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BEET JAPAN 

KAWASAKI `18 年式～`23 年式 Z900RS ＮＡＳＳＥＲＴ 3D STD 

政府認証適合 フルエキゾーストマフラー 
 

  
特徴 

 形状に拘り 3D ベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色

の外観と耐汚性を両立し、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。 

※排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。 

 新騒音規制に対応する為、新型サブサイレンサーを採用しながらも４in1 スタイルを表現し、ストレート排気パルスコ

ーンシステムにより、迫力のサウンドを奏でつつも、加速・近接排気音量規制クリア。 （近接排気音 92ｄｂ） 

 触媒装置を使用する事により、政府認証適合品。（排ガス試験成績書付属） 適合型式 ８ＢＬ-ＺＲ９００Ｋ/２ＢＬ-ＺＲ９００Ｃ 

 クラシックスタイルの丸サイレンサーとする事で、太さはΦ１００㎜のシェル長さは３５０㎜でクリアチタンを設定。 

 ノーマル重量１１．６ｋｇに比べ、約６．２ｋｇと約４６％の軽量化。 

 タンデムオフセットプレートを付属。 

 マフラーを装着したまま、オイル交換、オイルフィルター交換可能。 

 オプションのセンタースタンドも使用可能。 

 

  
専用タンデムオフセットステー付属       BLSS（BACK LORDED SUB SILENCER）システム採用 

 
NASSERT 3D STD ﾌﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾌﾗｰ 

ｸﾘｱﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様 品番  0284-KH1-50 税込価格 \278,300- (税別 \253,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469582 

 

2023 年 6 月下旬発売 
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BEET JAPAN 

KAWASAKI `18 年式～`23 年式 Z900RS ＮＡＳＳＥＲＴ 3D UP 

政府認証適合 フルエキゾーストマフラー 

  
特徴 

 形状に拘り 3D ベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色

の外観と耐汚性を両立し、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。 

※排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。 

 専用タンデム KIT 及びサイレンサーステー付属により、アグレッシブなスタイルを表現。 

 新騒音規制に対応する為、新型サブサイレンサーを採用しながらも４in1 スタイルを表現し、ストレート排気パルスコ

ーンシステムにより、迫力のサウンドを奏でつつも、加速・近接排気音量規制クリア。 （近接排気音 92ｄｂ） 

 触媒装置を使用する事により、政府認証適合品。（排ガス試験成績書付属） 適合型式 ８ＢＬ-ＺＲ９００Ｋ/２ＢＬ-ＺＲ９００Ｃ 

 クラシックスタイルの丸サイレンサーとする事で、太さΦ１００㎜のシェル長さは３５０㎜でクリアチタンを設定。 

 ノーマル重量１１．６ｋｇに比べ、約６．２ｋｇと約４６％の軽量化。 

 マフラーを装着したまま、オイル交換、オイルフィルター交換可能。 

 オプションのセンタースタンドも使用可能。 

 

  
専用タンデムキットとサイレンサーステー付属      BLSS（BACK LORDED SUB SILENCER）システム採用 

 

NASSERT 3D UP ﾌﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾌﾗｰ 

ｸﾘｱﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番 0280-KH1-50  税込価格 \311,300- (税別 \283,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469575 

 

2023 年 5 月下旬発売 
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BEET JAPAN 

KAWASAKI `18 年～`23 年 Z900RS ＮＡＳＳＥＲＴ Evolution TypeⅡ 3D UP 

政府認証適合 フルエキゾーストマフラー 
 

   
特徴 

 形状に拘り 3D ベンダーによる曲線美を最大限に生かした造形のエキパイは、ヒートフィニッシュによる美しい発色

の外観と耐汚性を両立し、低回転から高回転までフラットな特性の高性能を実現。 

※排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。 

 専用タンデム KIT 及びサイレンサーステー付属により、アグレッシブなスタイルを表現。 

 新騒音規制に対応する為、新型サブサイレンサーを採用しながらも４in1 スタイルを表現し、ストレート排気パルスコ

ーンシステムにより、迫力のサウンドを奏でつつも、加速・近接排気音量規制クリア。 （近接排気音 93ｄｂ） 

 触媒装置を使用する事により、政府認証適合品。（排ガス試験成績書付属） 適合型式 ８ＢＬ-ＺＲ９００Ｋ/２ＢＬ-ＺＲ９００Ｃ 

 サイレンサーは、シェル長さ３００㎜で、クリアチタンと、ブルーチタン、メタルブラックの３色から選択可能。 

 ノーマル重量１１．６ｋｇに比べ、約６．２ｋｇと約４６％の軽量化。 

 マフラーを装着したまま、オイル交換、オイルフィルター交換可能。 ※オプションのセンタースタンドも使用可能。 

 

  
専用タンデムキットとサイレンサーステー付属     BLSS（BACK LORDED SUB SILENCER）システム採用 

 

NASSERT Evolution TypeⅡ 3D UP ﾌﾙｴｷｿﾞｰｽﾄﾏﾌﾗｰ 

ｸﾘｱﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番  0224-KH1-50  税込価格 \327,800- (税別 \298,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469537 

ﾌﾞﾙｰﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番  0224-KH1-BL 税込価格 \333,300- (税別 \303,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469544 

ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸｻｲﾚﾝｻｰ仕様 品番  0224-KH1-MB 税込価格 \338,800- (税別 \308,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469551 

 

2023 年 4 月下旬発売予定 
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BEET JAPAN 

KAWASAKI `18 年式～`23 年式 Z900RS 

New NASSERT-R スリップオンマフラー 

     

 

 ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアなサウンドを実現しつつ政府認証適合品。 

 純正触媒装置を使用する為、排ガス規制にも適合。（純正触媒使用証明書付属） 

 加速・近接排気騒音規制クリア。（近接排気音 89db） 適合型式 ８ＢＬ-ＺＲ９００Ｋ/２ＢＬ-ＺＲ９００Ｃ 

 サイレンサーは、シェル長さ３５０㎜で、太さΦ１００のクリアチタン仕様です。 

 マフラーを装着したまま、オイル交換可能、フィルター交換可能。 

 専用サイレンサーステーを付属。 

 オプションのセンタースタンドも使用可能。 

 

  

 

New NASSERT-R スリップオンマフラー クリアチタン 

品番 0254-KH1-50 税込価格 \143,000- (税別 \130,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469568 

 

2023 年 4 月下旬発売予定 


