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グロムグロム（JC92）、（JC92）、モンキー125モンキー125（JB03）（JB03）エンジンエンジン系関連系関連アイテムアイテム
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Vol.04-2に続く

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転 ･
高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、
オーバーヒート ･ 焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラー
の装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーは 400cc クラスのオイルク
ーラーと同等の放熱量（5 段コア）を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件
下でも、安定したエンジン性能を発揮します。

スーパーオイルクーラーKITスーパーオイルクーラーKIT（ダウンタイプ）（ダウンタイプ）

●ボルトオン　●ノーマルエアクリーナーボックス使用可能※　●3段 /5段
コアコンデンサー　●ステー：スチール製ブラック　●オイル取り出し口：シ
リンダーヘッド　●タペットホールカバー：アルミ削り出しシルバーアルマイ
ト仕上げ　●ユニオンニップル、オイルニップル（ブラック）、ユニオンボルト
（レッド）、アルミバンジョーボルトワッシャー、オイルクーラーホース、ステ
ンレスバンド等付属

グロム（JC92 全車種）、モンキー125（JB03 全車種）適　合

スーパーオイルクーラーコンデンサー
400cc クラスのオイルクーラーと同等の放熱量（5段コア）を誇るコンデンサー

タペットホールカバー
●アルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
シリンダーヘッドからオイルを取り出し
オイルクーラーに循環させます。

●サイズ（ｍｍ）

コンデンサー内オイル容量：150cc コンデンサー内オイル容量：75cc

※グロム（JC92）
　　〇アンダーガード（632-1452000 ￥18,700 税込）と併用はできません。
　モンキー 125（JB03）
　　〇ノーマルエアクリーナーボックスとの併用はできません。
　　　別途、UNI フィルター KIT（515-1452100 ￥9,350 税込）（Voｌ.04-2 参照）が必要です。
　　〇アンダーガード（632-1301000 ￥19,800 税込）と併用はできません。

モンキー125（JB03）※ノーマルエアクリーナーボックスは使用できなくなります。グロム（JC92）
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PHOTO： モンキー125（JB03）

PHOTO：
モンキー125（JB03）

シリンダーヘッドのアンダースペースにシリンダーヘッドのアンダースペースに
オイルクーラーを配置オイルクーラーを配置！！

ハイチューン化されたハイチューン化された
エンジンの熱対策必需品エンジンの熱対策必需品！！ 360-1452360

360-1452460

3 段

5 段

税込価格 JANコード商品コードタイプ

（本体価格 ￥24,000）

（本体価格 ￥28,000）

￥26,400

￥30,800
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グロム（JC92）グロム（JC92）エンジンエンジン系関連系関連アイテムアイテム
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Vol.04-3に続く

UNIフィルターKIT好評発売中

エアクリーナーボックスをエアクリーナーボックスを
外したスペースに外したスペースに
オイルクーラーを配置オイルクーラーを配置

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転 ･
高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、
オーバーヒート ･ 焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラー
の装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーは 400cc クラスのオイルク
ーラーと同等の放熱量（5 段コア）を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件
下でも、安定したエンジン性能を発揮します。

スーパーオイルクーラーKITスーパーオイルクーラーKIT（アップタイプ）（アップタイプ）

●ボルトオン　●ノーマルエアクリーナーボックス使用不可※　● 3 段 /5 段コ
アコンデンサー　●ステー：スチール製ブラック　●オイル取り出し口：シリ
ンダーヘッドタペットホールカバー　●タペットホールカバー：アルミ削り出
しシルバーアルマイト仕上げ　●ユニオンニップル、オイルニップル（ブラッ
ク）、ユニオンボルト（レッド）、アルミバンジョーボルトワッシャー、オイルク
ーラーホース、ステンレスバンド等付属

グロム（JC92 全車種）適　合

タペットホールカバー
●アルミ削り出しシルバーアルマイト仕上げ
シリンダーヘッドからオイルを取り出し
オイルクーラーに循環させます。

※ノーマルエアクリーナーボックスの使用はできません。別途、UNI フィルター KIT（下記参照）
　が必要です。
※ 3 段／ 5 段コアコンデンサーの仕様は、Vol.04-1 スーパーオイルクーラー KIT （ダウンタイプ）
　と同じです。

！！

vol.04vol.04- 2- 2

モンキー125（JB03） グロム（JC92）

ノーマルエンジン＋

ノーマルマフラーの

組み合わせは

燃調セッティング不要！！

！！
商品コード：515-1452100
税 込 価 格：￥9,350
本 体 価 格：￥8,500
JAN コード：4990852123216
適　　　合：モンキー 125（JB03 全車種）
　　　　　　グロム（JC92 全車種）

UNI フィルターKIT

※シュラウド内 3 段／ 5 段コアコンデンサー取り付け比較

ハイチューン化されたハイチューン化された
エンジンの熱対策必需品エンジンの熱対策必需品！！

360-1452160

360-1452260

3 段

5 段

税込価格 JAN コード商品コードタイプ

（本体価格 ￥28,000）

（本体価格 ￥32,000）

￥30,800

￥35,200
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モンキー125（モンキー125（JB03JB03））エンジンエンジン系関連系関連アイテムアイテム

Vol.04-4に続く

スーパーオイルクーラースーパーオイルクーラーKITKIT（アップタイプ）（アップタイプ）

●ボルトオン　●ノーマルエアクリーナーボックス使用不可　●オイル取り出し口
：シリンダーヘッドタペットホールカバー　●タペットホールカバー：アルミ
削り出しシルバーアルマイト仕上げ　●ステー：スチール製ブラック
●3段 /5段コアコンデンサー　●ユニオンニップル／オイルニップル（ブラック）、
ユニオンボルト（レッド）、アルミバンジョーボルトワッシャー、オイルクーラー
ホース、ステンレスバンド等付属

モンキー125（JB03 全車種）適　合

ボアアップ、ハイチューン化されたボアアップ、ハイチューン化された
エンジンの熱対策必需品エンジンの熱対策必需品！！！！

ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転 ･
高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、
オーバーヒート ･焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラー
の装着をお薦めします。ニュースーパーオイルクーラーは400cc クラスのオ
イルクーラーと同等の放熱量（5段コア）を誇り、レースを始め炎天下等の苛
酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。
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※別途UNI フィルターKIT（Vol.04-2） が必要です。

スーパーオイルクーラーKIT（3段）
+UNI フィルターKIT（Vol.04-2）装着

オイル取り出しはアルミ削り出し

スーパーオイルクーラーコンデンサー
400cc クラスのオイルクーラーと同等の放熱量（5段コア）を誇るコンデンサー

●サイズ（ｍｍ）

！！

コンデンサー内オイル容量：75cc
コンデンサー内オイル容量：150cc

MONKEY125MONKEY125 (JB03)(JB03)

360-1301100

360-1301200

3 段

5 段

税込価格 JANコード商品コードタイプ

（本体価格 ￥28,000）

（本体価格 ￥32,000）

￥30,800

￥35,200
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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 5 年 3 月 7 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 3 月 7 日　発行

vol.04vol.04 - 4- 4

　　　　　　　　　　　　　　　
CT125・CT125・ハンターカブハンターカブライトライト関連関連アイテムアイテム

K・CON ProK・CON Pro

41 31.5

1214 18

※エンジンガード（550-1470000）JA65 装着不可
※下記の製品は電源の取り出し箇所が同じため同時装着出来ません。
　純正アクセサリー　グリップヒーター、アクセサリーソケット
　その他オプションカプラーを使用している場合は分岐等の加工が必要です。

アンダーパイプ取付アンダーパイプ取付
22灯スタイル灯スタイルLEDLEDシャトルビームシャトルビームKITKIT
ラインナップラインナップ

●ボルトオン　●ノーマルアンダーパイプ、エンジンガード（φ19）※装着タイ
プ　● LED シャトルビーム× 2 灯　● LED シャトルビームステー：アルミ
削り出しアルマイト仕上げ　●スイッチステー：スチール製ブラック　● ON/
OFF スイッチ（プッシュ式）、専用ハーネス、タイラップ、ボルト類付属

コンパクトなボディで、被視認性に優れた明るさの LED シャトルビーム（2 灯）
をアンダーパイプ（φ 19）に取付たスタイルでリリース。カスタム＆ドレス
アップ効果が向上します。ON/OFF スイッチ付属。専用ハーネス付属なので
ハーネス加工不要です。

CT125・ハンターカブ（JA55/JA65 全車種）適　合

LEDLED シャトルビームシャトルビームKITKIT（アンダーパイプ（アンダーパイプ取付取付））

LEDシャトルビーム：　
〇防滴仕様　〇ボディ：アルミダイキャスト製ブラック　〇ステー：ステンレス製
〇レンズ：アクリル製　〇明るさ：最大 800lm ／色温度：6,000K（クリアの場
合）　〇消費電力：10W　消費電流：0.9A

LED シャトルビームの ON/OFF スイッ
チ（プッシュ式）はマスターシリンダー
共締タイプです。

！！！！

！！

LED シャトルビームはアンダーパイプ
ストレート部（φ19）の好みの高さに取
り付けが可能です。

ステーは自由な角度で取り付けが可能です。

好きなスタイルで取り付け好きなスタイルで取り付け

エンジンガード（550-1470000 ￥22,000 税込）の
パイプ径φ19 に装着可　  ※ JA65 装着不可

エンジンガードエンジンガード※※にもにもOKOK

！！

ペダルバー type2ペダルバー type2（ショートラバータイプ）（ショートラバータイプ）

● K・CON Pro ブランド　●アルミ削り出し　●ブラックアルマイト仕上げ
● M6 × 20 皿キャップボルト、ワッシャー付属　● 1SET

汎用性の高いショートラバースタイル汎用性の高いショートラバースタイル
ペダルバー type2リリースペダルバー type2リリース

M6 ボルトで装着可能な汎用性の高い
ショートラバースタイルのペダルバー
type2 がリリース。幅を増やしスパナ
等で固定しやすくなりました。

●サイズ（ｍｍ )

！！
（本体価格 ￥1,200）

旧モデル type2

旧モデル type2

800-1470430

800-1470480

￥20,350

￥19,800

税込価格 JAN コード商品コード

ライムイエロー

クリア

カラー

（本体価格 ￥18,500）

（本体価格 ￥18,000）

0901-516-00030

税込価格 JAN コード商品コード

￥1,320
（本体価格 ￥1,200）


