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BRAND NEW ITEMS
エンジン系関連
エンジン
系関連アイテム
アイテム

4st ミニ

φ51/52 鋳鉄スリーブシリンダーが
リニューアル！
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旧ヘッドガスケット

旧φ 51/52
鋳鉄スリーブシリンダー

※新型シリンダー専用です。

新φ 51/52
鋳鉄スリーブシリンダー

新ヘッドガスケット

ヘッド側のオイル穴が
長穴に変更。

M5 ネジ穴を増設。 ※ヘッドガスケットはφ 51 と
φ 52 は共通です。

85cc LIGHT ボアアップ KIT
適合

商品コード

A

214-1013410

B/C

214-1016410

税込価格

JAN コード

￥13,200

（本体価格 ￥12,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ） ●排気量：85cc ●ボア径：φ 51
●ストローク：41.4mm（ ノーマル ) ●ピストン ： 鋳造
※適合は下記の表を参照

88cc LIGHT ボアアップ KIT
適合

商品コード

A

214-1013420

B/C

214-1016420

税込価格

JAN コード

￥15,400

（本体価格 ￥14,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ） ●排気量：88cc ●ボア径：φ 52
●ストローク：41.4mm（ ノーマル ) ●ピストン ： 鋳造
※適合は下記の表を参照

85cc LIGHT ピストン KIT
適合

商品コード

A

350-1013410

B/C

350-1016410

税込価格

￥8,580

（本体価格 ￥7,800）

●ステンレス製ヘッドガスケット
※適合は下記の表を参照

88cc LIGHT ピストン KIT
適合

商品コード

A

350-1013420

B/C

350-1016420

税込価格

￥8,580

（本体価格 ￥7,800）

●ステンレス製ヘッドガスケット
※適合は下記の表を参照

適合：A

モンキー / ゴリラ
シャリー
ダックス（ST50/6V）
CD50
スーパーカブ 50

FNo.Z50J-1000001~1510400
FNo.CF50-1000002~2899999
FNo.ST50-1000001~6346265
FNo.CD50-1100001~1330600
FNo.C50-N000002~V488897
FNo.C50-Z000002M~Z069126M
FNo.C50-3000001~5121324
FNo.C50-5200011~
FNo.C50-6000037~

適合：B/C

モンキー / ゴリラ
モンキー / ゴリラ
モンキーバハ
ダックス（12V）
ジャズ
マグナ 50
モトラ
シャリー（AT 車不可）
モンキー R/RT

FNo.Z50J-1600008~1805927
FNo.Z50J-2000001~
FNo.AB27-1000001~1899999
全車種
AB26 全車種
全車種
AC13 全車種
全車種
FNo.CF50-3000031~
全車種

Vol.23-2 に続く

CD50/ ベンリィ 50S/ ベンリィ CL50
スーパーカブ 50/ プレスカブ

リトルカブ
ジョルカブ
ソロ
XR50R/CRF50F

FNo.CD50-1500001~
FNo.C50-8000001~9501323
FNo.C50-9600001~0095210
FNo.C50-0200001~
FNo.AA01-1000001~1699999
FNo.C50-4300001~
FNo.AA01-1000001~3999999
AF53 全車種
AC17 全車種
AE03 全車種
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ダックス70、シャリー70 用
88cc LIGHT ボアアップ KIT
リニューアル！！

4st ミニ

88cc LIGHT ボアアップ KIT
商品コード

税込価格

214-1015420

￥19,800

JAN コード

（本体価格 ￥18,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ） ●排気量：88cc ●ボア径：φ 52
●ストローク：41.4mm（ ノーマル ) ●ピストン ： 鋳造
適

合

ダックス 70（ST70）（全車種）※逆輸入車は使用不可、
シャリー 70（FNo.CF70-2000003～2999999）

88/108cc STD TYPE2 ボアアップ KIT
φ51/52 鋳鉄スリーブシリンダーリニューアル！！
88cc STD type2 ボアアップ KIT

A B
C

適合

商品コード

税込価格

A

214-1013202

￥48,400

B

214-1017202

C

214-1123202

JAN コード

（本体価格 ￥44,000）

￥57,200

（本体価格 ￥52,000）

￥63,800

（本体価格 ￥58,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ） ●排気量：88cc ●ボア径：φ 52
●ストローク：41.4mm（ ノーマル ) ●バルブ組込済 ●ピストン ： 鋳造
※適合は下記の表を参照

108cc STD type2 ボアアップ KIT
商品コード

税込価格

214-1013225

￥81,400

適合
A

Lクランク車

A B
C

B

214-1017205

C

214-1123205

JAN コード

（本体価格 ￥74,000）

￥90,200

（本体価格 ￥82,000）

￥99,000

（本体価格 ￥90,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ） ●排気量：108cc ●ボア径：φ 52
●ストローク：51.0mm （ ロング ) ●バルブ組込済 ●ピストン ： 鋳造
※適合は下記の表を参照

適合：A

●下記は S クランク車
モンキー / ゴリラ
ダックス（ST50/6V）
●下記は L クランク車
モンキー / ゴリラ
シャリー
ダックス（ST50/6V）
CD50

適合：B

モンキー / ゴリラ

適合：C
FNo.Z50J-1000001~1323946
FNo.ST50-1000001~6299999
FNo.Z50J-1323947~1510400
FNo.CF50-1000001~2899999
FNo.ST50-6300022~6346265
FNo.CD50-1100001~1330600

モンキー / ゴリラ
モンキーバハ
ダックス（12V）
ジャズ
マグナ 50
シャリー（AT 車不可）
モンキー R/RT
CD50/ ベンリィ 50S/ ベンリィ CL50

FNo.Z50J-2000001~
FNo.AB27-1000001~1899999
全車種
AB26 全車種
全車種
AC13 全車種
FNo.CF50-3000031~
全車種
FNo.CD50-1500001~

FNo.Z50J-1600008~1805927
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スーパーカブ 50/ プレスカブ

リトルカブ
ジョルカブ
ソロ
XR50R/CRF50F
XR70R/CRF70F

FNo.C50-8000001~9501323
FNo.C50-9600001~0095210
FNo.C50-0200001~
FNo.AA01-1000001~1699999
FNo.C50-4300001~
FNo.AA01-1000001~3999999
AF53 全車種
AC17 全車種
AE03 全車種
DE02 全車種
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88cc STD type2 ピストン KIT
適合

商品コード

A

350-1013202

B/C

350-1017202

税込価格

￥9,680

（本体価格 ￥8,800）

●ステンレス製ヘッドガスケット
※適合は下記の表を参照
PHOTO：350-1013202

PHOTO：350-1017202

108cc STD type2 ピストン KIT
商品コード

税込価格

350-1013205

￥9,680

（本体価格 ￥8,800）

●ステンレス製ヘッドガスケット
※適合は下記の表を参照

適合：A

●下記は S クランク車
モンキー / ゴリラ
ダックス（ST50/6V）
●下記は L クランク車
モンキー / ゴリラ
シャリー
ダックス（ST50/6V）
CD50

適合：B

モンキー / ゴリラ

適合：C
FNo.Z50J-1000001~1323946
FNo.ST50-1000001~6299999
FNo.Z50J-1323947~1510400
FNo.CF50-1000001~2899999
FNo.ST50-6300022~6346265
FNo.CD50-1100001~1330600

FNo.Z50J-2000001~
FNo.AB27-1000001~1899999
全車種
AB26 全車種
全車種
AC13 全車種
FNo.CF50-3000031~
全車種
FNo.CD50-1500001~

モンキー / ゴリラ
モンキーバハ
ダックス（12V）
ジャズ
マグナ 50
シャリー（AT 車不可）
モンキー R/RT
CD50/ ベンリィ 50S/ ベンリィ CL50

スーパーカブ 50/ プレスカブ

リトルカブ
ジョルカブ
ソロ
XR50R/CRF50F
XR70R/CRF70F

FNo.C50-8000001~9501323
FNo.C50-9600001~0095210
FNo.C50-0200001~
FNo.AA01-1000001~1699999
FNo.C50-4300001~
FNo.AA01-1000001~3999999
AF53 全車種
AC17 全車種
AE03 全車種
DE02 全車種

FNo.Z50J-1600008~1805927

φ51/52 鋳鉄スリーブアルミシリンダーリニューアル！

鋳鉄スリーブ）
スリーブ）
アルミシリンダー type2（鋳鉄

タイプ

商品コード

税込価格

φ 51

311-1123100

￥9,900

φ 52

311-1123200

（本体価格 ￥9,000）

￥12,100

（本体価格 ￥11,000）

●アルミシリンダー（鋳鉄スリーブ）
φ 52

φ 52

適

合

85/88 LIGHT ボアアップ KIT、88/108cc STD TYPE2 ボア
アップ KIT 等当社製ボアアップ KIT に対応

軽量なアルミシリンダーブロックに鋳鉄スリーブを組み合わせたシリンダー
です。

ボアアップ KIT 85/88/104/108cc 用 パッキン SET-A ラインナップ！
シリンダー、シリンダーヘッド部のリ
ペアのパッキン SET です。補修用とし
て工具箱に１SET 入れておくと、急な
トラブル発生時に大変便利です。

パッキン SET-A

商品コード
960-1013088

税込価格

JAN コード

￥1,980

（本体価格 ￥1,800）

●ステンレス製ヘッドガスケット仕様（厚み：約 0.25mm）

適

シリンダー、シリンダーヘッド部のリ
ペアのパッキン SET です。補修用とし
て工具箱に１SET 入れておくと、急な
トラブル発生時に大変便利です。

合

●下記の当社製ボアアップ KIT に適合
LIGHT 85/88cc（適合車種 A/B）、STD/-2 85/88/104/108cc
ULTRA 85/88/104/108cc、ULTRA-SE 85/88/104/108cc
●シリンダーブロック長 63.5mm、オイル通路が円形穴のシ
リンダー対応

パッキン SET-A
商品コード

税込価格

960-1016088

￥2,090

JAN コード

（本体価格 ￥1,900）

●ステンレス製ヘッドガスケット仕様（厚み：約 0.25mm）

適

合

Vol.23-4 に続く

●下記の当社製ボアアップ KIT に適合
LIGHT 85/88cc、NEW STD 88/108cc、STD/-2 88/108cc、
STD 85/88/104/108cc、ULTRA 85/88/104/108cc、
ULTRA-SE 85/88/104/108cc
●シリンダーブロック長 63.5mm、オイル通路が円形穴のシリ
ンダー対応
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ご注意 φ 51/52 鋳鉄スリーブシリンダーに合ったシリンダーヘッドガスケットをお選びください。
φ51・φ52シリンダー（85cc・88cc・104cc・108cc）
のアルミ鋳鉄スリーブシリンダーは過去にモデルチェンジを行っています。それにより、使

シリンダーヘッドガスケット

用するシリンダーヘッドガスケットが異なってきますので、補修の際はご注意下さい。
組み間違えると、重大なエンジン破損の原因となります。
※φ48
（75cc）
・φ52アルミメッキシリンダー（88cc・108cc）
・φ54シリンダー（95cc・117cc・124cc）
は除きます。

ペーパー 1.50mm 厚
+O リング

ステンレス 0.25mm 厚
オイル穴円形タイプ
オイル穴

くぼみ有

シリンダーブロック長

62.6mm

オイル穴

くぼみ無・円形

シリンダーブロック長

63.4mm

オイル穴

くぼみ無・長円形

レッグシールド取付穴

レッグシールド取付穴

レッグシールド取付穴

無し

有り

有り

シリンダーブロック長

63.4mm

ステンレス 0.25mm 厚
オイル穴長円形タイプ

〒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 11 月 15 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。

