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YZF-R25, YZF-R3YZF-R25, YZF-R3ボディボディ系系ドレスアップドレスアップ関連関連アイテムアイテム

K・CONK・CON

リア周りスッキリ　ナンバープレートリア周りスッキリ　ナンバープレート新基準対応新基準対応
フェンダーレス KIT type2フェンダーレス KIT type2
ラインアップラインアップ

テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。
配線加工不要のボルトオンアイテム　ナンバープレート新基準適合品です。

！！！！

！！ ！！

フェンダーレス KIT type2フェンダーレス KIT type2

●ボルトオン　●ナンバープレート新基準適合品　●ステー：スチール製ブラ
ック　●ノーマルウインカー再使用　● LEDライセンスランプ付属　
●取付ボルト付属　

YZF-R25/A（RG10J 1WD/2WD・RG43J B0E）
MT-25（RG10J B04・RG43J B1E）
YZF-R3A（RH07J B02・RH13J BR5）
MT-03（RH07J B05・RH13J B0B）

適　合

！

PHOTO：691-0770100 PHOTO：691-0771100

リフレクターKIT
商品コード：801-0800300
税 込 価 格：￥2,530
本 体 価 格：￥2,300
JANコード：4990852086825

OPTIONOPTION

※本製品にはリフレクターKIT は付属されていません。※本製品にはリフレクターKIT は付属されていません。

整流整流ダイオードダイオード

電流の逆流・回り込みを防止や、各種電装品の⊕⊖配線の逆接続保護に使用し
ます。

●DC12V車専用　●全長：200ｍｍ　●2ヶ1SET

電流の逆流・回り込み防止電流の逆流・回り込み防止！！

※当製品の容量を越える使用はしないでください。
※当製品は 2 輪車専用です。それ以外には使用しなでください。
※当製品は防水仕様ではありません。
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LEDなど1A以下の電装品を逆接続から
保護する場合

配線例2
2系統の電源出力で（+）プラス配線
側に接続する場合
それぞれの電源出力側への電流の回り込み
による電装品の誤作動を防止します。

右ウインカー点滅の状態
（左右同時点滅防止）
ウインカーをバルブから LEDに交換した場合

配線例1

'15 ～ '18 モデル

'19 モデル YZF-R25/A（RG43J B3P/ BS8/ B6P・RG74J B1X）           
MT-25（RG43J B4W・RG74J BGJ2）
YZF-R3A（RH13J B7P）
MT-03（RH13J B6W）

VOL.20-2 に続く

691-0770100

691-0771100

'15～'18

'19 ～

税込価格 JANコード商品コードモデル

（本体価格 ￥8,500）
￥9,350

0900-755-014101A

0900-755-014206A

￥495

￥550

税込価格 JANコード商品コードタイプ

（本体価格 ￥450）

（本体価格 ￥500）



BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

〒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 10 月 18 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。

令和 4 年 10 月 18 日　発行

vol.20vol.20 - 2- 2

ライト・ウインカーライト・ウインカー系関連系関連アイテムアイテム

ボディボディ系系ドレスアップドレスアップ関連関連アイテムアイテム

ウインカーレンズとテールレンズをウインカーレンズとテールレンズを
スモークにチェンジスモークにチェンジ

ノーマルウインカーレンズとバルブの交換で、簡単スモークタイプにチェンジ。

ノーマルテールレンズとバルブの交換で、簡単スモークタイプにチェンジ。

！！
スモークウインカーレンズSETスモークウインカーレンズSET

スモークテールレンズSETスモークテールレンズSET

●ノーマルウインカーレンズ交換タイプ　● 12V-10W アンバー色口金球付属
●左右 1SET

●ノーマルテールレンズ交換タイプ 　● 12V-21-5W 赤色口金球付属

●フロント、リヤ共に適合 
スーパーカブ 50（FNo.AA09-1000001～）、スーパーカブ 50- プロ

（FNo.AA07-1000001～）、クロスカブ 50（FNo.AA06-1000001～） 
スーパーカブ110（JA44 全車種）、スーパーカブ110- プロ（JA42
全車種）、クロスカブ110（JA45 全車種）、スーパーカブ110

（FNo.JA59-1000001～）、クロスカブ110（FNo.JA60-1000001～）、 
スーパーカブ110- プロ（FNo.JA61-1000001～）

スーパーカブ110/- 天気の子 ver.（FNo.JA44-1200001～）、スーパー
カブ110- プロ（FNo.JA42-1100001～）、クロスカブ110/- くまモン
ver.（FNo.JA45-1200001～）、スーパーカブ110（FNo.JA59-1000001～）、 
クロスカブ110/- くまモン ver.（FNo.JA60-1000001～）、スーパー
カブ110- プロ（FNo.JA61-1000001～）、 
※ '20 モデル以降のテールランプ法規変更対応仕様

適　合

適　合

OPTIONOPTION
スモークウインカーレンズSET（上記参照）
商品コード：807-1457100
税 込 価 格：￥4,180
本 体 価 格：￥3,800
JANコード：4990852124299

スーパーカブ110（JA59） クロスカブ110（JA60）

CT125・ハンターカブにお似合いのスタイリッシュで
スリムなカスタムシートがラインナップ。

CT125・ハンターカブ（JA55 全車種）適　合

カスタムシートカスタムシート

●タックロールタイプ

スタイリッシュ＆スリムスタイリッシュ＆スリム
カスタムシートリリースカスタムシートリリース

！！
！！！！

ノーマル カスタムシート

フロント部　　　　をスリムにし足つき性が向上
しています。

807-1457100

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥3,800）
￥4,180

809-1457100

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥2,600）
￥2,860

税込価格 JAN コード商品コード

610-1470050 （本体価格 ￥16,000）
￥17,600


