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モンキー125，CT125・ハンターカブモンキー125，CT125・ハンターカブライトライト系関連系関連アイテムアイテム

スイッチスイッチ系関連系関連アイテムアイテム

Vol.25-2 に続く

サイドスタンドスイッチ機能を無効にします。

サイドスタンドスイッチ機能を無効に
します。

ヘッドライトバイザーヘッドライトバイザー

サイドスタンドスイッチキャンセラーサイドスタンドスイッチキャンセラー（type G）（type G）

サイドスタンドスイッチキャンセラーサイドスタンドスイッチキャンセラー（type H）（type H）

●スチール製　●クロームメッキ仕上げ　●バイザー長：50ｍｍ
●両面テープ付属

●サイドスタンドスイッチ機能を無効にします。

●サイドスタンドスイッチ機能を無効にします。

モンキー125（JB02/03全車種）、CT125・ハンターカブ
（JA55全車種）

モンキー／ゴリラ（FNo.Z50J-2000001～）、モンキーバハ
（FNo.Z50J-2100001～）

モンキー／ゴリラ（FNo.AB27-1000001～ 1899999）、
モンキー (FI 車 )（FNo.AB27-1900001～）

適　合

適　合

適　合

ノーマルヘッドライトに装着できる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お洒落なヘッドライト
　　　デコレーションアイテム　　　デコレーションアイテム！！

ノーマルヘッドライト対応。主張しすぎ
ないお洒落なヘッドライトバイザー。

“　　　　　　　” ロゴを刻印

50mm

※発進時はサイドスタンドがたたまれているか確認してから走行して下さい。

※発進時はサイドスタンドがたたまれているか確認してから走行して下さい。

※エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。
※サイドスタンドを立てた状態でエンジンを始動しないで下さい。車両が飛び出したり、転倒する恐
　れがあります。
※発進時はサイドスタンドがたたまれているか確認してから走行して下さい。

サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルサイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセル！！

PHOTO:676-9000960

PHOTO:676-9000950

PHOTO:676-9000970

サイドスタンドスイッチキャンセラーサイドスタンドスイッチキャンセラー（type F）（type F）

●サイドスタンドスイッチ機能を無効にします。

スーパーカブC125（JA58全車種）適　合

PHOTO：CT125・ハンターカブ

PHOTO：モンキー 125

800-1300100

676-9000960

676-9000970

税込価格

税込価格

税込価格

JANコード

JANコード

JANコード

商品コード

商品コード

商品コード

（本体価格 ￥2,400）

（本体価格 ￥500）

（本体価格 ￥400）

￥2,640

￥550

￥440

676-9000950

税込価格 JANコード商品コード

（本体価格 ￥400）
￥440
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Vol.25Vol.25-2-2
 交 換

部 品 “エキゾーストマフラーガスケット & エアエレメント”新規ラインナップ
モーターサイクル用リプレイスパーツ

“EXHAUST MUFFLER GASKET & AIR ELEMENT ” NEWLY RELEASED  !!

 K・PIT K・PIT

 K・PIT K・PIT

 KITACO KITACOブランドブランド／／排気系関連排気系関連アイテムアイテム スズキスズキ

スズキスズキ

アクシス Zアクシス Z

Vol.25-3 に続く

　　国内４メーカー純正同等
　もしくはそれ以上の品質を
　兼ね備えたマフラーガスケ
ットをリリース。

マフラー交換時の必需品マフラー交換時の必需品

マフラー交換時の必需品マフラー交換時の必需品
お得なお得な44個セット個セット

！！

！！
！！

エキゾーストマフラーガスケットエキゾーストマフラーガスケット（S-20）（S-20）

エアエレメントエアエレメント

ケースカバーエレメントケースカバーエレメント

エキゾーストマフラーガスケットエキゾーストマフラーガスケット（XS-20）（XS-20）

適 合 車 種

適 合 車 種

適 合 車 種

適 合 車 種

GSX-R1000R/ABS（DM11G）、GSX-S1000/F ABS（GT79A）、
GSX-S1000/F ABS（GT79B）、KATANA（GT79B）、Hayabusa

（EJ11A）

GSX-R1000R/ABS（DM11G）、GSX-S1000/F ABS（GT79A）、
GSX-S1000/F ABS（GT79B）、KATANA（GT79B）、Hayabusa

（EJ11A）

ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

補修用ケースカバー
フィルターです。

マフラー交換時に必要な、一台分（4個）のマフラーガスケット
をまとめてお得なアイテムです。

●補修用　●スズキ純正品番：14181-04K00　● 1ヶ販売

●補修用　●乾式タイプ　●ヤマハ純正品番：2TS-E4450-00　●1ヶ販売

●補修用　●フィルターオイル塗布済み　●ヤマハ純正品番：2TS-E5407-00　●1ヶ販売

●補修用　●スズキ適合純正品番：14181-04K00　● 4ヶ販売

※マフラーガスケットは消耗部品です。マフラー分解時には新品に交換する事をお薦めします。

※マフラーガスケットは消耗部品です。マフラー分解時には新品に交換する事をお薦めします。

アクシス Z（B7A1 ～ 4/SED7J）

アクシス Z（B7A1 ～ 4/SED7J）

アクシスアクシス ZZ
補修用補修用  エアクリーナーエレメント＆エアクリーナーエレメント＆
ケースカバーエレメントがケースカバーエレメントが
ラインナップラインナップ！！！！

税込価格 JAN コード商品コード

963-2000020 ￥1,980
仕様

XS-20

税込価格

税込価格

税込価格

JAN コード

JAN コード

JAN コード

商品コード

商品コード

商品コード

70-963-12020

70-341-02100

70-342-02100

￥528

￥1,650

￥330

仕様

S-20 （本体価格 ￥480）

（本体価格 ￥1,500）

（本体価格 ￥300）

（本体価格 ￥1,800）



〒577-0015　東大阪市長田３-８-１３　TEL.06-6783-5311（代）FAX.06-6782-0740　URL httpｓ：//www.kitaco.co.jp
※商品・適合は令和 3 年 12 月 23 日現在のものです。それ以降のデータに関しては弊社ＨＰをご覧ください。
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Vol.25Vol.25 -3-3
K・CONK・CON

コネクターSET（ライセンスランプ用）
補修用ギボシ端子SETです。

市販ライセンスランプのギボシをコネクターに交換し市販ライセンスランプのギボシをコネクターに交換し
パーツ取り外し、組付け作業をスムーズにパーツ取り外し、組付け作業をスムーズに

補修用端子 SETもラインナップ補修用端子 SETもラインナップ

市販汎用ライセンスランプの端子を専用コネクターに変換することでスマー
ト・容易に装着することが出来ます。

市販汎用ライセンスランプやウインカーの端子を専用コネクターに変換する
ことでスマート・容易に装着することが出来ます。

！！！！

！！

コネクターSETコネクターSET（ライセンスランプ（ライセンスランプ用用））

コネクターSETコネクターSET（（ライセンスランプ／ウインカーライセンスランプ／ウインカー用用））

端子端子 SETSET（（HXHX防水防水タイプタイプ））

●ライセンスランプ用　● 2極 HX 防水コネクター　●カラー：黒
●適用電線サイズ ： AV0.3 又は AVS0.3 ～ 0.5　●許容電流 ： 5A（電線 ： 
AVS0.5 使用時）　●セット内容：コネクター本体、端子× 2、ワイヤーシール
× 2

●ライセンスランプ／ウインカー用　● 2 極コネクター　●ホンダ 2 タイプ
●カラー：白　●適用電線サイズ：AV0.3 又は AVS0.3 ～ 0.5　●許容電流：5A

（電線： AVS0.5 使用時）　●セット内容：コネクター本体、端子× 2

●補修用　● HX 防水コネクター用の端子セット
●セット内容：オス端子× 5、メス端子× 5、ワイヤーシール× 10

※車体側コネクター形状をよくお確かめ頂いてからご購入下さい。
※防水コネクターではありません。必要に応じて防水処理を施して下さい。
※ライセンスランプ装着後、キーをONにしライセンスランプが正常に点灯しいているか必ず確認
　して下さい。

※車両の年式によりコネクターの形状が変わる場合があります、コネクター形状をよくお確かめ
　頂いてからご購入下さい。
※ライセンスランプ装着後、キーをONにしライセンスランプが正常に点灯しいているか必ず確認
　して下さい。
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●サイズ（ｍｍ）

PHOTO:0900-755-02078

PHOTO:0900-755-02076

PHOTO:0900-755-02079

PHOTO:0900-755-02077

主な使用車両
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商品コード：0900-755-02056
税込価格：￥330
本体価格：￥300
JAN コード：4990852074259

商品コード：0900-755-02058
税込価格：￥330
本体価格：￥300
JAN コード：4990852074273

商品コード：0900-755-02057
税込価格：￥286
本体価格：￥260
JAN コード：4990852074266

商品コード：0900-755-02059
税込価格：￥286
本体価格：￥260
JAN コード：4990852074280

R／オス L／オス L／メスR／メス

好評発売中好評発売中 コネクターSETコネクターSET（ウインカー（ウインカー用 /ホンダ2タイプ用 /ホンダ2タイプ））

ホワイトVer. がラインナップホワイトVer. がラインナップ！！

※各端子2ヶ付属
！！！！

⃝補修用端子：端子SET（ホンダ・カワサキ／オス）　５ケ入り
　　　　　　　　商品コード：0900-755-01090　税込価格：￥154　本体価格：￥140　　　
　　　　　　　　JAN コード：4990852074457
　　　　　　　端子SET（ホンダ・カワサキ／メス）　５ケ入り
　　　　　　　　商品コード：0900-755-01091　税込価格：￥154　本体価格：￥140　　　
　　　　　　　　JAN コード：4990852074464

モンキー125、PCX、ADV150、CRF250L、
CBR250RR、X-ADV、NC750X、CBR1000RR-R 等

0900-755-02078オス

オス 0900-755-02076

0900-755-02077

0900-755-01062

0900-755-02079メス

メス

税込価格

税込価格

税込価格

JAN コード

JAN コード

JAN コード

商品コードタイプ

タイプ 商品コード

商品コード

（本体価格 ￥440）

（本体価格 ￥360）

（本体価格 ￥300）

（本体価格 ￥480）

￥484

￥396

￥330

￥528


