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BEET JAPAN 

`20～`23 Ninja1000SX NASSERT Evolution TypeⅡ ｽﾘｯﾌﾟｵﾝﾏﾌﾗｰ 
 

  
 

  
 

画像はEvolution TypeⅡスリップオン ブルーチタン仕様です。  ※ 純正オプションのパニアケース装着可能です。 

・ 素材は耐熱チタン合金（SUPER TIX®ﾁﾀﾝﾊﾟｲﾌﾟ）製とし、耐熱温度を確保しつつ軽量化に成功。 

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

認証値 加速排気騒音 ： 81dB ・ 近接排気騒音 ： 92dB 

・ サイレンサー長さは350㎜シェルで、クリアチタン（ＴＩ）、ブルーチタン（ＢＬ）、メタルブラック（ＭＢ）を設定。 

・ 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） 

・ 重量は、ノーマルサイレンサー約５．０Ｋｇに対しNASSERT Evolution TypeⅡでは、２．５Ｋｇと約５０％もの軽量化を実現。 

・ マフラーを装着したままでオイル交換、オイルフィルター交換が可能。ノーマルステップも取り付け可能。 

 

NASSERT Evolution TypeⅡ スリップオン  Ninja1000SX （適合型式 ： ２ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ/８ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ） 

クリアチタン仕様    品番 0222-KH2-50   税込価格 \154,000-(税別 \140,000-)  ＪＡＮコード 4582346469384 

 

ブルーチタン仕様   品番 0222-KH2-BL   税込価格 \159,500-(税別 \145,000-)  ＪＡＮコード 4582346469391 

 

メタルブラック仕様  品番 0222-KF7-MB   税込価格 \165,000-(税別 \150,000-)  ＪＡＮコード 4582346469407 
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BEET JAPAN 

`20～`23 Ninja1000SX ＮＡＳＳＥＲＴ Evolution TypeⅡ（UP 仕様） 

政府認証適合 フルエキゾーストマフラー 

  

  

 画像は Evolution TypeⅡ メタルブラック仕様です。※ パニアケースの装着は出来ません。 

特徴 

 素材は耐熱チタン合金（SUPER TIX®ﾁﾀﾝﾊﾟｲﾌﾟ）製とし、耐熱温度を確保しつつ軽量化に成功。 

 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。 

      （認証値 加速排気騒音 : 82db  近接排気音 : 94ｄｂ ） 

 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。 

 専用触媒装置を使用する事により、政府認証適合。 （排ガス試験成績書付属）適合型式 ２ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ/８ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ 

 サイレンサーはシェル長さ４５０㎜で、クリアチタン（TI）、ブルーチタン（BL）、メタルブラック（MB）の 3 色から選択可能。 

 ノーマル重量約１３．０ｋｇに比べ、約６．０ｋｇと約５４％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、ノーマルステップとの併用も可能。 

    ※ フィルターレンチの形状や個体差によっては、エキパイの脱着が必要な場合があります。 

   
NASSERT Evolution TypeⅡ フルエキゾーストマフラー 

ｸﾘｱﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様    品番 0223-KH5-50  税込価格 \269,500-(税別 \245,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469506 

ﾌﾞﾙｰﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番 0223-KH5-BL 税込価格 \275,000-(税別 \250,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469513 

ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番 0223-KH5-MB 税込価格 \280,500-(税別 \255,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469520 

 

2023 年 7 月下旬から順次発売 
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BEET JAPAN 

 `20～`23 Ｎｉｎｊａ１０００SX （2BL/8BL）ＮＡＳＳＥＲＴ Evolution TypeⅡ 

T2 ＵP フルエキゾーストマフラー（政府認証適合品） 

   
 

  
    画像は Evolution TypeⅡ T2 ブルーチタン仕様です。 ※ パニアケースの装着は出来ません。 

特徴 

 素材は耐熱チタン合金（SUPER TIX®ﾁﾀﾝﾊﾟｲﾌﾟ）製とし、耐熱温度を確保しつつ軽量化に成功。 

 ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現し、更に専用ハニカム触媒 

装置を装備し、排ガス規制もクリアー。（政府認証値 加速騒音:82dB  近接騒音:91dB・排ガス試験成績書付属） 

 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、標準のＯ２センサーにも対応。 

    ※ 排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。 

 サイレンサー長さは 350 ㎜シェルで、クリアチタン(TI)、ブルーチタン(BL)、メタルブラック(MB)の３色を設定。 

 ノーマルマフラー重量約１３.０ｋｇに比べ、約８．１kg と約３８％の軽量化。 

 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、ノーマルステップとの併用も可能。 

   ※ フィルターレンチの形状や個体差によっては、エキパイの脱着が必要な場合があります。 

 独自理論による新集合方式と２本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワーながら、 

低速ギアでのコントロール性もずば抜けて優秀です。 

 

NASSERT Evolution TypeⅡ T2 UP  

Ninja1000SX(適合型式：８ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ：２ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ) ※パニアケース装着不可 

品番 0223-KH3-50  クリアチタン 税込価格 \341,000-(税別 \310,000-) JAN コード 4582346469445 

 

品番 0223-KH3-BL  ブルーチタン 税込価格 \352,000-(税別 \320,000-) JAN コード 4582346469452 

 

品番 0223-KH3-MB メタルブラック 税込価格 \363,000-(税別 \330,000-) JAN コード 4582346469469 

 

2023 年 6 月下旬から順次発売 
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BEET JAPAN 

`20～`23 Ninja1000SX ＮＡＳＳＥＲＴ Evolution TypeⅡ（P）パニア対応 

政府認証適合 フルエキゾーストマフラー 

  
  画像は Evolution TypeⅡ メタルブラック仕様です。  ※ パニアケース対応仕様。 

特徴 

 素材は耐熱チタン合金（SUPER TIX®ﾁﾀﾝﾊﾟｲﾌﾟ）製とし、耐熱温度を確保しつつ軽量化に成功。 

 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。 

（認証値 加速排気騒音 : 82dB  近接排気騒音 : 94dB） 

 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。 

 専用触媒装置を使用する事により、政府認証適合。 （排ガス試験成績書付属）適合型式 ２ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ/８ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ 

 サイレンサーはシェル長さ４５０㎜で、クリアチタン（TI）、ブルーチタン（BL）、メタルブラック（MB）の 3 色から選択可能。 

 ノーマル重量約１３．０ｋｇに比べ、約６．０ｋｇと約５４％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、ノーマルステップとの併用も可能。 

    ※ フィルターレンチの形状や個体差によっては、エキパイの脱着が必要な場合があります。 

 

   
 

NASSERT Evolution TypeⅡ (P) フルエキゾーストマフラー 

ｸﾘｱﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様    品番 0223-KH4-50  税込価格 \269,500-(税別 \245,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469476 

ﾌﾞﾙｰﾁﾀﾝｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番 0223-KH4-BL 税込価格 \275,000-(税別 \250,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469483 

ﾒﾀﾙﾌﾞﾗｯｸｻｲﾚﾝｻｰ仕様  品番 0223-KH4-MB 税込価格 \280,500-(税別 \255,000-) JAN ｺｰﾄﾞ 4582346469490 

 

2023 年 7 月下旬から順次発売 

※パニアケース対応マフラーのご注意！ 

 パニアケースに、積載重量を越えて積載すると、走行中の振動等によりマフラーと接触する事が 

ありますので、ご注意ください。 
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BEET JAPAN 

 `20～`23 Ｎｉｎｊａ１０００ SX ＮＡＳＳＥＲＴ Evolution TypeⅡ 

T-2 （P） パニアケース対応マフラー（政府認証適合品） 

  
 

  
画像は Evolution TypeⅡ T2 (P)クリアチタン仕様です。 ※ パニアケース対応仕様。 

特徴 

 素材は耐熱チタン合金（SUPER TIX®ﾁﾀﾝﾊﾟｲﾌﾟ）製とし、耐熱温度を確保しつつ軽量化に成功。 

 ストレート排気パルスコーンシステムにより、濁りのないクリアーなサウンドを実現し、更に専用ハニカム触媒 

装置を装備し、排ガス規制もクリアー。（政府認証値 加速騒音：82dB、近接騒音 91dB・排ガス試験成績書付属） 

 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、標準のＯ２センサーも対応。 

    ※ 排気熱のかかる部分に、焼け色は発生します。 

 サイレンサー長さは 350 ㎜シェルで、クリアチタン（TI）、ブルーチタン(BL)、メタルブラック(MB)の３色を設定。 

 ノーマルマフラー重量約１３.０ｋｇに比べ、約８．１kg と約３８％の軽量化。 

 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、ノーマルステップとの併用も可能。 

   ※ フィルターレンチの形状や個体差によっては、エキパイの脱着が必要な場合があります。 

 独自理論による新集合方式と２本出しサイレンサーによって、突き抜けるピークパワーながら、 

低速ギアでのコントロール性もずば抜けて優秀です。 

 

NASSERT Evolution TypeⅡT2 (P)  

Ninja1000SX（適合型式：２ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ/８ＢＬ-ＺＸＴ０２Ｋ）※パニアケース対応 

品番 0223-KH2-50  クリアチタン  税込価格 \341,000-(税別 \310,000-) JAN コード 4582346469414 

品番 0223-KH2-BL  ブルーチタン  税込価格 \352,000-(税別 \320,000-) JAN コード 4582346469421 

品番 0223-KH2-MB メタルブラック 税込価格 \363,000-(税別 \330,000-) JAN コード 4582346469438 

 

2023 年 6 月下旬から順次発売 
※パニアケース対応マフラーのご注意！ 

 パニアケースに、積載重量を越えて積載すると、走行中の振動等によりマフラーと接触する事が 

ありますので、ご注意ください。 


