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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

バックレストがタンデムライドを優しくサポート。
安心して走行できるアイテムです。

K・TOURK・TOUR
タンデムバックレストタンデムバックレスト

レブル250（MC49 全車種）適　合

●K・TOURブランド　●ボルトオン　●ステー：スチール製ブラック　
●パッドサイズ：幅 310×高さ 90×奥行き 100（mm）●ディップメッシュ仕様
●バックレストパッド前後微調整可能　●取付ボルト、ワッシャ―類付属

！！
！！タンデムライドをサポートタンデムライドをサポート

パッセンジャーの快適性アップパッセンジャーの快適性アップ

●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ　●レーザーマーカー印字　
●両面テープ貼り付けタイプ　●１ケ販売　

メインキーボックスをドレスアップメインキーボックスをドレスアップ！！

メインキーボックスに貼り付けるアル
ミ削り出しのドレスアップアイテムで
す。

キーボックスカバー type4キーボックスカバー type4

適　合 レブル250（MC49 全車種）、レブル500（PC60 全車種）

マークに合わせて貼付けます。

パッドは前後微調整可能

パッセンジャーを優しくサポート。

Vol.28-2 に続く

税込価格 JANコード商品コード

80-652-18600
（本体価格 ￥12，000）

￥13,200

556-1000410

556-1000420

556-1000470

ブルー

レッド

ゴールド

税込価格 JANコード商品コードカラー

（本体価格 ￥1，000）
￥1,100
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K・TOURK・TOUR

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

タンデムステップ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。

フレーム両サイドのピボットキャップと交換するだけ　簡単装着。

ヘルメットホルダーヘルメットホルダー

フレームキャップフレームキャップ

レブル 250（MC49 全車種）

レブル 250（MC49 全車種）、CB400SF（NC42 全車種）、
CB400 スーパーボルドール（NC42 全車種）

適　合

適　合

● K・TOUR ブランド　●ボルトオン　●タンデムステップ部共締めタイプ
●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）

●アルミ削り出し　●アルマイト仕上げ　● O リング付属　● 2 ヶ 1 セット

ツーリング、出先ツーリング、出先での使用にでの使用に
便利なヘルメットホルダー便利なヘルメットホルダー

樹脂キャップをアルミ削り出しに交換樹脂キャップをアルミ削り出しに交換
ブラックアルマイトが追加ブラックアルマイトが追加

！！

！！

！！

！！

！！

！！

！

！

※ヘルメットを掛けたまま走行しないで下さい。

好評発売中
フレームキャップ
税込価格：￥4,180（本体価格：￥3,800）
レ ッ ド ：588-1820120　JAN コード：4990852109876
シルバー：588-1820160　JAN コード：4990852109883
ゴールド：588-1820170　JAN コード：4990852109890

➡➡

※バイザー本体の材質特性また製造工程上で多少のキズ・汚れ等があります。予めご了承の上、
　お買い求め下さい。
※弊社製 USB 電源 KIT（80-757-18600　￥4,840 込み）との併用不可

エアロバイザーエアロバイザー

レブル 250（FNo.MC49-1200001 ～）※ S Edition 不可適　合

●ボルトオン　●スクリーン：ポリカーボネイト製ダークスモーク　●ステー：
スチール製ブラック　●取り付けボルト、カラー類付属　● 1 セット販売

ドレスアップにエアロバイザードレスアップにエアロバイザー

エアロバイザーでヘッドライト周りをドレスアップ。

●サイズ（ｍｍ）

Vol.28-3 に続く

税込価格 JAN コード商品コード

80-564-18600
（本体価格 ￥3,200）

￥3,520

税込価格 JAN コード商品コード

670-1861100
（本体価格 ￥9,000）

￥9,900

税込価格 JAN コード商品コード

588-1820150
（本体価格 ￥3,800）

￥4,180
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〒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 12 月 27 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。
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操安・足回り系関連操安・足回り系関連アイテムアイテム

アクスルカラー SETアクスルカラー SET（モンキー 125）（モンキー 125）

アクスルカラーアクスルカラー SETSET（グロム '13）（グロム '13）

アクスルカラーアクスルカラー SETSET（グロム '21）（グロム '21）

アクスルカラーアクスルカラー SETSET（CT125・ハンターカブ）（CT125・ハンターカブ）

●フロント・リアセット　●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ
●重量／フロント：20.7g ( ノーマル：68.75g ／ 1ヶ）、リア（右側）：19.5g
( ノーマル：56.19g）、リア（左側）：25.4g ( ノーマル：73.63g）　

●フロント・リアセット　●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ
● 重量／フロント：20.7g ( ノーマル：68.75g ／ 1ヶ）、リア（右側）：25.2g
( ノーマル：70.95g）、リア（左側）：28.1g ( ノーマル：78.02g）

●フロント・リアセット　●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ
●重量：フロント：20.7g ( ノーマル：68.75g ／ 1ヶ）、リア（右側）：19.6g
( ノーマル：55.88g）、リア（左側）：28.1g ( ノーマル：78.02g）

●フロント用　●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ
● 重量：フロント 16.5g ( ノーマル：47.66g ／ 1ヶ）

モンキー 125（JB02/JB03 全車種）

グロム（JC61/JC75 全車種）

グロム（JC92 全車種）、ダックス 125（JB04 全車種）

CT125・ハンターカブ（JA55/JA65 全車種）、スーパーカブ C125
（JA48/JA58 全車種）

適　合

適　合

適　合

適　合

アルミ削り出し軽量化によるバネ下荷重軽減とアルマイト仕立てでドレスアッ
プも両立するアイテムです。

アルミ削り出し軽量
化

アルミ削り出し軽量
化

バネ下荷重軽減バネ下荷重軽減

アクスルカラーアクスルカラーSE
TSET

リニューアルリニューアル

！！
！！

※総重量：86.3g（ノーマル総重量：267.3g）

※総重量：94.7g（ノーマル総重量：286.5g）

※総重量：33g（ノーマル総重量：95.3g）※フロントのみ

※総重量：89.1g（ノーマル総重量：271.4g）

モンキー 125, グロム , CT125・ハンターカブモンキー 125, グロム , CT125・ハンターカブ

！！！！
CT125・ハンターカブCT125・ハンターカブ

モンキー125モンキー125グロムグロム

093-1300250

093-1432250

093-1452250

093-1470050

093-1300270

093-1432270

093-1452270

093-1470070

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ゴールド

ゴールド

ゴールド

ゴールド

税込価格

税込価格

税込価格

税込価格

JAN コード

JAN コード

JAN コード

JAN コード

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

カラー

カラー

カラー

カラー

（本体価格 ￥3,000）

（本体価格 ￥3,200）

（本体価格 ￥3,000）

（本体価格 ￥3,200）

（本体価格 ￥1,000）

￥3,300

￥3,520

￥3,300

￥3,520

￥1,100


