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BRAND NEW ITEMS

ダックス125 カスタムパーツが
！
発売開始！
バーエンドキャップ
Vol.19-4

フロントキャリアー
Vol.19-1

センターキャリアー

カスタムシート
HIGH グラブバー
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Vol.19-2

Vol.19-3

サイドリフレクター
KITACO × GEARS
リアショックアブソーバー
Vol.19-2

Vol.19-5

新しい。ダックス125を楽しもう！

ドレスアップ重視！
フロントキャリアーリリース！

ダックス 125

フロントキャリアー
商品コード

税込価格

80-539-13202

￥12,100

JAN コード

（本体価格 ￥11,000）

● K・TOUR ブランド ●ボルトオン ●スチール製ブラック
●キャリアーサイズ：幅 230mm ×奥行：150mm ●最大積載量：2.0kg
●荷かけフック：4 ヶ所 ●取付ボルト、カラー類付属
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）
150mm

DAX125 のスタイルにピッタリのドレスアップ重視 ! フロントキャリアーがラ
インナップ。
“

” ロゴが入っています。

スペースを有効活用！

センターキャリアー
商品コード

税込価格

80-539-13201

￥9,350

JAN コード

（本体価格 ￥8,500）

● K・TOUR ブランド ●ボルトオン ●キャリアー／ステー：スチール製
ブラック ●キャリアーサイズ：幅 140mm ×奥行：170mm ●最大積載量：0.5kg
●荷かけフック：4 ヶ所 ●取付ボルト類付属
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

170mm
スペースを有効活用しダックスのスタイルを崩さない便利なセンターキャリアー
です。

“
” ロゴが
入っています。

Vol.19-2 に続く
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BRAND NEW ITEMS
KITACOリアショックアブソーバー
3色リリース！

ダックス 125

KITACOリアショックアブソーバー
カラー

商品コード

レッド

520-1320020

イエロー

520-1320030

ブラック

520-1320050

税込価格

JAN コード

￥7,480

（本体価格 ￥6,800）

●自由長：343mm（純正同等） ●ブラックボディ ●オイルダンパー採用
●プリロード調整：無段階 ● 2 人乗り対応 ● 1 本販売
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

当社オリジナルのオイルダンパーを採用し、スポーツライドに適したリアショック
アブソーバーです。

GERAS コラボシリーズ！
DAX125 の走行性能をアップ！！

KITACO × GEARS リアショックアブソーバー
商品コード

税込価格

￥74,800

520-1320100

JAN コード

（本体価格 ￥68,000）

●自由長：343mm（純正同等） 車高調整：－ 3mm ／＋ 4mm
●アルミボディ採用（ガンメタリックアルマイト） ●モノチューブ - オイル＆
ガス室セパレート設計 ●フリーピストン方式採用 ●プリロード調整：無段階
●伸側減衰圧調整：14 段階 ●調整用工具付属 ● 2 人乗り対応
● 2 本 1SET
適 合
ダックス 125（JB04 全車種）

ストリートでの走行性能アップを追究。中～長距離ツー
リング時にも優れた走行性能を発揮し、快適に走行でき
るハイグレードリアショックアブソーバーです。

DAX に似合う！ カスタムシート！

カスタムシート
パイピング

商品コード

レッド

610-1320020

ブラック

610-1320050

ホワイト

610-1320080

●ボルトオン
ベルト付
適
カスタムスタイルを崩さなせいシート形状、パイピング、サイドにはリベット
を配したダックスのドレスアップ必須カスタムシートです。

Vol.19-3 に続く

合

税込価格

JAN コード

￥23,100

（本体価格 ￥21,000）

●パイピング：レッド、ブラック、ホワイト
ダックス 125（JB04 全車種）

●パッセンジャー
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BRAND NEW ITEMS
ツーリング、出先での使用に
！
便利なヘルメットホルダー！

ダックス 125

ヘルメットホルダー
商品コード

税込価格

￥3,740

80-564-13200

JAN コード

（本体価格 ￥3,400）

● K・TOUR ブランド ●ボルトオン ●グラブバー共締めタイプ
●ヘルメットロック type2（ボディ：ブラック） ●ステー：スチール製ブラック
●キー：2 ヶ付属（スペア含む）
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

※ヘルメットを掛けたまま走行しないで下さい。
※下記の弊社製品と併用可能。
● HIGH グラブバー（シルバー：80-653-13200）
（ブラック：80-653-13201）
（下記参照）
●タンデムバックレスト KIT（L：80-652-13201）
（S：80-652-13202）
（Vol.19-4 参照）
●タンデムバックレスト（80-652-13200）
（Vol.19-4 参照）

グラブバー共締めタイプのヘルメットロック！ ツーリング、出先の休憩等の短
時間ヘルメットを掛けておくのに便利です。

サイドバックの巻き込み防止に！

サイドバックサポート
商品コード

税込価格

80-655-13201

￥6,600

JAN コード

（本体価格 ￥6，000）

● K・TOUR ブランド ●ボルトオン ●グラブバー共締めタイプ
ル製ブラック ●取り付けボルト類付属
適

グラブバー、リアショック共締めタイプでサイドバックの巻き込みを防止する
アイテムです。

合

●スチー

ダックス 125（JB04 全車種）

※ノーマルグラブバー併用可能。
※下記の弊社製品と併用可能。
●ヘルメットホルダー（80-564-13200）
（上記参照）
● HIGH グラブバー（シルバー：80-653-13200）
（ブラック：80-653-13201）
（下記参照）
●タンデムバックレスト KIT（L：80-652-13201）
（S：80-652-13202）
（Vol.19-4 参照）
●タンデムバックレスト（80-652-13200）
（Vol.19-4 参照）

“
” ロゴが
入っています。

140mm

HIGH なグラブバー！

210mm

HIGHグラブバー
商品コード

カラー

シルバー 80-653-13200
ブラック 80-653-13201

税込価格

JAN コード

￥14,300

（本体価格 ￥13,000）

￥8,800

（本体価格 ￥8,000）

● K・TOUR ブランド ●ボルトオン ●グラブバー径：φ 22.2
●シルバー：ステンレス製 ブラック：スチール製ブラック
ダックス 125 のシルエットを崩さないちょっと HIGH なグラブバーです。

適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

※下記の弊社製品と併用可能。
●ヘルメットホルダー（80-564-13200）
（上記参照）
●サイドバックサポート（80-655-13201）
（上記参照）

ノーマルグラブバー

Vol.19-4 に続く

約 75 ｍｍ HIGH なグラブバー
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BRAND NEW ITEMS
新色ゴールド追加！
アルミ削り出しでドレスアップ！

アルミ削り出し 2 ピースバーエンドでハンドル周りの保護とドレスアップに。
新色ゴールドが追加ラインナップ。

パッセンジャーの快適性アップ！

PHOTO:80-652-13201

PHOTO:80-652-13202

ダックス 125

バーエンドキャップ
カラー

商品コード

レッド

506-1320920

ゴールド

506-1320970

ガンメタ

506-1320990

税込価格

JAN コード

￥5,500

（本体価格 ￥5,000）

●ノーマルハンドル用 ●アルミ削り出し製 ●アルマイト仕上げ ● 2 ピース
構造 ●外径：31mm ●長さ：21 ｍｍ ●重量：50g（ノーマル：122g
（ボルト含まず）
）●レーザーマーカー印字 ● M6 キャップボルト付属
● 2 ヶ 1SET
ダックス125（JB04 全車種）、スーパーカブ C125（JA48/JA58
全車種）、CT125・ハンターカブ（JA55 全車種）
、スーパー
適 合
カブ 110（JA59 全車種）、クロスカブ 110（JA60 全車種）

タンデムバックレスト KIT
パッド

商品コード

L

80-652-13201

S

80-652-13202

税込価格

JAN コード

￥14,300

（本体価格 ￥13,000）

￥13,200

（本体価格 ￥12,000）

●ボルトオン ●ノーマルグラブバー用 ●ステー：スチール製ブラック
●ディンプルメッシュ仕様 ●パッドサイズ：L ／幅 310 ×高さ 90 ×奥行
100（ｍｍ） S ／幅 150 ×高さ 70 ×奥行 63.5（ｍｍ） ●バックレスト
パッド前後微調整可能 ●取付ボルト、カラー類付属
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

※弊社 HIGH グラブバー（シルバー／ブラック）
（Vol.19-3 掲載）との併用はできません。
※下記の弊社製品と併用可能。
●ヘルメットホルダー（80-564-13200）
（Vol.19-3 掲載）
●サイドバックサポート（80-655-13201）
（Vol.19-3 掲載）

パッド：L（ｍｍ）

パッド：S（ｍｍ）

310

150

90

70

バックレストがタンデムライドを優しくアシスト。安心して走行できるアイテ
！
ムです。バックレストのサイズを 2 種類用意！
100

実用性向上！
タンデムバックレスト！

63.5

パッドは前後微調整が可能です。

タンデムバックレスト
商品コード

税込価格

80-652-13200

￥22,000

JAN コード

（本体価格 ￥20,000）

●ボルトオン ●パイプ径：φ 25.4 ●スチール製ブラック ●ディンプル
メッシュ仕様 ●パッドサイズ：幅 310 ×高さ 90 ×奥行 100（ｍｍ）
●バックレストパッド前後微調整可能
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

※純正リヤキャリア―との併用不可です。
※下記の弊社製品と併用可能。
●ヘルメットホルダー（80-564-13200）
（Vol.19-3 掲載）
●サイドバックサポート（80-655-13201）
（Vol.19-3 掲載）

φ 25.4 パイプを採用し、ドレスアップ効果と実用性を向上さ
せタンデムバックレストでタンデムライドを優しくアシスト。
パッドは前後微調整が可能です。

Vol.19-5 に続く
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BRAND NEW ITEMS
ダックス 125

一足先に、リフレクター装着！

サイドリフレクター
商品コード

税込価格

801-1320000

￥3,080

JAN コード

（本体価格 ￥2,800）

●ボルトオン ●フロントフェンダー共締めタイプ ●リフレクター：φ 53.5
( リフレクター部）●ステー：スチール製ブラック ●左右 1 セット
適

合

ダックス 125（JB04 全車種）

令和 5 年 (2023 年 )9 月以降の新型モデルから装着が義務化されるサイドリ
フレクターをいち早く装着。昼夜間被視認性アップします。

ジェネレーターカバーを
ドレスアップ！

タイミングホールキャップ SET type2
カラー

商品コード

レッド

753-1001120

ゴールド

753-1001170

ガンメタ

753-1001190

●アルミ削り出し製

適
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するアルミ削り出しタイミングホールキャップ SET
です。

合

税込価格

JAN コード

￥3,960

（本体価格 ￥3,600）

●アルマイト仕上げ

● O リング付属

● 2 ヶ 1 セット

ダックス 125（JB04 全車種）、スーパーカブ 50 系（AA09/07/06
全車種）、スーパーカブ110（JA44/42/59 全車種）
、クロスカブ
110（JA45/60 全車種）、グロム（JC61/75/92 全車種）
、モンキー
125（JB02/03 全車種）、スーパーカブ C125（JA48/58 全車種）
、
CB250R（MC52 全車種）、CB125R（JC79 全車種）等

タイプ 2 はワイヤーリングが
可能なキャップデザインです。

ヘックスローブレンチ（T55）
で
の締め付けをお薦めします。
“
” ロゴがレーザーマーキング
されています。

お薦めドレスアップアイテム
マスターシリンダー
キャップ type5

各 ￥4,400（税込）

ビビッド
ワッシャー SET

各 ￥1,650（税込）

オイルフィラー
キャップ type1

各 ￥3,960（税込）

ダックス 125
マルチパーパスバー

￥4,620（税込）

オイルフィルター
カバー

各 ￥4,180（税込）

マスターシリンダー
タンクキャップ

各 ￥2,860（税込）

ハンドルアッパー
ホルダー type3

各 ￥7,150（税込）

R クランクケース
カバーリング

各 ￥4,950（税込）

セルモーター
カバー

各 ￥5,280（税込）

〒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 4 年 9 月 26 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。

