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ダックス125ダックス125K・TOURK・TOUR

 　　　

HRC HRC GROMGROM  （（レースベースレースベース車）車）

K・CONK・CON

Vol.02-2 に続く

キャリア―部のパイプを
φ16 まで太くし強化

市販リアボックス装着を前提とし
た設計 　利便性、実用性アップ。！

DAX125DAX125用 用 リアキャリアーリリースリアキャリアーリリース
利便性、実用性向上利便性、実用性向上

電源取り出しハーネス type2 を取り付けることで、アク
セサリー電源と他に、スロットル開度信号、エンジン回転
信号の取り出しが可能になります。

！！
！！

！！

リアキャリアーリアキャリアー

● K・TOUR ブランド　●ボルトオン　●スチール製ブラック　●メインパイプ
：φ22.2　●キャリア―サイズ：幅 160mm×奥行 190mm　　●最大積載量：5.0kg
●荷かけフック：4 ヶ所

ダックス 125（JB04 全車種）適　合

190mm130mm

160mm

※下記の弊社製品と併用可能。
　●ヘルメットホルダー（80-564-13200）（'22 新製品情報　Vol.19-3 掲載）
　●サイドバックサポート（80-655-13201）（'22 新製品情報　Vol.19-3 掲載）

“　　　　　 ” ロゴが
入っています。

電源取り出しハーネス type2電源取り出しハーネス type2

●電源取り出し箇所：車体後部シート下データーロガーカプラー（青）
● ACC + …アクセサリー電源 ／ GND － …アース／ハーネス 黄 …スロット
ル開度信号／ハーネス 青 …エンジン回転信号　●１ヶ販売

適　合 HRC GROM 4、HRC GROM 5

HRCHRC グロムの電源取り出しと、グロムの電源取り出しと、
22 種の信号取り出しが可能に種の信号取り出しが可能に

　　　……………アクセサリー電源 +

　　　……………アース －

　　………………スロットル開度信号

……………………エンジン回転信号

車体後部シート下コネクタカバー
の中の 4P カプラーを取り出す

4P カプラーキャップを外して、
電源取り出しハーネス type2 を
取り付けます。

ケーブルカバーエンドケーブルカバーエンド

● K・CON ブランド　● 2 ヶ 1SET
※商品コード、価格、JAN コードの変更はありません。

ホワイトからブラックに仕様変更ホワイトからブラックに仕様変更

ケーブルエンド SET（右参照）と併
用することでケーブルエンド本体径を
8mm にする調整用スペーサー。

●サイズ（ｍｍ )

9

8

6

ケーブルエンド SET
（クラッチ用レバー側）
税込価格：￥495

（本体価格：￥450）
商品コード ：0900-901-90001
JAN コード：4990852043972

！！

※ハーネスのギボシ端子には、CA/CB 103（ホンダ）メスギボシを使用しています。
K・CON ：ギボシ端子セット（CA/CB 103 ／ホンダ） （右下参照）　商品コード：0900-755-01000 
　　　　　　税込価格：￥440　本体価格：￥400　　JAN コード：4990852039852
　　　　　　●オス／メス ギボシ端子…各 5　オス／メス スリーブ…各 5

ギボシギボシ端子端子SETSET
（CA/CB 103／ホンダ） （CA/CB 103／ホンダ） 

80-539-13200

756-1443910

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

（本体価格 ￥18,000）

（本体価格 ￥1,100）

￥19,800

￥1,210

0900-901-90000

税込価格 JAN コード商品コード

（本体価格 ￥150）
￥165
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K・PITK・PIT

交 換
部 品 “クラッチレバー & ローターボルト（カワサキ type）”新規追加ラインナップ。

“CLUTCH LEVER & BRAKE DISC BOLT(KAWASAKI type)” NEWLY RELEASED  !!
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 2 月 1 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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クロスカブ110クロスカブ110ミッションミッション系駆動関連系駆動関連アイテムアイテム

Z125PRO　（'16 ～'21）（BR125H-A02621 ～）
Ninja 250/ABS　（'15 ～'17）（EX250L-011001～）
Ninja 250　（'18 ～'22）（EX250P-A00101～）
Ninja ZX-25R/SE　（'21 ～'22）（ZX250E-A00001 ～）
Z250/ABS　（'15 ～'17）（ER250C-008001 ～）
Z250　（'19 ～'22）（EX250P-A16411 ～）
Ninja 400　（'18 ～ '22）（EX400G-A00121～）／（'23）（EX400G-AJ9191～）
Z400　（'19 ～'22）（ER400D-A36911 ～）／（'23）（EX400L-AJ9371～）
Z650RS　（'22）（ER650M-A63261～）
Z900RS/CAFE/SE　（'18 ～'22）（ZR900C-000001～）／（'23）（ZR900K-012001～）

万が一の転倒等によるレバーの欠損に万が一の転倒等によるレバーの欠損に
補修用ブレーキレバー補修用ブレーキレバー
続々アイテム追加 続々アイテム追加 

★詳しい適合は弊社ホームページでご確認ください。★

国内 4 メーカーミニバイクからビッグバイクまでの純正
同等のブレーキレバー（L/R）＆クラッチレバーをラインナップ
しました。
※一部純正品とは形状、仕上がりが異なる場合があります。
　予めご了承下さい。

！！

！！！！

HL-28

レブル2
50

レブル2
50用用

（（FNo.MC4
9-120000

1~
FNo.MC49-

1200001~
））

レブル5
00

レブル5
00用用

（（FNo.PC6
0-120000

1~
FNo.PC60-

1200001~
））

クラッチレバー クラッチレバー HONDA

●スチール製ブラック　●ワッシャ付属

ワイドチェーンガイドプレートワイドチェーンガイドプレート15T／16T15T／16T
ドライブスプロケットをドライブスプロケットを
　　使用可能に　　使用可能に！！

クロスカブ 110（JA60 全車種）、スーパーカブ 110（JA59 全車種）適　合
※参考：ノーマルスプロケット丁数　クロスカブ 110 ( ドライブ /14T・ドリブン /37T）
　　　　　　　　　　　　　　　　　スーパーカブ 110 ( ドライブ /14T・ドリブン /35T）
　上記の参考丁数以外に交換すると、 スピードメーターの表示に誤差が発生しますので、レース等で
　の使用をお奨めします。

ノーマルチェーンガイドと交換し、オーバーサイ
ズのドライブスプロケットを使用可能にするアイ
テムです。（レースやチューニング等でギア交換が
必要な場合に、交換を可能にします。）

ローターボルト（カワサキ type）ローターボルト（カワサキ type）

●補修用　●スチール製　● P1.25　●適合純正品番：92154-1865
主 な 適 合 車 種

●サイズ（ｍｍ）

ローターボルトローターボルト
（（カワサキ typeカワサキ type）が）が
右記の掲載車種を右記の掲載車種を
含め適合する車種含め適合する車種
を左のQRコードを左のQRコード
から確認いただけから確認いただけ
ます。ます。

詳しいローターボルト適合確認はこちら詳しいローターボルト適合確認はこちら

低強度のネジロック剤を使用して下さい。

※レブル250/500の～1199999までは、HL-25（70-525-62250）が適合します。

ローターボルトラインナップローターボルトラインナップ！！

純正部品と同等のスチール製M8ローターボルトがラインナップ。
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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。

JAN コード税込価格商品コードタイプ 適合純正品番 主な適合車種

70-525-62280 ￥1,650HL-28 53178-K87-A30

カラー

ブラック
レブル250（FNo.MC49-1200001~）※
レブル500（FNo.PC60-1200001~）※ （本体価格 ￥1,500）

（本体価格 ￥1,400）
￥1,540683-1456400

本体価格 JAN コード商品コード

70-500-740011

70-500-741015

税込価格 JAN コード商品コード入数

（本体価格 ￥260）

（本体価格 ￥1,200）

￥286

￥1,320


