
2021.12.16現在 表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格）

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

クラシックダウンマフラー 昔のカブのマフラーをイメージさせる柔らかな曲面スタイルのプレス成型

モナカタイプマフラーです。

全域に亘りパワーアップが図れ、特にピークパワーの落ち込みが少ない

オーバーレブ特性を実現。

543-1310500 ステンレス（JA48 用） ¥40,700 ¥37,000

543-1310510 ステンレス（JA58 用） ¥40,700 ¥37,000

○近接排気音 :82db　○加速騒音：70db　○ JMCA 認定番号 :1017006043　○ 2010
年度加速騒音規制対応　○キャタライザー内蔵　○センタースタンド使用可能　※装着に
は別途マフラーガスケットが必要です。 （JA48 のスペックです。）

マフラー交換時、整備時の必需品。
マフラーガスケットは一度使用す
ると潰れてしまう再使用できない
消耗部品です。

エキゾーストマフラーガスケット

70-963-11006 H-06 ￥275 ¥250

適合に関してはパンフレット内の

マークを参考にご確認下さい。
マークの無いモデルは適合しませんので、
ご注意ください。

年式量別の適合につい年式量別の適合につい年式別の適合について

JA48 JA58

○ 1 ヶ販売

JA48 JA58

JA48 JA58



JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格） 2021.12.14現在

電源取出しハーネス

756-1311900 ¥880 ¥800

USB電源KIT

USB電源KIT

モバイル電源供給に最適な 2 ポートタイプの USB 電源に専用ハーネスを

付属した車種専用タイプです。

757-1310000 2 ポートタイプ ¥4,840 ¥4,400

80-757-13110 2 ポートタイプ ¥4,400 ¥4,000

○USBポート：1,000mA×2個　○DC5V 最大出力：2,000mA(1ポートのみ使用の場合)　
○防滴仕様　○ LED 内蔵（ブルー）

○USBポート：1,000mA×2個　○DC5V 最大出力：2,000mA(1ポートのみ使用の場合)　
○防滴仕様　○ LED 内蔵（ブルー）

※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。また使用しないときは付属のゴムキャッ※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい。また使用しないときは付属のゴムキャッ
プを必ず装着してください。　※温度変化等により本体（ゴムキャップ）内部に結露が発生する恐れがあプを必ず装着してください。　※温度変化等により本体（ゴムキャップ）内部に結露が発生する恐れがあ
ります。温度変化の激しい場所（エンジン周り）は避け、こまめに確認し水滴は除去してください。（エアります。温度変化の激しい場所（エンジン周り）は避け、こまめに確認し水滴は除去してください。（エア
ダスター、掃除機等で水滴を除去して下さい。）トラブルの原因になる可能性があります。ダスター、掃除機等で水滴を除去して下さい。）トラブルの原因になる可能性があります。

適合に関してはパンフレット内の

マークを参考にご確認下さい。
マークの無いモデルは適合しませんので、
ご注意ください。

年式量別の適合につい年式量別の適合につい年式別の適合について

JA48 JA58

電源取出しハーネス 生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに

必要な電源確保に。

専用設計なので指定のカプラーに割り込ませる

だけの最小限の配線作業で、アクセサリー電源

（+）を取り出せます。

取り出しリード線には分かりやすい電源マーク

チューブ付き。

756-1310900 ¥1,320 ¥1,200

○取り出し箇所：サービスチェック 4P カプラー　※消費
電力、電流の高い製品（アンプ、コンプレッサー等）の接
続には使用しないで下さい。　※ハーネスのギボシ端子は
CA/CB103（ホンダ）メスギボシを使用しています。

○取り出し箇所：フロントブレーキスイッチ　※消費電
力、電流の高い製品（アンプ、コンプレッサー等）の接続
には使用しないで下さい。　※ハーネスのギボシ端子は
CA/CB103（ホンダ）メスギボシを使用しています。

フロントファッションバー

フロントファッションバー

左右のミラー取付穴にマウントするφ 22.2 の多目的バーです。ハンドル

クランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固

定が可能です。

539-1438650 ブラック ¥7,150 ¥6,500

539-1438660 シルバー ¥7,150 ¥6,500

○バー：ステンレス製バフ仕上げ　○クランプ部：アルミ削り出し　○耐荷重：500g 以
下　○ 10mm ミラー穴取付用

80-617-11570 シルバー ¥8,250 ¥7,500

80-617-11571 ブラック ¥8,250 ¥7,500

○バー：ステンレス製バフ仕上げ　○クランプ部：アルミ削り出し　○耐荷重：500g 以
下　○ 10mm ミラー穴取付用

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

JA48 JA58

JA48 JA58

JA58

JA58

JA48

JA48



JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

2021.12.16現在 表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格）

ヘルメットホルダー 日常の使い勝手を向上させるヘルメットロックです。

564-1310090 シルバー ¥3,960 ¥3,600

80-564-13101 ブラック ¥3,520 ¥3,200

○ボルトオン　○キー 2 ヶ付属　○プレート：スチール製 / ブラック　○装着箇所：
リヤキャリアー側面下部　〇当社製グラブバー同時装着不可

グラブバー

80-653-13100 メッキ ¥4,400 ¥4,000

80-653-13101 ブラック ¥3,850 ¥3,500
○パイプ径：φ 22.2　○スチール製　〇リヤショック取付部共締めタイプ　※当社製ヘ
ルメットホルダーとの同時装着不可

足回りのドレスアップに。アルミ製チェーンカバー。

リヤキャリアー 実用性を重視したリヤキャリアー。

80-539-13100 ¥16,500 ¥15,000

○スチール製　○ブラック塗装仕上げ　○パイプ径：Φ 16.0　○ヘルメットロック装着用
プレート付（ヘルメットロックは別売）　○キャリアー寸法：長さ 340mm ×幅 240mm　　

（ノーマル 230mm × 220mm）　○最大積載量：5.0kg 以下　○荷かけフック：4 ヶ所　
○市販リヤボックス装着

センターキャリアー 実用性とドレスアップ感をを重視したセンターカバーに装着するミニキャリアー。

80-539-131011 ¥17,600 ¥16,000

○ボルトオン　○スチール製ブラック塗装仕上げ　○メインパイプ径：φ 16.0　○キャリアー寸法：　　
( 前方部）：133 × 185mm　　（後方部）133 × 105mm　○最大積載量：1.0kg 以下　○荷掛けフック：
4 ヶ所　○コンビニフック付属

21/12/01価変（旧80-539-13101）

Lクランクケースガード

307-1301550 ブラック ¥8,800 ¥8,000

307-1301560 シルバー ¥8,800 ¥8,000 ○アルミ削り出し　〇アルマイト仕上げ　○ 2 ピースタイプ
※装着イメージはグロム（JC92）ではありません。※装着イメージはグロム（JC92）ではありません。

エンジン左側のジェネレーターカバーの保護、ドレスアップに。

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA58



表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格） 2021.12.16現在

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS
Rクランクケースカバーリング

307-1301620 レッド ¥4,950 ¥4,500

307-1301650 ブラック ¥4,950 ¥4,500 ○リング：アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

エンジン右側のクランクケースカバー（クラッチカバー）をドレスアップ。

307-1310610 ブルー ¥7,150 ¥6,500

307-1310620 レッド ¥7,150 ¥6,500

307-1310670 ゴールド ¥7,150 ¥6,500

307-1310690 ガンメタリック ¥7,150 ¥6,500

Rクランクケースカバーリング

○リング：アルミ削り出し　○プレート：アルミ製　○アルマイト仕上げ
※一部装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※一部装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

ジェネレーターカバーのタイミングホールとフライホイールセンターナットキャップ
をドレスアップさせるキャップです。

タイミングホールキャップSET

753-1001020 レッド ¥4,180 ¥3,800

753-1001050 ブラック ¥4,180 ¥3,800

753-1001060 シルバー ¥4,180 ¥3,800

753-1001070 ゴールド ¥4,180 ¥3,800 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ
※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

オイルフィルターカバー クランクケースカバー部にあるオイルフィルターカバーをドレスアップ。

390-1001020 ホンダタイプ 1・レッド ¥4,180 ¥3,800

390-1001050 ホンダタイプ 1・ブラック ¥4,180 ¥3,800

390-1001090 ホンダタイプ 1・ガンメタリック ¥4,180 ¥3,800 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

JA48 JA58

JA58

JA58

JA48



2021.12.16現在 表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格）

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

エンジン周りのドレスアップに。

オイルフィラーキャップ

307-1300820 タイプ 1・レッド ¥3,960 ¥3,600

307-1300870 タイプ 1・ゴールド ¥3,960 ¥3,600

307-1310820 タイプ 2・レッド ¥3,080 ¥2,800

307-1310850 タイプ 2・ブラック ¥3,080 ¥2,800

307-1310860 タイプ 2・シルバー ¥3,080 ¥2,800

307-1310870 タイプ 2・ゴールド ¥3,080 ¥2,800

○ 1 ヶ販売　○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○サイズ：M20 × P2.50　○ワイヤーロック通
し穴付　○ヘックスローブレンチ T55 での締付を推奨

○ 1 ヶ販売　○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○サイズ：M20 × P2.50

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

オイルフィラーキャップ

506-1310920 レッドアルマイト ¥5,280 ¥4,800

506-1310990 ガンメタリックアルマイト ¥5,280 ¥4,800

バーエンドキャップ

バーエンドキャップ

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 
ステンレス材を採用し、経年変化を抑え、傷が付きにくい表面処理を各種設定してい
ます。

ハンドル周りの保護とドレスアップに。 
軽量なアルミ材を採用し、各色設定しています。

○ステンレス削り出し　○左右 1SET　○外径：33.0mm　○長さ：
33.5mm

○アルミ削り出し　○左右 1SET　○外径：31.0mm　○長さ：21.0mm　
○重量（片側）：50g（ノーマル 118.8g）

506-1310110 ポリッシュ仕上げ \5,280 ¥4,800

506-1310130 ダイヤモンドライクカーボン (DLC）コーティング ¥7,040 ¥6,400

JA48

JA48

JA48 JA58

JA48 JA58

※ JA58 モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。※ JA58 モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。

※ JA58 モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。※ JA58 モデルにも使用できますが、本商品にはオイルレベルゲージは備わっていません。



表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格） 2021.12.16現在

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS
アルミマスターシリンダーキャップ

アルミマスターシリンダーキャップ

ドレスアップ性と実用性を兼ね備えたアルミ削り出しのマスターキャップ
です。上部の X 型プレートのセンターに穴を設けていますので、雲台と
しても使用可能です。

524-0001010 タイプ 1・シルバー / レッド ¥4,620 ¥4,200

524-0001020 タイプ 1・シルバー / ゴールド ¥4,620 ¥4,200

524-0001030 タイプ 1・ブラック / レッド ¥4,620 ¥4,200

524-0001040 タイプ 1・ブラック / ゴールド ¥4,620 ¥4,200 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○左右共通　○ 1 ケ販売

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。

524-0002010 タイプ 2・シルバー / レッド ¥5,060 ¥4,600

524-0002020 タイプ 2・シルバー / ゴールド ¥5,060 ¥4,600

524-0002030 タイプ 2・ブラック / レッド ¥5,060 ¥4,600

524-0002040 タイプ 2・ブラック / ゴールド ¥5,060 ¥4,600 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○左右共通　○ 1 ケ販売

アルミマスターシリンダーキャップ

524-0003010 タイプ 3・シルバー ¥4,950 ¥4,500

524-0003020 タイプ 3・ブラック ¥4,950 ¥4,500 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○ステンレスプレート　○左右共通　○ 1 ケ販売

実用性重視のマスターキャップです。角度が調整できる上部プレートは
様々なパーツが設置可能です。

524-0005030 タイプ 5・ブラック / レッド ¥4,400 ¥4,000

524-0005040 タイプ 5・ブラック / ゴールド ¥4,400 ¥4,000

524-0005060 タイプ 5・ブラック / シルバー ¥4,400 ¥4,000

524-0005090 タイプ 5・ブラック / ガンメタリック ¥4,400 ¥4,000

ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。

○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○左右共通　○ 1 ケ販売

アルミマスターシリンダーキャップ

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58



2021.12.16現在 表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格）

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

850-0600010 シルバー ¥3,080 ¥2,800

850-0600020 ブラック ¥3,080 ¥2,800

アルミタンクキャップ

軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上げ、キャップ上面にはロゴを
刻印。

チェンジフット シフトチェンジペダル先端に装着する 2 ピース構造のドレスアップパーツ

です。

516-1310120 ブラック / レッド ¥7,700 ¥7,000

516-1310190 ブラック / ガンメタリック ¥7,700 ¥7,000

○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○ペダル前後一式 1SET　○全幅×全長：40.5
× 32mm（シフトアップ）　○全幅×全長：44 × 35mm（シフトダウン）

ブレーキフット ブレーキペダル先端に装着する 2 ピース構造のドレスアップパーツです。

516-1310220 ブラック / レッド ¥5,500 ¥5,000

516-1310290 ブラック / ガンメタリック ¥5,500 ¥5,000

○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○全幅×全長：60 × 46mm

ビッグフット ブレーキペダル先端に装着するユニークな足型形状のドレスアップパーツ

です。

516-1310920 レッド ¥6,820 ¥6,200

516-1310990 ガンメタリック ¥6,820 ¥6,200 ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○全幅×全長：72 × 98mm

ピリオンステップ

ステップ周りのドレスアップに。アルミ削り出しのタンデムステップユ
ニット。

516-1310460 ¥10,780 ¥9,800

○ステップサイズ：φ 22.2 × 75mm　〇折り畳み可能　○ステップ・ステー：アルミ削
り出し　○シルバーアルマイト仕上げ　○左右 1SET　○ノーマルボルト使用

タンデムホールカバー タンデムステップを取り外した時のネジ穴をスマートにドレスアップ。

516-1310320 レッドアルマイト ¥3,520 ¥3,200

516-1310350 ブラックアルマイト ¥3,520 ¥3,200

516-1310390 ガンメタアルマイト ¥3,520 ¥3,200

○アルミ削り出し　○ 2 ヶ 1SET　○取付ボルト付属

JA48 JA58
JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58



表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格） 2021.12.16現在

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS
スマートキーケース 無機質なスマートキーをドレスアップさせるアルミ製キーケースです。

000-9001120 タイプ 1・レッド ¥5,280 ¥4,800

000-9001160 タイプ 1・シルバー ¥5,280 ¥4,800

000-9001190 タイプ 1・ガンメタリック ¥5,280 ¥4,800

000-9001220 タイプ 2・レッド ¥5,280 ¥4,800

000-9001250 タイプ 2・ブラック ¥5,280 ¥4,800

000-9001290 タイプ 2・ガンメタリック ¥5,280 ¥4,800
○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○重量：約 22g ○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○重量：約 22g

スマートキーケース

ブレーキアジャストナット ブレーキ周りのアクセントに。

516-9000120 レッドアルマイト ¥1,100 ¥1,000

516-9000170 ゴールドアルマイト ¥1,100 ¥1,000

516-9000190 ガンメタアルマイト ¥1,100 ¥1,000
○アルミ削り出し製　○適合純正品番：95015-42000　○ M6 対応　〇六角対辺 19mm
サイズの工具に対応

ヘッドライトバイザー

○スチール製　○クロームメッキ仕上げ

ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。ヘッ
ドライトリム挟み込み、両面テープ貼り付け装着です。

800-1310100 40mm ¥1,980 ¥1,800

ビレットレバー

525-1310250 ブラック ¥5,500 ¥5,000

525-1310260 シルバー ¥5,500 ¥5,000

ハンドル周りのドレスアップに。アルミ削り出しの高品質レバー。

○アルミ削り出し　○アルマイト仕上げ　○ブレーキ側 1 本販売

スーパースロットルパイプ 純正スロットルパイプはグリップ
一体型の為、グリップの交換は容
易ではありません。
キタコスーパースロットルパイプ
はアフターパーツのグリップが装
着できるように設計した純正同様
のスロットルパイプです。使用す
る際はグリップの同時交換をお勧
めします。

○ノーマルスロットルホルダー専用　○ハイスロットル化（ノーマル比）：約 25% アッ
プ　※別途ハンドルグリップが必要です。　※適合グリップ長 118 ～ 120mm

901-1300900 ¥660 ¥600

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA58

JA48

※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。



2021.12.16現在 表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格）

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

足回りのドレスアップに。アルミ製チェーンカバー。

○アルミ製　〇アルマイト仕上げ　〇上下 1SET　〇ノーマルボルト使用

683-1310050 ブラック ¥13,200 ¥12,000

683-1310060 シルバー ¥13,200 ¥12,000

チェーンカバー

2ポットブレーキキャリパー ノーマルの 1 ポットキャリパーからニッシン社製の 2 ポットキャリパー

に換装し、ストッピングパワーを向上。カラーバリエーションも 3 色設定。

500-1310220 レッド ¥19,800 ¥18,000

500-1310250 ブラック ¥19,800 ¥18,000

500-1310270 ゴールド ¥19,800 ¥18,000

○ノーマルブレーキホース使用可　○ブレーキパッド付属　○補修用 SBS ブレーキパッ
ド　（797HF）777-0797000　　\3,630（込）　（797RSI）777-0797077　　\5,500（込）　
※ブレーキフルード、シーリングワッシャーが別途必要です。

スポークホイールKIT アルミキャストホイールからクラシックなスポークホイールスタイルにイメージチェ

ンジさせるホイール KIT。

専用のディスクローターが付属している他、周辺パーツは全てノーマルが再使用可能

です。

509-1310100 ¥44,000 ¥40,000

○スチール製　○リムサイズ：（フロント）17-1.40　（リヤ）17-1.60　
○推奨タイヤサイズ：（フロント）70/90-17　（リヤ）80/90-17　○φ
220 ディスクローター付属　○ノーマル、当社製 2 ポットキャリパー対応　
※装着にはタイヤチューブが必要です。　※右側フロントフォークの切削
加工が必要です。

498-1310000 フロント ¥3,740 ¥3,400

498-1432010 リヤ ¥3,630 ¥3,300

中空アクスルシャフト バネ下重量を軽減させる中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。 バネ下重量を軽減させる中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。 
○スチール製（クロモリ鋼）/ ブラック仕上げ○スチール製（クロモリ鋼）/ ブラック仕上げ

○シャフト径：φ 12　○中空穴径：φ 5
●フロント　○シャフト長（首下長さ）：201mm　○シャフト単体重量：約 164g（ノー
マル重量 194g）
●リヤ　○シャフト長（首下長さ）：250mm　○シャフト単体重量：約 199g（ノーマル
重量 234g）

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48 JA58

JA48



表記価格は税込みです。（小さい文字の価格は本体価格） 2021.12.16現在

JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

ナックルカバー ライディング中の飛び石や寒風から拳を守るナックルカバーです。カラー

バリエーションも豊富に、様々な車種にも対応しています。

※法定速度の範囲内でご使用下さい。

562-1427100 ホワイト / ミラーアダプター無 ¥5,830 ¥5,300

562-1427110 ブラック / ミラーアダプター無 ¥5,830 ¥5,300

○ポリプロピレン製　○左右 1SET　○ステー付属　○補修ステー（左右 1SET）　562-
0900109　￥3,850（込） ※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。※装着イメージはスーパーカブ C125 ではありません。

ワイドチェーンガイドプレート

683-1300400 ¥1,430 ¥1,300

○スチール製　○ブラック仕上げ　○ 16T まで装着可

530-1010212 12T ¥1,430 ¥1,300

530-1010213 13T ¥1,430 ¥1,300

530-1010214 14T（ノーマル） ¥1,430 ¥1,300

530-1010215 15T ¥1,430 ¥1,300

530-1010216 16T ¥1,485 ¥1,350

530-1010217 17T ¥1,540 ¥1,400

ドライブスプロケット（フロント）

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。
スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安
として 1000km ごとの点検を推奨します。歯先
が細くなっている場合は交換して下さい。

○ 420 サイズ　※ 12/13T を装着する際、取付ボルトが
チェーンに干渉する場合は M6 × 10 キャップボルトを別
途ご用意下さい。　※ T 数変更により、ガイドプレート（の
交換、速度変換パルスユニットの装着が必要です。

ドリブンスプロケット（リヤ）

ノーマルの補修や二次減速比のセッティングに。 
スプロケットは消耗品です。一般公道走行目安
として 1000km ごとの点検を推奨します。歯先
が細くなっている場合は交換して下さい。

535-1424029 29T ¥1,980 ¥1,800

535-1424030 30T ¥1,980 ¥1,800

535-1424031 31T ¥1,980 ¥1,800

535-1424032 32T ¥1,980 ¥1,800

535-1424033 33T ¥1,980 ¥1,800

535-1424034 34T ¥1,980 ¥1,800

535-1424035 35T ¥1,980 ¥1,800

535-1424036 36T（ノーマル） ¥2,090 ¥1,900

535-1424037 37T ¥2,090 ¥1,900

535-1151043 43T ¥2,475 ¥2,250

535-1151044 44T ¥2,475 ¥2,250

535-1151045 45T ¥2,475 ¥2,250

535-1151046 46T ¥2,475 ¥2,250

○ 420 サイズ　※ T 数変更により、速度変換パルスユニッ
トの装着が必要な場合があります。詳しくは適合表を参照
にして下さい。

ギヤからスピードパルスを拾う車両に有効なス

ピードメーター表示の補正を行う変換ユニット

です。スプロケット T 数の変更時にご使用下

さい。

762-1310100 ¥11,000 ¥10,000

スプロケットカバーに装着されているノーマル
チェーンガイドプレートと交換する事で、ノー
マルスプロケットより、大きいスプロケットの
装着が可能になります。

ワイドチェーンガイドプレート

○スチール製　○ブラック仕上げ　○ 17T まで装着可

683-1452400 ¥1,540 ¥1,400

70-500-71102 M6 × 17・5 本 1SET ¥770 ¥700

70-500-71002 M6 × 17・1 本販売 ¥176 ¥160

正同様サイズの補修用ディスクローターボルト
です。ディスクローターの脱着の際は新品ボル
トへの交換を。
ボルトは脱着する度にわずかに狂いが生じてい
きます。再使用するとネジのゆるみやネジ山の
破損にもつながりますので、再使用はせず新品
の交換をお奨めします。

○ 補 修 用　 ○ ス チ ー ル 製　 ○ 適 合 純 正 品 番：　
90105-KZZ-900　※再使用不可
○フロント：5 本使用

純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一
の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

○シルバー　○適合純正品番：53175-K26-901　○適合
スペーサーシムサイズ（ぐらつき調整用）：φ 8.5 × 15.0
× 0.3

70-525-61131 HR-13 ¥1,650 ¥1,500

速度パルス変換ユニット ローターボルト 右側レバー

JA48 JA58
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JA48/JA58 SUPER CUB C125 CUSTOMIZE PARTS

777-0925000 HF ￥3,630 ¥3,300

777-0925077 RSI ￥5,500 ¥5,000

SBSブレーキパッド 925シリーズ（フロント）

安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレー
キパッド。ストリートからレースまで用途に合
わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

高温時でも変質の少ないグリップの良い特殊ラ
イニング材を採用。ライニング表面に溝を設置

（一部のシューを除く）することにより、冷却効
果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの
効きを持続させます。

○材質
E/HF：セラミック材（ストリート用）
RSI：シンターメタル材（オフロードレーシング用） ○ノンアスベスト材使用

ノンフェードブレーキシュー（リヤ）

770-1087030 SH-5N ¥1,760 ¥1,600

772-0500000 D-1 ￥1,320 ￥1,200

軽量高強度アルミ合金を採用したドレンボルト
です。ドレスアップ効果も高いアルマイト仕上
げ。
またボルトヘッドにはワイヤーロック用通し穴
を設け、先端にはマグネットを配しエンジンオ
イル内のスラッジを集塵させています。

○サイズ：M12 × 14mm ×ピッチ 1.5　○補修用ドレン
ワッシャー（φ 12）　0900-092-00004　　\172( 込 )

アルミドレンボルトエアエレメント

70-341-13100 ¥1,980 ¥1,800

○乾式タイプ　○適合純正品番：17210-KWW-640 ○適合純正品番： 06410-KWB-600　○ 4 ヶ 1SET

ハブダンパー

70-508-14321 ¥1,320 ¥1,200

純正同様サイズの補修用ハブダンパーです。 
ハブダンパーはゴム製品なので劣化するとス
ロットル操作に対し反応が遅れて加減速します。 
走行距離を重ねる毎に劣化するので、ガタがあ
る場合は交換をお薦めします。

ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメン

トです。
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