
　

BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

令和 4 年 1 月 13 日　発行

vol.vol.0101-1-1

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 CT125・ハンターカブCT125・ハンターカブ

Vol.01-2 に続く

アルミ製アルマイト仕上げのヒールプレート　フレームの塗装剥げ等を抑えつ
つ、ドレスアップにもお薦めのアイテムです。

ヒールプレートヒールプレート

CT125・ハンターカブ（JA55／JA65 全車種）適　合
●アルミ製　●アルマイト仕上げ　●両面テープ貼付けタイプ　●左右1SET

ステップ周りのドレスアップステップ周りのドレスアップ！！

プレスでエンボス加工が施されてい
ます。

ドレスアップ重視　立ちゴケ等バイクへのダメージも軽減。

エンジンガードエンジンガード

CT125・ハンターカブ（JA55 全車種）※ JA65 不可適　合
●スチール製ブラック　●左右1SET

ドレスアップ重視ドレスアップ重視
立ちゴケダメージも軽減立ちゴケダメージも軽減！！

！！

L：チェンジペダル側

ブラック シルバー ブラック シルバー

R：キックペダル側

パイプ径：φ22.2

パイプ径：φ19

スキッドプレート
税込価格：￥26,400
　　　　　（本体価格：￥24,000）

※ノーマルエンジンガード、弊社製スキッドプレート（下記参照）装着可能

エンジンガード+スキッドプレートエンジンガード+スキッドプレート

ブラック：633-1470050　JAN コード：4990852116065
シルバー：633-1470060　JAN コード：4990852116072

ブラック シルバー好評発売中好評発売中！！

シートヒンジ部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。

ヘルメットホルダー type2ヘルメットホルダー type2

CT125・ハンターカブ（JA55／JA65 全車種）適　合

●K・TOURブランド　●ボルトオン　●シートヒンジ部共締めタイプ
●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
●簡易フック機能　●キー：2ヶ付属（スペア含む）

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！！！！

！

！！

！

！

※ヘルメットを掛けたまま走行しないで下さい。

税込価格 JANコード商品コード

80-564-14701
（本体価格 ￥3,400）

￥3,740

市販ホルダーの装着が可能
です。

簡易フック機能を追加
短時間ヘルメットやコンビニ
袋等を掛けておくのに便利。
※フックに荷物を掛けたまま
　走行しないで下さい。

516-1470850

516-1470860

ブラック

シルバー

税込価格 JANコード商品コードカラー

（本体価格 ￥4,200）
￥4,620

550-1470000

税込価格 JANコード商品コード

（本体価格 ￥20,000）
￥22,000



CT125・ハンターカブ , GB350SCT125・ハンターカブ , GB350S
BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

令和 5 年 1 月 13 日　発行

vol.vol.0101-2-2

ボディ・ドレスアップボディ・ドレスアップ系関連系関連アイテムアイテム

エンジンエンジン系ドレスアップ関連系ドレスアップ関連アイテムアイテム GB350/SGB350/S

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
CT125・ハンターカブCT125・ハンターカブ

GB350SGB350S

！！！！

※弊社製フロントキャリア―（80-539-147021　￥6,600込み）との併用はできません。
※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、
　お買い上げ下さい。

※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、
　お買い上げ下さい。
※スクリーンサイズはCT125・ハンターカブ（上記参照）と同じです。

エアロバイザー エアロバイザー 

エアロバイザー エアロバイザー 

CT125・ハンターカブ（JA55/JA65 全車種）

GB350S（NC59 全車種）
※GB350はヘッドライトの形状が異なるため装着できません。

適　合

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

●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

●サイズ（ｍｍ）

エアロバイザーでヘッドライト周りをドレスアップ。

エアロバイザーでヘッドライト周りをドレスアップ。

空冷フィンをデザインしたオイルフィルターカバーをアルミ削り出しでワンポ
イントドレスアップ

GB350/S（NC59 全車種）適　合

オイルフィルターカバーオイルフィルターカバー

●アルミ削り出し製　●アルマイト仕上げ　●Oリング（OH-23）付属
●1ヶ販売　●取付ボルト再使用

アルミ削り出しアルミ削り出し
オイルフィルターカバーオイルフィルターカバー！！

Vol.01-3 に続く

税込価格 JANコード商品コード

670-1470100
（本体価格 ￥9,000）

￥9,900

税込価格 JANコード商品コード

670-1833100
（本体価格 ￥9,000）

￥9,900

税込価格 JANコード商品コード

390-1829050 （本体価格 ￥6,000）
￥6,600



BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

令和 5 年 1 月 13 日　発行

vol.vol.0101-3-3

ホンダホンダ操安系関連操安系関連アイテムアイテム

ケミカルケミカル系関連系関連アイテムアイテム

Vol.01-4 に続く

スーパーカブ系スーパーカブ系
ショックアブソーバーリリースショックアブソーバーリリース

当社オリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。メッ
キボディーに不等巻きスプリングを採用し、カラーはメタリックレッド、イエロー、
ブラック、メッキの4色がラインナップ。

ガソリンタンク内の錆、沈殿物を一掃、アメリカのシェア
No.1 を誇る錆取り剤です。錆だらけのタンク内壁を清浄、
錆取り、そして内壁を錆、腐食から保護するコーティング
まで行え、ガソリンタンクを復帰させます。

！！
KITACO ショックアブソーバーKITACO ショックアブソーバー

●自由長：330ｍｍ　●ボディ：メッキ　●オイルダンパー採用
●プリロード調整：5段階　●2本1SET

リトルカブ（C50/AA01）、スーパーカブ（C50/AA01）、スーパー
カブ70（C70）、スーパーカブ90（HA02）、スーパーカブ110
（JA07）等

適　合

POR15 タンクリペア KITPOR15 タンクリペア KIT

●スチールタンク専用

タンク内の錆、沈殿物を一掃タンク内の錆、沈殿物を一掃！！

フューエルタンクシーラー

メタルプレップ

クリーナーディグリーザー

●コーティング剤
タンク内を完全にコーティン
グします。
（内容量：235ml）

●錆取り剤
錆を取り除き、タンク内壁を
初期状態にします。
（内容量：946ml）

●工業用強力洗浄剤
ゴム、樹脂、ニス、沈殿物を
取り除きます。
（内容量：946ml）

錆付いたガソリンタンク内部 洗浄。ゴム、樹脂、沈殿物を除去 シーラーで完全コーティング

錆取り＋洗浄後錆取り＋洗浄後使用前使用前 使用後使用後

1
2

3

※スーパーカブの古いモデルはショックの自由長がノーマルと異なったり、装着できない場合があり
　ます。必ずノーマルショックを実測の上、ご購入下さい。
○参考ノーマルリヤショック自由帳
　リトルカブ（C50/AA01）：330mm
　スーパーカブ50~90（C50/AA01/C90/HA02）：325mm
　スーパーカブ110（JA07）：325mm
　※サイズはおおよその数値です。

リトルカブリトルカブ装着装着

520-1087120

520-1087130

520-1087150

520-1087190

メタリック
レッド

イエロー

ブラック

メッキ

税込価格 JANコード商品コードカラー

（本体価格 ￥9,800）
￥10,780

税込価格 JANコード商品コード

969-0700100 （本体価格 ￥15,000）
￥16,500



BRAND NEW ITEMSBRAND NEW ITEMS

令和 5 年 1 月 13 日　発行

vol.vol.0101-4-4

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

外装系外装系ドレスアップアイテムドレスアップアイテム

YZF-R25, R-3YZF-R25, R-3

K・CON ProK・CON Pro

Vol.01-5 に続く

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。

カーボン調ステッカーでフュエルタンクキャップをドレスアップ　ステッカーを貼
ることで傷つき防止にもなります。

YZF-R25（B3P）、YZF-R25 ABS（B6P/B1X）、YZF-R3（B7P/B2X）、
MT-25 ABS（B4W/BGJ）、MT-03 ABS（B6W）

YZF-R25（1WD/B0E1/B3P）、YZF-R25 ABS（2WD/BS81/B6P/B1X）、
YZF-R3（B02/BR55/B7P/B2X）、MT-25（B1E/B04）、MT-25 ABS

（B4W/BGJ）、MT-03（B05/B0B）、MT-03 ABS（B6W）

適　合

適　合

メーターメーター保護保護フィルムフィルム

タンクキャップデカールタンクキャップデカール（ヤマハ type1）（ヤマハ type1）

●傷つき防止フィルム　● 1 ヶ販売

●カーボン調デカール　●適合純正品番：BS7-WF461-00（1WD-WF461-00）
● 1 ヶ販売

メーター表面の傷つき防止にメーター表面の傷つき防止に

貼るだけ　貼るだけ　
カーボン調ステッカーでカーボン調ステッカーで
タンクキャップをドレスアップタンクキャップをドレスアップ

！！

！！

！！！！

パイル地で高いフィット性のあるリザーバータンクソック　フルードの漏れ
や飛散を防止します。

リザーバータンクソックリザーバータンクソック！！

！

！

●パイル生地製　●サイズ：80mm × 60 ｍｍ　● 1 ヶ販売

ブレーキフルードの飛散防止にブレーキフルードの飛散防止に
➡➡

ブルーブルー ブラックブラック グレーグレー

税込価格

税込価格

JAN コード

JAN コード

商品コード

商品コード

000-0771000

000-9033150

（本体価格 ￥1,000）

（本体価格 ￥1,100）

￥1,100

￥1,210

0901-771-01010

0901-771-01020

0901-771-01050

0901-771-01090

ブルー

レッド

ブラック

グレー

税込価格 JAN コード商品コードカラー

（本体価格 ￥540）
￥594



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 5 年 1 月 13 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 5 年 1 月 13 日　発行

vol.01vol.01-5-5

モンキー125（モンキー125（JB02/03JB02/03））K・TOURK・TOUR

K・CON ProK・CON Pro

価格表示廃止のお知らせ価格表示廃止のお知らせ
日頃、弊社商品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
さて、弊社商品パッケージ・商品ラベルに記載（一部を除く）しておりました価格表示について廃止させていただくこととなりました。
今後、順次切り替えを始め商品名・商品コード・JAN コード・適合等の表示のみとさせて頂きます。
尚、弊社ホームページでの価格表示は継続させて頂きます。お取引先様、代理店・販売店・ユーザー様には大変、ご迷惑をお掛けす
る事となりますが何卒ご理解の方をよろしくお願いいたします。

生活必需品のモバイル携帯等、充電に必要な電源確保に　 専用設計なので指定
のカプラーに割り込ませ USB 電源 KIT に繋ぐだけ、設置もスピードメーター
右横にスッキリ収まるように設計しています。　

!

USBUSB電源電源 KITKIT

●カプラーオン　●ステー：スチール製ブラック　●スピードメーター共締め
タイプ　●専用電源取り出しハーネス付属（電源取り出し箇所：ヘッドライトケー
ス内）　●インターフェイス：USB × 2 ポート　●入力／出力電圧：DC12V／
DC5V：最大 2A（1ポート使用時）　● ACC ＋ …アクセサリー電源／ GND － 
…アース 　●防滴仕様※　● LED 内蔵（ブルー）　●マークチューブ付（キタコ
オリジナル）

モンキー 125（JB02/03 全車種）適　合

コネクターを割り込ませるだけコネクターを割り込ませるだけ
アクセサリー電源取り出しが可能にアクセサリー電源取り出しが可能に

！！！！

※本製品は 12V 車専用設計となっております、12V 車以外の車両には使用しないで下さい。 
※完全防水ではありません。洗車・雨天時は使用しないで下さい、また使用しないときは必ず付属の
　ゴムキャップをして下さい。 
※温度変化等により本体（ゴムキャップ）内部に結露が発生する恐れがあります。こまめに確認し水滴
　は除去してください。（エアダスター、掃除機等で　水滴を除去して下さい。）　トラブルの原因になる
　可能性があります。
※消費電力、電流の高い製品（アンプ、コンプレッサー等）の接続には使用しないで下さい。

ブラック：619-9010050
JAN コード：4990852121090
シルバー ：619-9010060
JAN コード：4990852121106
ゴールド ：619-9010070
JAN コード：4990852121113

OPTIONOPTION
ハンドルブレース 税込価格：￥8,800　本体価格：￥8,000

ハンドルブレース（シルバー）+ 市販モバイル
ホルダー

●ロングタイプ　●調整可能範囲：約 175 ～ 225 ｍｍ

JB02 用付属ハーネス JB03 用付属ハーネス

電源オン時 LED（ブルー）
常時点灯します。

イメージ

マニホールドのオイル / 負圧ニップルと
して便利な L 型ニップルです。

オイルニップルオイルニップル（L（L型型））

●補修用　●スチール製　●表面処理：ユニクロ　● 1 ヶ販売

オイルニップルラインナップオイルニップルラインナップ！！

※打ち込みタイプニップルは、外径より－ 0.05 ～－ 0.1mm 小さい穴で仕上げて打ち込みます。
※材質または用途に応じた金属用接着剤を使用して下さい。（スリーボンド 1303N 等）

18.0
9.2

16.7
8

4.5
6.2

●サイズ（ｍｍ）

JB02 JB03

80-757-13000

80-757-13010

JB02

JB03

税込価格 JAN コード商品コードタイプ

（本体価格 ￥4,800）

（本体価格 ￥5,000）

￥5,280

￥5,500

0901-990-00010

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥900）
￥990


