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BRAND NEW ITEMS
排気系関連アイテム
排気系関連
アイテム

スーパーカブ 110（JA59）, クロスカブ 110（JA60）

モナカタイプ！
クラシックダウンマフラーリリース！
クラシックダウンマフラー
商品コード

税込価格

543-1456500

￥40,700

JAN コード

（本体価格 ￥37,000）

●エキパイ：ステンレス製 ●サイレンサー：ステンレス製 ● 2022 年加速
騒音規制対応 ● JMCA 認定番号：1022006051 ●キャタライザー内蔵
●センタースタンド使用可能
適

合

スーパーカブ110（JA59 全車種）、クロスカブ 110（JA60 全車種）等

※別途エキゾーストマフラーガスケット H-06（70-963-11006

カブのマフラーをイメージしたプレス成型モナカスタイルのマフラーです。
スーパーカブ 110（JA59）●加 速 騒 音：74dB
●近接排気音：83dB
クロスカブ 110（JA60）●加 速 騒 音：76dB
●近接排気音：82dB

Vol.21-2 に続く

￥275 税込）が必要です。
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BRAND NEW ITEMS
ウインカー系関連
ウインカー
系関連アイテム
アイテム

クリアテールレンズ“口金球仕様”
クリアテールレンズ“口金球仕様”
新しくラインナップ追加！！

スーパーカブ 50/110

クリアテールレンズ SET
商品コード

税込価格

JAN コード

￥2,640

809-1446000

（本体価格 ￥2,400）

●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
●リフレクター（ミニ）、ステー付属
適 合
スーパーカブ 50（FNo.AA09-1005316 ～）、スーパーカブ 50〈天気の子 ver.〉
（FNo.AA09-1000001～）、スーパーカブ 50〈60 周年アニバーサリー〉
（FNo.AA09-1100204～）、
スーパーカブ 50- ストリート（FNo.AA09-1100001 ～）、クロスカブ 50/- くまモン
ver.（FNo.AA06-1100001 ～）、スーパーカブ 50-プロ（FNo.AA07-1004914 ～）、
スーパーカブ 110（FNo.JA44-1006422 ～ 1199999）、 スーパーカブ 110〈60 周年アニ
バーサリー〉
（FNo.JA44-100404 ～ 1199999）、 スーパーカブ 110- ストリート（FNo.JA441100001 ～ 1199999）、 スーパーカブ 110- プロ（FNo.JA42-1001917 ～ 1099999）、
クロスカブ 110/- くまモン ver.（FNo.JA45-1008211 ～ 1199999）

イメージ

ノーマルテールレンズとバルブの交換で、簡単クリアタイプにチェンジ。

※ '18 中期モデル以降の口金球仕様
※取付にはノーマルナンバープレートステーを上下逆に付け替える事が必要です。

リニューアルのお知らせ
クリアテールレンズ SET
商品コード
809-1439000

適

合

税込価格

￥2,640

（本体価格 ￥2,400）

JAN コード
4990852124275

●ノーマルテールレンズ交換タイプ
● 12V-21/5W ウェッジ球付属
●リフレクター（ミニ）、ステー付属

スーパーカブ 50 ※ 1（FNo.AA09-1000001～1005315）、 スーパーカブ 50〈60 周年アニバーサリー〉※ 1（FNo.AA09-1100001～
1100203）、 スーパーカブ 50-プロ※ 1（FNo.AA07-1000001～1004913）、 クロスカブ 50 ※ 1（FNo.AA06-1000001～1099999）、
スーパーカブ 110 ※ 1（FNo.JA44-1000001～1006421）、 スーパーカブ 110〈60 周年アニバーサリー〉※ 1（FNo.JA44-100001～
1100403）、 スーパーカブ 110-プロ※ 1（FNo.JA42-1000001～1001916）、 クロスカブ 110 ※ 1（FNo.JA45-1000001～1008210）、
スーパーカブ 110/-プロ （JA07 全車種）

※ 1、上記モデル以降は電球が口金球に変更されているため使用不可。上記の車両への取付にはノーマルナンバープレートステーを上下逆に付け替える事が必要です。

ボディ系
ボディ
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

レブル 250

メーター表面の傷つき防止に！

メーター保護
メーター
保護フィルム
フィルム
商品コード

税込価格

000-1861000

￥880

●傷つき防止フィルム
適

合

JAN コード

（本体価格 ￥800）

● 1 ヶ販売

レブル 250（FNo.MC49-1200001～）

※貼付けには石鹼水を吹き付ける等の水貼り作業が必要です。

メーターに貼り付けることでキズやヨゴレ等からメーターを保護する車種専用
フィルムです。

ライト系関連
ライト
系関連アイテム
アイテム

4-1/2 ヘッドライト用
ヘッドライトバイザー
リニューアル！

4-1/2 ヘッドライト
ヘッドライト用）
ヘッドライトバイザー（4-1/2 ヘッドライト用
商品コード

税込価格

103-80-0600-01

￥1,430

（本体価格 ￥1,300）

●弊社 4-1/2 ヘッドライト用
●バイザー長：40 ｍｍ
適

合

JAN コード

●スチール製

●クロームメッキ仕上げ

当社製 4-1/2 ヘッドライト ASSY（下記参照）

4-1/2 ヘッドライトバイザーがリニューアル。

バイザー左側 “

Vol.21-3 に続く

” ロゴが刻印

4-1/2 ヘッドライト ASSY
商品コード：800-0500710
税 込 価 格 ：￥7,700 （本体価格 ￥7,000）
JANコード：4990852014439
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BRAND NEW ITEMS
SBS ブレーキパッド

ホンダ、スズキ
冷間時初期制動
ドライ耐摩耗性

高温時初期制動

ウエット耐摩耗性

耐フェード性

扱い易さと高い耐久性を発揮！
コストパフォーマンスに優れたストリート用パッド！
ダンク , リード 125，スーパーカブ 110（JA59）等用

ドライ性能

STREET

E236

適

商品コード

税込価格

777-0236000

￥3,960

ウエット性能

J A Nコード

（本体価格 ￥3,600）

HONDA ●フロント
ダンク（AF74/AF78 全車種）、スーパーカブ 110（JA59 全車
種）、ディオ 110（JF58/JK03 全車種）、リード 125（FNo.
JF45-1300001～）、リード 125（JK12 全車種）etc.

合

ブレーキライニング材：

セラミック

マトリックスフック採用

近年のロードモデル標準パッド！
ストリート＆スポーツ走行を両立！
冷間時初期制動
ドライ耐摩耗性

高温時初期制動

ウエット耐摩耗性

ドライ性能

耐フェード性

ウエット性能

スカイウェーブ 250/400/650、バーグマン 400 用
STREET

商品コード
777-0182022

182MS

ブレーキライニング材：

シンター

適

税込価格

J A Nコード

￥4,620

（本体価格 ￥4,200）

SUZUKI ●リア
スカイウェーブ 250/S/LIMITED（FNo.CJ44A-100001 ～）、
スカイウェーブ 250 TYPE-M（FNo.CJ45A-100001 ～）、
スカイウェーブ 250 SS（FNo.CJ46A-100020 ～）、
ジェンマ（FNo.CJ47A-100001 ～）、スカイウェーブ 400/S/
合 LIMITED（FNo.CK44A-100001 ～）、スカイウェーブ 400/S/
LIMITED（FNo.CK45A-100026 ～）、バーグマン 400 ABS
（FNo.DU11A-100001 ～）、バーグマン 400 ABS
（FNo.DU11N-100004 ～）、スカイウェーブ 650/LIMITED/LX
（FNo.CP51A-100001 ～）、スカイウェーブ 650 LX（FNo.CP52A100019 ～）

シルバーウイング 400/600 用
STREET

184MS

ブレーキライニング材：

シンター

適

商品コード

税込価格

777-0184022

￥4,620

合

J A Nコード

（本体価格 ￥4,200）

HONDA ●リア
シルバーウィング 400（FNo.NF01-100001 ～）、
シルバーウィング GT400/ABS（FNo.NF03-1000001 ～）、
シルバーウィング 600（FNo.PF01-100001 ～）、
シルバーウィング GT600/ABS（FNo.PF02-1000001 ～）

愛車 のブレーキパッドの適合
愛車のブレーキパッドの
適合を
を“ SBS ブレーキパッド
ブレーキパッド検索
検索エンジン
エンジン”
”でかんたん検索
でかんたん 検索！
！
新製品や
新製品
や 新車
新車の
の 適合
適合を
を 常 に 更新し、
更新し、いち
いち早
早 くお
くお知
知 らせ。
メーカー検索、車種検索、車種ワード名検索、パッド NO.検索等、
愛車の適合ブレーキパッドを確認しやすい検索エンジンです。

https://www.kitaco.co.jp/sbs/search/

〒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 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。

