205-45
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｼｬﾌﾄ Z1/Z2/KZ1000mK2/Z1R
ｷﾞﾙﾄﾞｶｳﾙｽﾃｰ Z1R φ 41,43
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄｾﾞﾌｧ -1100 φ 4335-210

60483
60484
60485
60486

4522285604835
4522285604842
4522285604859
4522285604866

NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ 2㎝ﾛﾝｸﾞ ~95
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ 4㎝ﾛﾝｸﾞ ~95
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾉｰﾏﾙ長 95~
NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ 2㎝ﾛﾝｸﾞ 95~

60599
60600
60601
60602

4522285605993
4522285606006
4522285606013
4522285606020

ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長

61070
61073
61074
61162

4522285610706
4522285610737
4522285610744
4522285611628

ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑﾅｯﾄ全車種共通
ｷﾞﾙﾄﾞ Z1/Z2 ｽﾃﾑｷｯﾄφ 43210-45
ｷﾞﾙﾄﾞ ZRX1100 ｽﾃﾑｷｯﾄφ 43
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z143-210 ｳｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ

60487
60488
60489
60490

4522285604873
4522285604880
4522285604897
4522285604903

NSR50/80 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ 4㎝ﾛﾝｸﾞ 95~
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ

60603
60604
60605
60606

4522285606037
4522285606044
4522285606051
4522285606068

ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60491
60492
60493
60494
60495
60496
60497
60498
60499
60500
60501
60502
60503
60504
60505
60506
60507
60508
60509
60510
60511
60512
60513
60514
60515
60516
60517
60518
60519
60520
60521
60522
60523
60524
60525
60526
60527
60528
60529
60530
60531
60532
60533
60534
60535
60536
60537
60538
60539
60540
60541

4522285604910
4522285604927
4522285604934
4522285604941
4522285604958
4522285604965
4522285604972
4522285604989
4522285604996
4522285605009
4522285605016
4522285605023
4522285605030
4522285605047
4522285605054
4522285605061
4522285605078
4522285605085
4522285605092
4522285605108
4522285605115
4522285605122
4522285605139
4522285605146
4522285605153
4522285605160
4522285605177
4522285605184
4522285605191
4522285605207
4522285605214
4522285605221
4522285605238
4522285605245
4522285605252
4522285605269
4522285605276
4522285605283
4522285605290
4522285605306
4522285605313
4522285605320
4522285605337
4522285605344
4522285605351
4522285605368
4522285605375
4522285605382
4522285605399
4522285605405
4522285605412

ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NS-16㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NS-110㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｴｲﾌﾟ /NSR 共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ無 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ共用ｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽﾉｰﾏﾙ長
ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽ 4㎝ﾛﾝｸﾞ

60607
60608
60609
60610
60611
60612
60613
60614
60615
60616
60617
60618
60619
60620
60621
60622
60623
60624
60625
60626
60627
60628
60629
60630
60631
60632
60633
60634
60635
60636
60637
60638
60644
60645
60646
60647
60648
60649
60650
60667
60668
60669
60673
60674
60675
60679
60680
60681
60685
60686
60689

4522285606075
4522285606082
4522285606099
4522285606105
4522285606112
4522285606129
4522285606136
4522285606143
4522285606150
4522285606167
4522285606174
4522285606181
4522285606198
4522285606204
4522285606211
4522285606228
4522285606235
4522285606242
4522285606259
4522285606266
4522285606273
4522285606280
4522285606297
4522285606303
4522285606310
4522285606327
4522285606334
4522285606341
4522285606358
4522285606365
4522285606372
4522285606389
4522285606440
4522285606457
4522285606464
4522285606471
4522285606488
4522285606495
4522285606501
4522285606679
4522285606686
4522285606693
4522285606730
4522285606747
4522285606754
4522285606792
4522285606808
4522285606815
4522285606853
4522285606860
4522285606891

KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用 10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 KSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 KSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 KSR ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 KSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 KSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用 4㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用 S/A ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用 10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR ﾉｰﾏﾙ長
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR4㎝ﾛﾝｸﾞ
KSR110 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 NSR10㎝ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ有 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/101 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽｽﾀﾋﾞ有 6㎝ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽﾀﾋﾞ有 6㎝ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾉｰﾏﾙ長
XR50/101 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無 6㎝ﾛﾝｸﾞ
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
XR50/100 ﾓﾀｰﾄﾞﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ有 6㎝ﾛﾝｸﾞ
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10 ｲﾝﾁ 4.0J
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ付 4cm ﾛﾝｸﾞ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ付 6cm ﾛﾝｸﾞ
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｴｲﾌﾟ用
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ XR50/100 用
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12 ｲﾝﾁﾎｲｰﾙ仕様
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R 仕様
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾓﾉｼｮｯｸ

61163
61164
61165
60001
60002

4522285611635
4522285611642
4522285611659
4522285600011
4522285600028

ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ Z1-R43-210 ｳｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ ZEP750 ｼﾙﾊﾞｰｺﾗﾎﾞﾓﾃﾞﾙ
ｷﾞﾙﾄﾞｽﾃﾑｷｯﾄ ZEP750 ﾌﾞﾗｯｸｺﾗﾎﾞﾓﾃﾞﾙ
ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +4 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +10 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ

60003
60005
60006
60007
60008
60009
60014
60015
60016
60017
60018
60019
60020
60021
60022
60023
60025
60026
60027
60028
60029
60030
60031
60032
60034
60036
60037
60040
60042
60043
60044
60045
60046
60048
60049
60050

4522285600035
4522285600059
4522285600066
4522285600073
4522285600080
4522285600097
4522285600141
4522285600158
4522285600165
4522285600172
4522285600189
4522285600196
4522285600202
4522285600219
4522285600226
4522285600233
4522285600257
4522285600264
4522285600271
4522285600288
4522285600295
4522285600301
4522285600318
4522285600325
4522285600349
4522285600363
4522285600370
4522285600400
4522285600424
4522285600431
4522285600448
4522285600455
4522285600462
4522285600486
4522285600493
4522285600509

ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +16 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +20 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ仕上げ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ付加工
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 277mm
ﾂｲﾝｼｮｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｻｽｳｹ位置変更
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ OW ﾀｲﾌﾟﾁｪｰﾝﾋﾞｷ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾋﾞ追加加工
ﾓﾝｷｰ RNSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞ有ﾉｰﾏﾙ長
ﾓﾝｷｰ RNSR ﾎｲｰﾙ用ｽﾀﾋﾞﾅｼﾉｰﾏﾙ長
ﾓﾝｷｰ R ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +0㎝
ﾓﾝｷｰ R ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +6㎝
ﾓﾝｷｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +20 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +4 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +10 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷ - ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +16 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷ -S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6 ｲﾝﾁﾎｲｰﾙ用
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR・ﾓﾉ・+20㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰ S/A（NSR）ﾂｲﾝ・ｽﾀﾋﾞﾅｼ +16㎝
ﾓﾝｷ -R ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +0 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷ -R ｽｲﾝｸﾞｱ - ﾑ +6 ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾌﾞﾚ - ｷﾛｯﾄﾞ 345mm
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 415mm
ﾓﾝｷｰ S/A（NSR）ﾂｲﾝ・ｽﾀﾋﾞﾂｷ +16㎝
ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +0 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +6 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +6 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ（NSR）ﾓﾉ・+20㎝・ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ｶﾌﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +0㎝
ﾍﾞﾝﾘｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +0㎝
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 475mm
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 515mm
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 565mm
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 635mm
ﾌﾞﾚｰｷﾛｯﾄﾞ 685mm

60055
60056
60057
60059
60060
60061
60062
60063
60064
60065
60066
60067
60068

4522285600554
4522285600561
4522285600578
4522285600592
4522285600608
4522285600615
4522285600622
4522285600639
4522285600646
4522285600653
4522285600660
4522285600677
4522285600684

ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +10㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +20㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾉｼｮｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ車高調ｻｽ受け仕様
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｴｷｾﾝﾄﾘｯｸ加工
ﾁｪｰﾝｶﾞｰﾄﾞ取付ｽﾃｰ追加加工
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +10㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +16 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +20 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +12㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾓﾉｼｮｯｸ +12㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾉｼｮｯｸ +12㎝
ﾓﾝｷｰ S/A ﾜｲﾄﾞﾂｲﾝ +16㎝
ﾓﾝｷｰ S/A ﾜｲﾄﾞﾂｲﾝ +20㎝

60069

4522285600691 ﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰ取付ｽﾃｰ追加加工

ステム／
ステム周辺

4522285605429 ｴｲﾌﾟ 50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽﾀﾋﾞ無ﾘﾝｸﾚｽ 10㎝ﾛﾝｸﾞ

60543
60544

スイングアーム

60542

4522285604286 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞ
4522285604293 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞ

セット商品

4522285604279 ﾀﾞｯｸｽ用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長

60428
60429

フレーム

60427

カスタムバイク
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ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟ 20cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 4cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 10cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｽｰﾊﾟｰﾜｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾛｰｺｽﾄﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟ 16cm ﾛﾝｸﾞﾂｲﾝｼｮｯｸ

ホイール／
ハブ
スプロケット／
スペーサー

キャリパー
サポート
バックステップ／
ステップ周辺

シート／外装
アクセサリー／
エンジン周辺

リペアパーツ
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掲載ページ

品番

JANコード

商品名
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60070

4522285600707 ﾓﾝｷｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞﾓﾉｼｮｯｸ

60219

4522285602190 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +16 ｽﾀﾋﾞ付

60074
60075

4522285600745 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ用ﾀﾝﾃﾞﾑｽﾃｯﾌﾟ取付加工
4522285600752 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +12 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾅｼ

60220
60221

4522285602206 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +20 ｽﾀﾋﾞ付
4522285602213 ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ用後引きﾀｲﾌﾟ

60076
60077

4522285600769 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +12 ｾﾝﾁｽﾀﾋﾞﾂｷ
4522285600776 ﾓﾝｷｰ S/A（NSR）ﾂｲﾝ・ｽﾀﾋﾞﾅｼ +20㎝

60222
60223

4522285602220 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +16 ｽﾀﾋﾞ付
4522285602237 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +20 ｽﾀﾋﾞ付

60078

4522285600783 ﾓﾝｷｰ S/A（NSR）ﾂｲﾝ・ｽﾀﾋﾞﾂｷ +20㎝

60224

4522285602244 ﾓﾝｷｰ R ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +0㎝ｽﾀﾋﾞ付

60079
60080

4522285600790 R&P ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +6㎝
4522285600806 R&P ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +10㎝

60225
60226

4522285602251 ﾓﾝｷｰ R ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +6㎝ｽﾀﾋﾞ付
4522285602268 ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾉｰﾏﾙﾙｯｸ用後引きｼﾙﾊﾞｰ

60081

4522285600813 ﾓﾝｷｰ S/ANSR ﾓﾉ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ

60227

4522285602275 ﾓﾝｷｰ R ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR・+6㎝・ｽﾀﾋﾞﾂｷ

60082
60083

4522285600820 ﾓﾝｷｰ S/ANSR ﾂｲﾝ +10㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
4522285600837 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +4㎝

60228
60229

4522285602282 交換式ﾁｪｰﾝｽﾗｲﾀﾞｰ
4522285602299 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +6㎝ｽﾀﾋﾞ付

60084

4522285600844 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +10 ｾﾝﾁ

60230

4522285602305 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +12㎝ｽﾀﾋﾞ付

60085
60086

4522285600851 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +16 ｾﾝﾁ
4522285600868 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +20 ｾﾝﾁ

60231
60232

4522285602312 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR+6㎝ｽﾀﾋﾞ付
4522285602329 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR+12㎝ｽﾀﾋﾞ付

60087
60088

4522285600875 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾉｼｮｯｸﾀｲﾌﾟ +10 ｾﾝﾁ
4522285600882 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾉｼｮｯｸﾀｲﾌﾟ +16 ｾﾝﾁ

60233
60234

4522285602336 ｴｲﾌﾟ 50S/ANS-1 ﾎｲｰﾙｽﾀﾋﾞ無 +10
4522285602343 ｴｲﾌﾟ 50S/ANS-1T/S ｽﾀﾋﾞ無 +10

60089
60090

4522285600899 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾉｼｮｯｸﾀｲﾌﾟ +20 ｾﾝﾁ
4522285600905 ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸｽﾃｰ取付加工

60235
60236

4522285602350 ｴｲﾌﾟ 100 ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ
4522285602367 ｴｲﾌﾟ 100 ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +4cm ﾛﾝｸﾞ

60109

4522285601094 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+6㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ

60237

4522285602374 ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｴｲﾌﾟ 100+10cm ﾛﾝｸﾞ

60110
60111

4522285601100 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+6㎝ｽﾀﾋﾞ付
4522285601117 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+12㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ

60238
60239

4522285602381 ｴｲﾌﾟ 100T/S+0cm ﾉｰﾏﾙﾎｲｰﾙ用
4522285602398 ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +4

60112

4522285601124 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+12㎝ｽﾀﾋﾞ付

60240

4522285602404 ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾉｼｮｯｸ +10cm ﾛﾝｸﾞ

60115
60116

4522285601155 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾜｲﾄﾞﾀｲﾌﾟﾓﾉ +20㎝
4522285601162 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙﾂｲﾝ +10㎝

60241
60242

4522285602411 ｴｲﾌﾟ 100S/ANSR ﾎｲｰﾙﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無 +0cm
4522285602428 ｴｲﾌ 100S/ANSR ﾎｲｰﾙﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無 +4cm

60117

4522285601179 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙﾂｲﾝ +16㎝

60243

4522285602435 ｴｲﾌﾟ 100S/ANSR ﾎｲｰﾙｽﾀﾋﾞ無 +10cm ﾛﾝｸﾞ

60118
60119

4522285601186 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙﾂｲﾝ +20㎝
4522285601193 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙﾓﾉ +16㎝

60244
60245

4522285602442 ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+0
4522285602459 ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+4

60120

4522285601209 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙﾓﾉ +20㎝

60246

4522285602466 ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR+10

60121
60122

4522285601216 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ +6㎝
4522285601223 ﾀﾞｯｸｽｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ +12㎝

60247
60248

4522285602473 ｴｲﾌﾟ 50NSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無し +0cm
4522285602480 ｴｲﾌﾟ 50NSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無し +4cm

60123
60124

4522285601230 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾝｷｰ RNSR ﾎｲﾙ +6㎝
4522285601247 ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +0 ｾﾝﾁ

60249
60250

4522285602497 ｴｲﾌﾟ 50S/ANSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸ +10cm
4522285602503 ｴｲﾌﾟ 50 ｴｲﾌﾟ ,NSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ S/A+0

60126
60127

4522285601261 ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +4㎝
4522285601278 ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +0㎝

60251
60252

4522285602510 ｴｲﾌﾟ 50 ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +4cm
4522285602527 ｴｲﾌﾟ 50S/ANSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +10cm

60128

4522285601285 ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +4㎝

60253

4522285602534 ｴｲﾌﾟ 50NSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽ 0cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ無

60129
60130

4522285601292 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +0㎝
4522285601308 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +6㎝

60254
60255

4522285602541 ｴｲﾌﾟ 50NSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽ +4cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ無
4522285602558 ｴｲﾌﾟ 50NSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽ +10cm ﾛﾝｸﾞｽﾀﾋﾞ無

60131

4522285601315 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +12㎝

60256

4522285602565 ｴｲﾌﾟ 50S/ANSR ﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +0

60132
60133

4522285601322 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲﾙ +6㎝
4522285601339 ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲﾙ +12㎝

60257
60258

4522285602572 ｴｲﾌﾟ 50S/ANSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽ T/S+4cm
4522285602589 ｴｲﾌﾟ 50 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ S/A ﾘﾝｸﾚｽ +10

60134
60135
60136
60137

4522285601346
4522285601353
4522285601360
4522285601377

ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ +6㎝
ﾀﾞｯｸｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞ +12㎝
ﾍﾞﾝﾘｰﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +0㎝
R&P ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +6㎝

60259
60260
60261
60262

4522285602596
4522285602602
4522285602619
4522285602626

ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無し +0cm
ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無し +4cm
ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾓﾉｼｮｯｸｽﾀﾋﾞ無し +10
ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ

60138
60139
60140
60141

4522285601384
4522285601391
4522285601407
4522285601414

R&P ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +10㎝
ｶﾌﾞﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +0㎝
ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR ﾎｲｰﾙ +0㎝
ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR ﾎｲｰﾙ +4㎝

60263
60264
60265
60266

4522285602633
4522285602640
4522285602657
4522285602664

ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +4cm
ｴｲﾌﾟ 100NSR 共用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +10
ｴｲﾌﾟ 100S/ANSR ﾘﾝｸﾚｽﾓﾉｼｮｯｸ +0cm
ｴｲﾌﾟ 100S/ANSR ﾘﾝｸﾚｽﾓﾉｼｮｯｸ +4cm

60142
60143
60144
60145

4522285601421
4522285601438
4522285601445
4522285601452

ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR ﾎｲｰﾙ +10㎝
ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙ +0㎝
ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙ +4㎝
ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ NSR ﾎｲｰﾙ +10㎝

60267
60268
60269
60270

4522285602671
4522285602688
4522285602695
4522285602701

ｴｲﾌﾟ 100S/ANSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽ +10cm ﾛﾝｸﾞ
ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ S/ANSR ﾘﾝｸﾚｽ +0
ｴｲﾌﾟ 100NSR ﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +4cm
ｴｲﾌﾟ 100NSR ﾎｲｰﾙﾘﾝｸﾚｽﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ +10cm

60146
60147
60148
60149

4522285601469
4522285601476
4522285601483
4522285601490

ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞﾓﾉ +16 ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰﾜｲﾄﾞﾓﾉ +16㎝
ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞ +16
ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞ +20

60271
60272
60273
60274

4522285602718
4522285602725
4522285602732
4522285602749

ｴｲﾌﾟ 100NS-1 ﾎｲｰﾙｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +10cm
ｴｲﾌﾟ 100 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ S/ANS-1+10cm
ｱﾙﾌｧﾀｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ +16cm ﾓﾉｼｮｯｸ
ｱﾙﾌｧﾀｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ +20cm ﾓﾉｼｮｯｸ

60150
60151
60152
60153

4522285601506
4522285601513
4522285601520
4522285601537

ｴｲﾌﾟｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +10cm
ｴｲﾌﾟﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｰ +10㎝
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +10㎝
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +16㎝

60275
60276
60277
60278

4522285602756
4522285602763
4522285602770
4522285602787

ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR50/80 ﾉｰﾏﾙ ~95
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR50/80 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ ~95
ｱﾙﾌｧﾀｲﾌﾟﾜｲﾄﾞ S/A ﾓﾝｷｰ +16cm ﾓﾉｼｮｯｸ
ｱﾙﾌｧﾀｲﾌﾟﾜｲﾄﾞ S/A ﾓﾝｷｰ +20cm ﾓﾉｼｮｯｸ

60154
60155
60156
60157

4522285601544
4522285601551
4522285601568
4522285601575

ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +20㎝
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +20㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +16㎝ｽﾀﾋﾞ付

60279
60280
60281
60282

4522285602794
4522285602800
4522285602817
4522285602824

ﾓﾝｷｰ R 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰ R 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞｽﾀﾋﾞ付
ﾓﾝｷｰ R 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞ T/S ｽﾀﾋﾞ付
ﾓﾝｷｰ R 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾜｲﾄﾞ T/S ｽﾀﾋﾞﾅｼ

60158
60159
60160
60161
60162
60163
60164
60165
60166
60167
60168
60170
60171
60172
60173
60174
60175
60176
60177
60178
60179
60180
60181
60182
60183
60184
60185
60186
60187
60188
60189
60190
60191
60192
60193
60194
60199
60200
60206
60207
60208
60209
60210
60211
60212
60213
60214
60215
60216
60217
60218

4522285601582
4522285601599
4522285601605
4522285601612
4522285601629
4522285601636
4522285601643
4522285601650
4522285601667
4522285601674
4522285601681
4522285601704
4522285601711
4522285601728
4522285601735
4522285601742
4522285601759
4522285601766
4522285601773
4522285601780
4522285601797
4522285601803
4522285601810
4522285601827
4522285601834
4522285601841
4522285601858
4522285601865
4522285601872
4522285601889
4522285601896
4522285601902
4522285601919
4522285601926
4522285601933
4522285601940
4522285601995
4522285602008
4522285602060
4522285602077
4522285602084
4522285602091
4522285602107
4522285602114
4522285602121
4522285602138
4522285602145
4522285602152
4522285602169
4522285602176
4522285602183

ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +20㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾓﾉ +16㎝
ﾓﾝｷｰﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾎｲｰﾙ・ﾓﾉ・+20
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +10㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +20㎝ｽﾀﾋﾞﾅｼ
ﾓﾝｷｰﾓﾝｷｰ R ﾎｲｰﾙﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ付 +10cm ﾛﾝｸﾞ
ﾓﾝｷｰﾓﾝｷｰ R ﾎｲｰﾙﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ付 +16cm ﾛﾝｸﾞ
ﾓﾝｷｰﾓﾝｷｰ R ﾎｲｰﾙﾂｲﾝｽﾀﾋﾞ付 +20cm ﾛﾝｸﾞ
ﾓﾝｷｰ R ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +0㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾓﾝｷｰ R ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ +6㎝ｽﾀﾋﾞ付
XR50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾂｲﾝｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ +16cm
ﾓﾝｷｰ S/A ﾂｲﾝｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ +20cm
XR50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 4cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 6cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 8cm ﾛﾝｸﾞ
ﾓﾝｷｰ S/A ﾂｲﾝ T/S ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付 +16cm
ﾓﾝｷｰ S/A ﾂｲﾝ T/S ｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付 +20cm
ﾓﾝｷｰﾂｲﾝ T/S ﾜｲﾄﾞｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付 +16cm
ﾓﾝｷｰﾂｲﾝ T/S ﾜｲﾄﾞｵｲﾙｷｬｯﾁﾀﾝｸ付 +20cm
XR50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞ
XR50 用ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 12cm ﾛﾝｸﾞ
ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ仕様ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾁｪｰﾝ引き
KSR 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾋﾟﾎﾞｯﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様
ｽﾀﾝﾄﾞﾌｯｸ取付ﾁｪｰﾝ引き仕様 OW ﾀｲﾌﾟ
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰｽﾃｰ取り付け加工
ﾉｰﾏﾙﾙｯｸｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾌﾞﾗｯｸｱﾙﾏｲﾄ仕様
12V ﾓﾝｷｰｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾁｪｰﾝｶﾊﾞｰｽﾃｰ取り付け加工
ﾓﾝｷｰ R 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆ OW ﾁｪｰﾝﾋﾞｷ仕様
ﾌﾞﾚｰｷﾎｰｽ固定用ﾅｯﾀｰ加工
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ S/A ｴｷｾﾝﾄﾘｯｸ加工 NSR ﾎｲｰﾙ用
ﾁｪｰﾝﾋﾞｷｺﾏﾉｰﾏﾙﾙｯｸ後ろ引きﾌﾞﾗｯｸ
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾂｲﾝ +10㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾂｲﾝ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾂｲﾝ +20㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾉ +10㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾓﾝｷｰﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾉ +12㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾉ +16㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾓﾝｷｰﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾉ +20㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾜｲﾄﾞﾂｲﾝ +16㎝
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾜｲﾄﾞﾂｲﾝ +20㎝
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR ﾂｲﾝ +16㎝ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR ﾂｲﾝ +20 ｽﾀﾋﾞ付
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ NSR ﾓﾉ +20㎝ｽﾀﾋﾞﾂｷ
ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾓﾝｷｰ R ﾂｲﾝ +10 ｽﾀﾋﾞ付

60283
60285
60288
60289
60290
60291
60292
60293
60294
60295
60296
60297
60298
60299
60306
60307
60308
60309
60310
60311
60325
60326
60369
60651
60652
60653
60654

4522285602831
4522285602855
4522285602886
4522285602893
4522285602909
4522285602916
4522285602923
4522285602930
4522285602947
4522285602954
4522285602961
4522285602978
4522285602985
4522285602992
4522285603067
4522285603074
4522285603081
4522285603098
4522285603104
4522285603111
4522285603258
4522285603265
4522285603692
4522285606518
4522285606525
4522285606532
4522285606549

ﾓﾝｷｰ用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長ｽﾀﾋﾞ無
ﾓﾝｷｰ用 T/S ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾉｰﾏﾙ長ｽﾀﾋﾞ無
KSR110 用 S/A+0cm ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cm ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cm ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+0cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 KSR ﾎｲｰﾙ
KSR110 用 S/A+0cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 KSR ﾎｲｰﾙ
KSR110 用 S/A+0cm ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cm ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cm ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+0cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cmT/S ｽﾀﾋﾞ付 NSR ﾎｲｰﾙ
KSR110 用 S/A+0cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+4cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ用
KSR110 用 S/A+10cmT/S ｽﾀﾋﾞ無 NSR ﾎｲｰﾙ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR50/80 ﾉｰﾏﾙ 95~
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ NSR50/80 ﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱ 95~
ｴｲﾌﾟ /XR ﾓﾀｰﾄﾞﾋﾟﾎﾞｯﾄﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ仕様（SA ｵﾌﾟｼｮﾝ）
ｼﾝｸﾞﾙｻｲﾄﾞｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ 10 ｲﾝﾁ 5.5J
ｶﾌﾞ 110 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｶﾌﾞ 110 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾊﾟｲﾌﾟﾂｲﾝｼｮｯｸ
ｶﾌﾞ 110 用ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑﾄﾘﾌﾟﾙｽｸｴｱﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟﾂｲﾝｼｮｯｸ

w
o
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l
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お客様のあそび心を
私達の技術で実現したい。

世界の人々に受け入れられる
魅力ある製造メーカーを目指します。
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Gクラフトパーツ
全国通信販売のご案内

Gクラフト

（有）
ギルドデザイン 三重県亀山市のぼの町13-2 〒519-0212

TEL. 製品の納期に関して,0595-85-3608 技術的なご質問は,0595-85-2278
FAX. 0595-85-2647

■現金書留でお申し込みの場合

■電話・FAX・ハガキでのお申し込みの場合代金は商品到着時にお支払いください。

ご希望の商品名、品番、
カラー、
ご住所、お名前、電話番号を明記の上、商品代金と一緒にお申し込みください。

商品価格（税込み）
￥10,500以上で送料サービスになります。

ご注文金額が1万円未満のお客様は別途送料として￥800（税込み）
を加えてお申し込みください。

商品価格（税込み）
￥21,000以上で送料+代引手数料サービスになります。
※送料 ￥800（税込み）、代引き手数料 ￥525

※注意

◆予約商品、特注品、一度ご使用になった商品、パッケージ、説明書の破損、付属商品を紛失された商品は交換、返品をお受けできませんので御注意ください。
◆返品は商品購入1週間以内とさせていただきます。尚、お客様の都合で返品される場合、送料はお客様のご負担とさせていただきます。
◆カタログ内の表示価格は税込み価格です。

必ずお読み下さい！
カスタムパーツの公道使用についてのご注意

取扱店

平成7年7月に施工された「改正道路運送車両法」により、法規制に抵触しない範囲でカスタマイズを楽しみ、そ
の安全性についての責任は車両の所有者・使用者が負わなければなりません。また、平成15年4月1日より「改正
道路運送車両法」の改正が施行され、保安基準を満たさない違法改造につきましては、改造をした人（取り付けた
人）も罰せられるようになりますので法規制の範囲内でカスタマイズを行って下さい。
主要諸元寸法（全長：±3cm/全幅：±2cm/全高：±4cm/重量：±50kg）より範囲を超えますと、車両の保安

基準に適合しなくなり一般公道での使用は法律違反となりますので十分ご注意下さい。

※特に以下のパーツは法規制に抵触する恐れがありますのでご注意下さい。
●ハンドルパーツ
●外装系パーツ例 ： シートカウル・リアフェンダー・フェンダーレスキット（灯火類が付属されている商品を含む）
●電装系パーツ例 ： LED商品（光量と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、
道路交通法に抵触する場合があります）
●操縦安定系パーツ例 ： アルミホイール・フロントフォーク・スイングアーム・リアショック
Ｇクラフトの商品は、改良のため予告なしに仕様ならびに形状変更の場合があります。予めご了承ください。
モンキー用の商品で特に記載のない場合は12V車
（FIモンキーは除く）
を前提に設計しています。

G-craft ALL PARTS CATALOGUE
発売元：Ｇクラフト
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2011-2012

2011-2012

価格 ￥840（税込み）

