


オイルクーラーの取り出しに便利な
クランクケースからバンジョー取り
出し口があります。二次側クラッチや
ハイカムなどを標準装備したハイス
ペックエンジンに仕上がっています。

パフォーマンスZ-1型
125ccエンジン

5695 32,580円

■本カタログ掲載製品について
　カタログに掲載の製品は2018年5月時点のデータです。最新の価格情報、
仕様変更内容に関してはホームページ記載の製品ページにてご確認いただけます。
カタログに掲載できない詳細情報に関してはホームページに記載しています。
適合車、詳しい仕様内容が必要な場合、お電話にてお問い合わせください。
　本カタログは全製品消費税8％込み表示価格です。
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日本製 新製品ホンダ純正

ホンダモンキー、ゴリラ
の純正ステップ車をセン
タースタンドタイプへ変
更するキットです。
整備に便利なセンタース
タンドです。また駐車ス
ペースの省スペース化に
もお薦めです。
サイドスタンド警告灯ス
イッチキャンセラーが付
属しており、12V車にも
簡単に取り付け可能で
す。

価格
（税込） 3,900円

5907

新製品のご案内
商品ID

モンキーセンタースタンド変更キット

ホンダモンキー、ゴリラの純
正ステップ車をセンタースタ
ンドタイプへ変更するキット
です。ダックスAB26フレー
ム専用のステアリングダン
パーセットです。ステアリン
グダンパーを取り付けるこ
とで、ハンドルのフラつきを
抑えライダーの疲労を軽減
と走行安定性の向上効果
があります。滑らかな動作
と16段階のダンパー調整
機構つきのため、セッティン
グの幅も十分です。
価格
（税込） 14,800円

5745商品ID

ダックAB26専用ストリート走行ステアリングダンパーセット

モンキーフレームのシー
ト右側へ取り付けするサ
ブタンクです。
アルミ製でスタイリッシ
ュな筒形コンパクトサイ
ズです。
サブタンク装着時に起こ
りやすい、ガソリン逆流
防止のコック付タイプで
す。
本体の取り付けは耐久
性アップを図った、2枚
重ねステー仕様です。

価格
（税込） 9,600円

5690商品ID

モンキーコンパクトフューエルサブタンク1100cc右用



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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高性能なハイカムと大型バルブがセット
です。吸気ポートも大きくボアアップに
最適です。強化バルブスプリングは不等
ピッチスプリングを採用しています。スペ
シャルカムのため低回転から高回転ま
でスムーズな吹け上がりを発揮します。

タイプＺシリンダーヘッド
キット

4213 16,000円

ハイカムは専用品が必要。純正カム
は適合しません。ハード走行に耐え
る高品質なシリンダーヘッドです。
タイプＺ専用バルブIN 25mm
タイプＺ専用バルブEX 22mm
マニーホールドポート径 φ25mm

タイプＺヘッドボディのみ

4216 8,000円

1,102円

40,900円

排気側のバルブです。
適合 モンキー 
Z50J-W/X/Y/1/2/3/4/5/6/7
ホンダ12Vモンキー純正部品です。
アフターパーツとしてご使用ください。

ホンダ純正モンキーバルブ
エキゾースト

5474 2,268円

吸気側のバルブです。
適合 モンキー 
Z50J-W/X/Y/1/2/3/4/5/6/7
ホンダ12Vモンキー純正部品です。
アフターパーツとしてご使用ください。

ホンダ純正モンキーバルブ
インレット

5473

IN側口径25mm、
ＥＸ側口径 22ｍｍ、
高品質タイプ。
ミニモトオリジナルシリンダーヘッ
ド、タイプＺシリンダーヘッドキット
専用バルブセット。

タイプＺシリンダーヘッド
専用バルブ

4215 3,700円

排気量 72cc(φ47ピストン用）、シ
リンダー有効長62.7mm、スチール
製スリーブ一体型。
ピストンピン、クリップ、ピストンリン
グ付属。 

モンキータイプZクラシック
シリンダーφ47mm

5567 5,200円

有効長63.4mmのレーシング仕様の
アルミ製鉄スリーブシリンダーです。
本製品は通常Zシリーズに付属する
シリンダーヘッドガスケット1.6mm
からスチールガスケット0.25mmへ
変更することでご使用いただけます。

タイプZモンキー88ccアル
ミ製シリンダータイプS-RS

5627 4,800円

ピストン７２ｃｃ用 
13101-087-712　DAX70用ピス
トン、φ7mmで6V車に適合します。
ピストンピン、クリップ、ピストンリン
グ付属。

ホンダ純正７２ｃｃ
ピストンセット

3801 7,060円

高品質なスチール製シリンダーです。
排気量 72cc(φ47ピストン用）
シリンダー有効長 62.7mm
スチール製
スリーブ一体型

DAX70専用
φ47ピストンセット

5537 3,600円

Let’s try! 125ccエンジン積み替え
スターターキットは初心者から上級
者までモンキーエンジンの交換をス
トレスなく行って頂けるパッケージ
です。

125ccエンジン積み替え
スターターキット

4725 54,000円

モンキーやダックスの４ミニフレーム
へ搭載できる160ccエンジンです。
シフトパターン 
4速リターン（Ｎ⇔１⇔２⇔３⇔４）
専用クラッチケーブルが別途必要です。

Lifan社製160ccエンジン

2628

４速リターンで扱いやすさ抜群。
始動方法はセル、キック始動どちら
も対応しています。切れのあるトルク
で坂道もグングン登ります。
シフトパターン 
4速リターン（Ｎ⇔１⇔２⇔３⇔４）

Lifan社製124ccセル
始動付きエンジン

0314 26,500円

オイルクーラーの取り出しに便利な
クランクケースからバンジョー取り
出し口があります。二次側クラッチや
ハイカムなどを標準装備したハイス
ペックエンジンに仕上がっています。

パフォーマンスZ-1型
125ccエンジン

5695 32,580円

エンジンは1次側クラッチを装備し
ています。クラッチ付きのため急勾
配の上り坂に対し、快適な上坂力を
兼ね備えています。12Vモンキーと
同様4速クラッチ付き仕様です。
セル始動方式エンジン

セル始動付き
48ccエンジン

0318 24,500円

0311

0313

商品ID 適合ヘッド 価格（税込）　

2,800円
2,800円

12Vハイコンプ形状
12V平ら形状

4229
4230

タイプＺヘッド
12Vキャブレター車ヘッド

ピストン形状

2,800円6Vハイコンプ形状4670 タイプＺヘッド

0316

5035

商品ID 価格（税込）　

8,500円
8,500円

タイプZ 6Vシリンダーキット
タイプZ 12Vシリンダーキット

4890
4891

適合シリンダー

商品ID 価格（税込）　

25,500円
26,500円

クラッチ付き4速
クラッチ付き4速/セルスタート

0311
0313

適合シリンダー

商品ID 価格（税込）　

39,000円
39,000円

ウルトラメタリック
スピードシルバー

0316
5035

カラー

Lifan社製150ccエンジン ■特長　太いトルクと加速感はボアアップでは真似できないスペシャルなフ
ィーリングを体感できます。軽量アウターローターで競技向けエンジンです。
発電容量は少なく、必要に応じてホンダ純正ジェネレーターに交換を推奨。
■仕様　排気量 150cc(実質148cc)、ボア×ストロークφ56.5×59.2mm
最大出力 12馬力、デコンプ装備
シフトパターン 4速リターン(1⇆Ｎ⇆2 ⇆3⇆4)
専用クラッチケーブルが別途必要です。
※2タイプの違いはカラーリングです。 

Loncin社製124ccエンジン
■特長
ロングセラーで大人気の125ccエンジンです。パワフルなトルクで峠でも
軽快な走行が可能です。アフターパーツも続々追加中です。
シフトパターン 4速リターン（1⇔Ｎ ⇔２⇔ 3 ⇔4）
専用クラッチケーブルが別途必要です。

■内容品
タイプＺシリンダーヘッド専用88ccピストンRIK製ピストンリング、ピストンピンφ１３×３８、ピストンクリップ
■ピストンは2種類あります（選択時の注意）
・ピストンショルダー↔ピストンピン芯=17mmの場合は4229、4230のいずれかが適合します。
・ピストンショルダー↔ピストンピン芯=20mmの場合は4670が適合します。
4230はノーマルヘッド専用(フラット形状)です。4229、4670はタイプＺシリンダーヘッド専用です。

タイプZ鍛造ピストン
■特長
タイプＺヘッドセットボアアップキットをお持ちのユーザー様専用鍛造ピストンです。各部はビレッド加工を
施し、軽量でハイスペックな仕様です。
■ピストン高さの計測方法について
・ピストンショルダーからピストンピン芯迄までが17mmの場合は12Vボアアップキットをご選択ください。
・ピストンショルダーからピストンピン芯迄が20mmの場合は6Vボアアップキットをご選択ください。
※6V車の場合でも12Vピストンが適合の場合があります。              

タイプZモンキーピストンセット



エンジン
エンジン
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ノーマル比２０％バネレートアップの強化スプリングとサ
ーキット上のタフな走行にも最適なＦＣＣ製強化クラッ
チ板がセット。ノーマルと比較して約３倍の耐久性を誇
るケブラー配合強化クラッチ板は、ボアアップ車両のエ
ンジンパワーを確実に伝達します。ガスケット、強化スプ
リング、ＦＣＣ製プレート共に日本製を採用しています。

モンキー強化クラッチ
マニュアル車

3208 3,800 円

185円

650円

5,800円

ノーマル比２０％バネレートアップ
の強化スプリングとサーキット上の
タフな走行にも最適な3枚板クラッ
チがセット。ホンダモンキー、シャリ
ィ、ダックスエンジンに使用可能。
12Ｖ車、FI車に使用可能。

モンキースーパークラッチ
キット（３枚クラッチ仕様）

4888 7,100円

ボアアップ車両のエンジンパワーを
確実に伝達します。クラッチ板の厚
さは約t3.5mmです。

ミニモト強化クラッチ板
（台湾製）

4990 780円

強化クラッチ交換などの際に必要
なクラッチアウターカバーガスケッ
トです。ホンダモンキー、シャリィ、ダ
ックスエンジンに使用可能。
互換ホンダ純正品番 22119-165-950

ガスケットクラッチアウター
カバー用

3461

タイプＺシリンダーヘッド専用バル
ブリテーナーセットです。

タイプＺシリンダーヘッド専
用バルブリテーナーセット

4220 1,900円

クラッチ滑りによるパワーロスを感
じ始めたら、クラッチ交換。
互換純正品番 22331-GW8-681

クラッチプレート

5393

ノーマルと比較して約３倍の耐久性
を誇るケブラー配合強化クラッチ
板は、ボアアップ車両のエンジンパ
ワーを確実に伝達します。高い信頼
性を誇るＦＣＣ製ＦＣＣ製強化クラ
ッチ板があなたのライディングをサ
ポートします。

ＦＣＣ製強化クラッチ板

■特長
不等ピッチのスプリングを２種類
組み合わせすることにより、高回
転時のサージング減少を減らし
高回転までスムーズに回ります。

■タイプ1スペック
大 全長35.0mm 20.5kg
(計測時の収縮量 15.5mm)
小 全長33.5mm 8.5kg
(計測時の収縮量 15.5mm)

■タイプ2スペック
大 全長31.5mm 23.5kg
(計測時の収縮量 10.6mm)
小 全長27.0mm 14.0kg
(計測時の収縮量 10.6mm)

タイプZバルブスプリング

3209 1,830円

腰上に必要な全てのノックピンが
セットです。タイプZや純正で組ま
れた腰上にも使用が可能です。
ベアリング左右がセットされていま
す。腰上に必要なノックピンがセッ
トです。

モンキーシリンダー・ヘッド
ノックピン

4228 600円

ミニモト製タイプＺシリンダーヘッド
キット専用ロッカーアーム。
内容
タイプＺシリンダーヘッドキット補修
部品
ロッカーアームシャフト付属

タイプＺシリンダーヘッド
専用ロッカーアーム

4214 2,300円

純正モンキーカムシャフトCOMPで
す。12Vモンキー、ゴリラなどにご使
用が可能です。
ベアリング左右がセットされていま
す。

ホンダ純正モンキーカム
シャフトCOMP

5470 6,966円

両端のサイズはφ29(幅12～13)mm
カムスプロケット穴数 3ヶ
IN側高さ 5.20mm
EX側高さ 5.30mm
50、70ccはバルブがピストンに当たり
ます。

6Vパワーアップハイカム
φ29×φ29

4986 2,870円

12Vモンキー、12Vダックスなどの
純正ヘッドに取り付けが可能なハイ
カムシャフト。ミニモトオリジナルの
カムプロフィールにより、エンジンパ
ワーアップとトルクアップに絶大な
効果を発揮。

ミニモトスーパーハイカム
TM-1

4887

6Vエンジン用ハイカムです。左右のシャ
フト支持ホルダーが異径のカムシャフト。
①端サイズφ29×W13mm
②端サイズφ20×W14mm
バルブあたり面 W10mm
カムハイト 5.93mm 、カムスプロケット穴数 3ヶ

6Vパワーアップハイカム
φ29×φ20

5378 2,870円

※1 別途タイプZシリンダーヘッドAssy 4213が必要です。

商品ID タイプ 価格（税込）　

1,900円
1,900円

タイプＺシリンダーヘッド
タイプＺシリンダーヘッド

4237 1
4238 2

適合ヘッド

商品ID 価格（税込）　

4,400円
6,300円

88ccシリンダータイプS単品
88ccセラミックシリンダータイプGTS単品

4233
4234

7,600円
7,600円

12V共通 入門向け12Vボアアップキット88ccタイプS
12Vボアアップキット88ccタイプＳシリンダー※1 

4224
4225

9,500円
9,500円

12V入門向けボアアップキット88ccセラミック仕様
12Vボアアップキット88ccラミック仕様※1 

4226
4227

23,600円
25,500円

12Vフルキット88ccタイプSシリンダー
12Vフルキット88ccタイプGTSシリンダー

4235
4236

適合ヘッド

7,600円
9,500円

6V 88ccタイプSシリンダーセット※1  
6V 88ccタイプセラミック仕様セット※1  

4665
4666

23,600円
25,500円

6V 88ccタイプSシリンダーフルキット
6V 88ccタイプGTSシリンダーフルキット

4667
4668

■ご注文前に必ずご確認下さい。適合するピストンの見分け方について
○年式に応じてピストンタイプは2タイプあります。
ピストンショルダーからピストンピン芯迄が17mmの場合は12Vボアアップキット
を選択。ピストンショルダーからピストンピン芯迄が20mmの場合は6ボアアップ
キットを選択。
○注意事項
※6Vエンジンであっても発売年式によって12Vエンジン用ボアアップキットが使
用可能なエンジンがあります。 以下は12V用を選択ください。
Z50J-1600008～1805927
※6ボアアップキットは別途28Tカムスプロケットが必要です。
※不明な場合はフレーム番号をメモの上、当社までお電話ください。
・お問い合わせ先  TEL 0266-75-5770

モンキー・ゴリラ・ダックス・シャリィタイプZ ボアアップキット

最もポピュラーなタイプZボアアップキットです。初心者から上級者まで納得の品質とスペックです！
将来的にクランクを交換することで106ccにバージョンアップも可能です。カスタムの奥深さは無限大！

6V

4233

4224

4226

4235

4234

4225

4665 46674266 4668

4227

4236

12V

12,300円

カムシャフトは両端ボールベアリン
グ支持を採用しカムシャフトジャー
ナル部の摩擦抵抗を低減。
Ｚヘッド専用プロファイル仕様。

モンキータイプZヘッド専用
スペシャルカムシャフト

4232 5,500円

ダックス72cc用シリンダー、ピストンがセット
になったレストア用シリンダーキットです。純
正の代用品として、当時の質感を崩さずパー
ツをリフレッシュできます。ホンダモンキー、
シャリィ、ダックスエンジンに使用可能。
互換純正品番 22119-165-950

ダックス72cc用シリンダー
&ピストンキット

5661
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155円

120円

2,470円 2,470円

1,660円

3,600円

1,200円

宇都宮製作所製のドリル刃。ホルダ
ーに取り付けして使うタイプです。
信頼性の高い日本製。
オイルライン拡大用ドリル（通常の
1.3mmから2.0mmへ拡大）。

オリフィス用ドリル刃２.０
ｍｍ

1704 230円

強化オイルポンプ交換時、オーバーホー
ル時に必要なガスケットです。
モンキーZ50J（6V)1000001～1805927
ダックス(ST50 (6V) ST50-1000001～16346265
シャリー (6V)  CF50-1000002～2899999

モンキーオイルポンプ用
ガスケット６Ｖ用

3947

１２V・ＣＤ９０エンジン（２次側ク
ラッチ）や武川製スペシャルクラッ
チカバーキットに適合するオイルポ
ンプのトロコイドカバー部品です。

パワーオイルポンプキットCD
９０用トロコイドカバー部品販売

4193 690円

オイルポンプギャカバーのガスケッ
ト。ほとんどのメーカーの大容量オ
イルポンプに適合します。

オイルポンプギャカバー
ガスケット

4136

１２V・ＣＤ９０エンジン（２次側クラッチエン
ジン）や武川製スペシャルクラッチカバーキ
ットに適合するオイルポンプです。トロコイド
の厚みはＣＤ９０比の約１.５倍です。
適合 武川製スペシャルクラッチカバーキット

SPパワーオイルポンプCD
９０・スペシャルクラッチ用

4192 3,100円

吐出量 オイル流量はノーマル(６V)
の約３倍の強化オイルポンプキット。
凸型ドライブシャフト。
モンキーZ50J（6V)1000001～1805927
ダックス ST50 (6V) ST50-1000001～16346265
シャリー (6V)  CF50-1000002～2899999

パワーオイルポンプ６Ｖ用

3946

純正12Vモンキーオイルポンプです。
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J 
2000001～/AB27 1000001～
12Vダックス AB26 
※インジェクション車は適合不可
純正品番 15100-GBJ-003

ホンダ純正12Vモンキー
オイルポンプ本体

5093 1,998円

ボアアップエンジンのハイパワーを
十分な強度で受け止める強化カム
チェーンです。伸び、切れによるトラ
ブル対策に強化カムチェーンです。
H25の強度を更に強度を高めた　
HD25仕様チェーンです。

高性能 強化カムチェーン
82リンク

4709 1,600円

ボアアップ時に威力を発揮する大容
量オイルポンプキットです。吐出量
は純正比の約1.8倍です。12Vモン
キー、CD50、JAZZ、リトルカブ等へ
ご使用が可能です。

パワーオイルポンプキット
１２Ｖ用

1691

12VCD90エンジン（2次側クラッチエン
ジン）や武川製スペシャルクラッチカバー
キットに適合するオイルポンプです。トロ
コイドの厚みはCD90比の約1.5倍です。
トロコイドの厚みは15mmとしたことで、
オイル吐出量を大幅にアップします。

パワーオイルポンプキットCD
９０・スペシャルクラッチ用

4142 2,520円

12Vモンキーの28T仕様カムスプ
ロケットです。タイプZヘッドにもご
使用可能です。
6V後期型車、12Vキャブレター車
にも適合。2穴タイプです

モンキー28Tレーシング
カムスプロケット

5116 850円

カブ50、CRF70、ダックス、シャリィ
やモンキー全般にご使用いただけ
ます。
純正品番 14401-115-010

カムチェーン82リンク汎用
タイプ

2459

88ccボアアップ向けピストンリング
セット。
タイプZシリンダーヘッド対RIKピス
トンリングセット。
Φ52mmピストンにご使用が可能。

RIK製ピストンリングセット
φ52専用

4217 1,900円

モンキー、ダックス、シャリィ、カブ等のエンジン
に取り付け可能なフィーラーキャップです。シン
プルなゲージ無しタイプのため、モンキーエン
ジン、ＣＤ７０、ＣＤ９０系エンジンなど幅広く使
用が可能です。※オイルレベルステック機能は
ありません。整備マニュアルを参考にジョウゴな
どでオイル量を計測してから注入してください。

アルミ製フィーラーキャップ

4153 980円

12Vモンキーハイコンプ88cc
（φ52mm）ピストンセット。
ヘッド交換が不要で88ccのパワーを一
段と高めます。
純正ヘッド対応ハイコンプピストンセット。
ピストンリング、ピン、クリップが付属。

12Vモンキー88cc
ハイコンプピストンセット

4989

モンキータイプZ鍛造ピストン
（φ52）対応。通常よりも厚みが薄
いリングです。

モンキータイプZ鍛造
ピストン用ピストンリング

4889 1,900円

ピン内側の肉厚を減らし軽量化を図
ったテーパー仕様のピストンピン。
ピストン運動によるフリクションロス
の軽減を図った仕様。
φ13×35mm、重量 18g
バレル研磨仕上げ

タイプZ鍛造ピストン用
テーパー仕様ピストンピン

4892

ボアアップ時に必要な強化クラッチスプ
リングです。モンキー専用に強化クラッ
チスプリングを純正スプリング比20％
増しに設定しました。
H19.0×φ2.8mm
入り数 4ヶ

強化クラッチスプリング
モンキー用

3885 980円

ノーマルと強化クラッチスプリングバネレート２
０％アップ。クラッチの「切る」、「つながる」の動作
がより確実に行えます。良好なレバーフィーリン
グのスプリングをチョイスしているため、快適な
ライディングをサポートします！　適合 APE50、
XR50モタード、APE100 、XR100モタード

強化クラッチスプリング
エイプ用

3336 1,290円

価格（税込）　

800円
1,100円

バレル研磨表面処理
パプロスライド表面処理

4615
4616

適合シリンダー商品ID ■特長
軽量な低フリクションピストンピンです。
両端裏面の肉厚を減らし、軽量化を図ったテーパー仕上げのピストンピン。フリクションロスの
軽減を図った仕様です。タイプＺピストンや汎用ピストンに使用可能です。
■仕様φ13×38mm、重量 19g
■生産国 日本

※注意 タイプZシリーズ用鍛造ピストンはサイズが異なるため使用不可です。

商品ID 価格（税込）　

2,160円
2,160円

ゴールド
ブルー

1992
1993

2,160円
2,160円

レッド
シルバー

1994
1995

カラー ■特長
モンキークラッチカバー対応のビレッド加工が施されたクラッチカバーです。
カラフルな4色からお好みのカラーをチョイスできます。
■適合
モンキー、カブ、ダックスなど
※マニュアルクラッチエンジン全年式対応

プライマリードライブ・ドリブンギアを交換せずそのまま使用
するため、1時減速比は変わりません。ノーマルの遠心クラッ
チで滑ってしまうパワーでも確実に駆動力を伝達します。
適合 ダックス50 AB26
スーパーカブ50/プレスカブ50（FI車） AA01-1700001～
リトルカブ（FI車） AA01-4000001～

12Vカブ系スーパークラッ
チキット遠心クラッチ仕様

5544 6,500円

純正スクリーンオイルフィルターで
す。
純正品番15421-035-010

ホンダ純正スクリーン
オイルフィルター

2721 325円

有効長63.4mmのレーシング仕様のアルミ
製セラミックシリンダー。12V（一部、6V最終
型シリンダー含む）エンジン向け、タイプZシ
リーズシリンダー互換性パーツ。当セラミック
シリンダーを使用いただくことで、スチール製
ガスケット（厚さ0.25mm)を使用可能。

タイプZモンキー88ccセラ
ミックシリンダーGTS-RS

5102 6,800円

低フリクションピストンピン両端テーパー

アルミ製クラッチカバー
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販売中のLoncin社製エンジンを純
正ハーネスへカプラーオンできるコ
ネクター。配線加工が不要となり、
カプラーオンが可能。

ホンダ純正１２Ｖハーネ
ス用変換コネクター

1840 1,030円

340円

340円

580円

1,320円

250円

432円

6,800円

純正右シリンダーヘッドサイドカバーで
す。モンキーの6V後期型～12Vキャブ
レター車へご使用が可能です。
適合　6V後期型モンキー
12Vモンキー、ゴリラ
12Vダックス(AB26)JAZZ

ホンダ純正右シリンダー
ヘッドサイドカバー12V用

5737 1,134円

ジェネレーター皿ネジ、予備用とし
て。
適合 モンキー、ダックス、シャリィ、カブ
内容品　皿ネジM6×16 5ヶ

ジェネレーターベース用
皿ネジ 5本入り

5162

当社発売のキットバイク用ハーネス
とモンキー、ゴリラAB27エンジン
(キャブレター車に限る)をカプラー
オンさせるための専用コネクター。
煩わしいコネクター加工を省きたい
お客様にお薦めです。

12Vモンキーエンジン
配線変換コネクター

3022 1,030円

純正カムスプロケット用M5ノック
ボルト2本入りです。
純正品番 90083-GB6-911・・・2ケ

ホンダ純正カムスプロケット
用M5ノックボルト2本入り

4675

フライホイールセンターナットワッ
シャー。ホンダモンキー6/12V(FI
含む)へご使用が可能。4Lモン
キー、エイプは使用できません。
純正品番 94050-1000
90410-HC4-000

ホンダ純正フライホイール
センターナットワッシャー

4562 250円

モンキー、ダックス、シャリィ、カブ等
のエンジンに取り付け可能なドレン
プラグです。スチールメッキの頑丈
なドレンプラグです。極太ネオジウム
磁石の強力な吸引力で鉄系不純物
を吸着します。

強化タイプドレンプラグ
メッキ

4156

モンキー系横型エンジンにご使用が可能
なムチェーンガイドローラー。
ステンレス素材を削り出し六角頭をテーパ
ー状の仕上げ。ローラープーリー部分は高
精度のマシニング旋盤を駆使した製品。
付属品 アルミ製ワッシャーM8 1ヶ

カムチェーンガイドローラー
ピンテーパー仕様

3983 980円

純正右シリンダーヘッドサイドカ
バー。適合車欄に記載の6V車へご
使用が可能です。信頼性の高い純正
部品。6V専用のため、12Vへは取り
付け不可。
純正品番 12331-035-000

ホンダ純正右シリンダー
ヘッドサイドカバー

2576

６Ｖエンジン専用、
※１２Ｖはフィンの形状が異なりま
すが、ご使用が可能です。FI車は適
合不可です。
純正品番 12301-035-000

ホンダ純正６Ｖヘッドカバー

2577 1,130円

海外生産のLoncin製、Lifan製125cc
エンジン用カムスプロケットカバー。
125ccLoncin製、Lifan製エンジン用。
カラー クロームメッキ
カバー外径 φ80mm（ホンダ製エン
ジン外径φ70㎜）

125ccエンジン用
カムカバーメッキ

0874 930円

モンキーエンジン向けマフラース
タッドボルト。ステンレス製で腐食に
強く、六角レンチ（3mm）で取り付け
が可能。タイプZシリンダーヘッドに
も使用が可能。
入り数　M6×35 2ヶ

ステンレス製マフラー
スタッドボルト

4221

純正タペットカバー　
純正品番12361-035-000
適合 モンキー、ゴリラ、ジャズ全車
種、シャリ全車種、マグナ50 
(AC13)、CD50、ベンリィ50Sなど

ホンダ純正タペットカバー

315円

ホンダ純正カムスプロケットカバー。
カムスプロケットカバーガスケットは
付属しません。
純正品番 12341-065-920

ホンダモンキー用
カムカバー

2461 1,310円

横型エンジン向けマフラースタッド
ボルトです。一般的な6、12Vエンジ
ンに使用可能。タイプＺシリンダー
ヘッドにも使用が可能。２本入り。
M6×全長32mm

ホンダ純正
ボルトスタッド6×32

2460 302円

純正シリンダーヘッドサイドカバー用ステンレ
ス製ボルトセット。シーリングワッシャー付属。
内容品
SUS製キャップボルトM6×110 1ヶ
SUS製キャップボルトM6×20 2ヶ
銅ワッシャーM6 1ヶ

シリンダーヘッドサイドカバー
用ステンレス製ボルトセット

純正カムチェーンカバーボルトとク
ラッシュワッシャーのセット。
付属のクラッシュワッシャーは最高
のオイル滲み防止効果を発揮する
厚さ2mmです。

ホンダ純正モンキー
カムボルト

4674

モンキー用ステンレス製クランクケース
ボルトセットです。
内容 M6×50 1ヶ、M6×60 2ヶ、
M6×65 4ヶ
適合 5Lモンキー全般、ゴリラ全般、FIモンキー

モンキーステンレス製右ク
ランクケースボルトセット

3221 775円

純正12Vモンキー、ゴリラ用ジェネ
レーターカバー。
適合 モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 
2000001～/AB27 1000001～
1899999
純正品番 11341-165-920

ホンダ純正１２Ｖモンキー
ダイナモカバー

2374 6,580円

5161 900円

純正ポイントカバー。
適合 モンキー Z50J-1300000～
1885477
純正品番 11341-120-020

ホンダ純正左ポイントカバー

2436

純正12Vダックス用ジェネレーター
カバー。
適合 STダックス50s AB26
純正品番 11341-GB2-910

ホンダ純正12Vダックス
カバーＬクランクケース

3037 5,400円

■特長
シリンダーヘッド左側のカムカバーガスケットです。ホンダ純正ヘッドφ61、海外製125cc用φ72の
2サイズがあります。ガスケットの内径を計測の上、ご注文ください。
■生産国
日本

■特長
ホンダモンキー系エンジン用のアルミ製ジェネレーターカバーです。車両カラーに合わせてお好きな
カラーリングを選択できます。
■仕様　アルミ製、塗装仕上げ
■適合エンジン 12Vモンキー、ダックスエンジン用、Loncin、Lifan社などの横型エンジン用 
※上記適合エンジンに記載があっても、エンジンタイプによっては適合しない場合があります。また
スイングアームピポットボルトと干渉する場合はケースを一部削ってください。　　

商品ID カラー 価格（税込）　

620円
620円

1834
1617

レッド
シルバー

商品ID 内径 価格（税込）　

210円
210円

2423
2424

72mm
61mm

商品ID カラー 価格（税込）　

2,850円
2,850円

5510
5511

シルバー
ブラック

620円1618 ゴールド
620円1619 ブルー

■特長
アルミ製ボルトにマグネットを装備、エンジン内部の鉄系不燃物を引き寄せ、クランクケース内を
浄化する事が可能です。
■仕様
ボルトサイズ M12×P1.5
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ、カブなど。

2578

ジェネレーターカバー

ヘッドサイドカバーガスケット

ドレンプラグマグネット集塵吸引機能付き
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2,450円

105円

3,272円

180円

2,830円

1,100円

ギャシフトスピンドルCOMPです。
車名 ダックス50/70
型式 ST50/70
その他型式 ATC70 CT70 Z50 
C50等
互換品番 24610-098-730

ギャシフトスピンドルCOMP

5711

角穴フラットスクリューは、純正品のプ
ラスネジより破損しにくいネジ。クラッチ
アウターカバーの取り外しの際に交換
をお薦めします。
FIモンキーは使用不可
六角穴フラットスクリューM5×10 4ヶ

クラッチカバー交換用
強化ネジ

3222 210円

純正チェンジペダルラバー単体。取
り付け方法：熱湯に入れてやわらか
くしてから、径の大きい方から入れ
てください。
純正品番 95011-40000

ホンダ純正チェンジペダル
ラバー

2071

純正キックペダルラバー単体。取り
付け方法：熱湯に入れてやわらかく
してから、径の大きい方から入れて
ください。
純正品番 95011-51000

ホンダ純正キックペダル
ラバー単体

2072 105円

純正キックシャフト。交換の時はオイルシール
の交換も行ってください。
適合  Z50A/Z50Z、Z50J 1000001-1195595、
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017
～1510400
純正品番 28251-141-000

ホンダ純正キックシャフト

2816 2,960円

12Vモンキー、ＦＩモンキーに適合
します。
純正品番 28251-086-701

ホンダ純正キックシャフト
スピンドル

5490

モンキー、ダックス、シャリィ用カウ
ンターシャフト。12Ｖ車へ適合しま
す。
純正品番  23221-065-020

ホンダ純正カウンター
シャフト

4996 3,680円

純正ジェネレーターＯリングセット。
適合 ホンダモンキー全般、シャリィ ６Ｖ 
CF70 1000002-2599988、ダックス 
６Ｖ ST50-6300000

ホンダ純正ジェネレーター
Ｏリングセット

3609 720円

カムチェーンテンショナーの先に付
くゴム。 
純正品番 14566-086-030
適合 モンキー、ゴリラ、シャリィ、
ダックス

ホンダ純正ヘッドカムチェン
テンショナープッシュロッド

2920

適合 Z50A、Z50AK1、Z50AK2、
Z50AK3、Z50AK4、Z50AK5、
Z50AK6、Z50AK7、Z50AK8、
Z50AK9、
互換適合品番 28251-035-065

キックスタータースピンドル

5413 2,600円

取り扱い中のLoncin社製エンジン用
クッションサポート。振動等によるダ
メージを受けやすいため、定期的な
交換を推奨。使用可能なエンジンは
適合エンジンにてご確認ください。
適合エンジン 0311

エンジンマウントクッション
サポート

5615 1,100円

純正自動遠心クラッチセンター。自動
遠心クラッチの場合クラッチセンター
が破損する可能性あり。その場合はこ
の部品を交換して下さい。特に4Lモン
キーの場合には破損の可能性大です。
純正品番  22120-040-030

ホンダ純正
自動遠心クラッチセンター

2815

遠心クラッチでキロ数走っているエ
ンジンはクラッチプレートＡの交換
をオススメします。
適合 Z50A/Z50Z、
純正品番 22310-GB0-910

ホンダ純正モンキーZ50Z/Z50A 
5専用クラッチプレートA

2772 805円

6Vダックス4速ロータリーからリタ
ーンへ変更するキット。簡単な図面
を付属しています。

ホンダ純正ダックス4速ロータ
リーをリターンへ変更するキット

5155 12,825円

5,900円

当社取り扱いのLifan社製125cc
エンジン用クラッチセットです。
分解・組み立て時にガスケット交換
が必要となります。取り扱い説明書
は付属しません。
適合 0314 Loncin社製125cc

Lifan社製125ccエンジン用
クラッチセット

5957

当社取り扱いのLifan社製125ccエン
ジン用クラッチセットです。分解・組み
立て時にガスケット交換が必要となり
ます。取り扱い説明書は付属しません。
製品ID 0311 Loncin社製125cc
製品ID 0313 Loncin社製125cc

Loncin社製125ccエンジン用
クラッチセット

5956 6,800円

4速用ダックス、6Vゴリラ、モンキーを4速トッ
プクロスミッションギアへ変更するパーツ。
適合 6V DAX ST50/70
モンキー 3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー 2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400

ホンダ純正４速トップクロス
ミッションギアセット

2817 9,400円

シャリィエンジンサポートクッション。
振動防止のためのクッションマウント。
入り数 2ヶ
純正品番 11800-124-000 2ヶ

ホンダ純正シャリィエン
ジンサポートクッション

2909

樹脂製フィーラーキャップ。モンキー
純正フィーラーゲージよりも長い仕
様。ホンダ系ミニバイクエンジン用。
蓋裏面からゲージ先端まで75mm。
適合 モンキー、ゴリラ,シャリィ、ダックス

フィーラーキャップ有効長
75mm

5383 450円

純正モンキーオイルレベルゲージで
す。Oリングが付属します。
純正品番 15650-098-730

ホンダ純正モンキーオイル
レベルゲージ

2076 600円

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,300円

5062
5063

APE50、XR50モタード
APE100、XR100モタード

適合 ■特長
エンジンオーバーホール用に必要な必要個数がセットです。50、100用の2タイプをご用意しています。
■APE100用セット内容
φ8×14 2ヶ、φ10×16 4ヶ、φ10×16（穴貫通）2ヶ、φ12×20 2ヶ
■APE50用セット内容
φ8×14 2ヶ、φ10×16 6ヶ、φ12×20 2ヶ 

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,230円

ゴールド
ブルー

2401
1,230円レッド2400

2402

カラー

商品ID 価格（税込）　

130円
130円

3186
3187

8×14
8×12

サイズ

2ケ
2ケ

入り数

94301-08140
94301-08120

ホンダ純正品番 ■特長
ホンダモンキーの腰上、腰下共に使用が可能なノックピンです。
■入り数
2ヶ

アルミ製ゲージ付きフィーラー

APE、XRモタード用ノックピン

ホンダ純正ノックピン各種

■特長
アルミ製フィーラーキャップです。摘み部は握りやすく、スタイリッシュなデザ
インです。カラフルでカスタムにお薦めのパーツです。
■付属品
 Ｏリングパッキン
■適合
モンキー、ダックス、カブ等※1次側クラッチエンジン専用 
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商品ID 価格（税込）　

2,300円
1,790円

5654
5655

ダックス70ガスケット腰下・腰上セット
ダックス70ガスケット腰上セット

商品名

4316 4317 4209

商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,300円

4316
4317

49ccマニュアルクラッチ車用/BAJA/JAZZ/CD50/CL50
12VダックスAB26/49cc遠心クラッチ/SOLO/CRF50F

商品名

2,050円4209 12VダックスAB26・マニュアルクラッチ車/腰下のみ

純正モンキーバルブスプリング。
日本発条株式会社製造のバルブス
プリング。
純正品番 14751-GK4-761

ホンダ純正シャリィ
バルブステムシール

4757 432円

発売中の125ccエンジン等に使用
可能なM7スタッドボルト用トップナ
ット。クロームメッキのロング仕様
袋ナットです。オーバーホールにご
使用ください。

シリンダーヘッドトップ
ナットM7セット

5981 1,000円

純正シャリィバルブステムシール
キャップ。
適合 シャリィ CF50-1/K1/K2 
CF70-1/K1/K2
純正品番 14731-028-000

ホンダ純正シャリィ
バルブステムシールキャップ

4758 227円

純正モンキーバルブスプリング。
日本発条株式会社製造のバルブス
プリング。
純正品番 14751-GK4-761

ホンダ純正モンキー
バルブスプリング

5475 286円

モンキー/ゴリラ（12V）
Z50J-2000001～
AB27-1000001～

4138 4138
L19mm

4139
L20mm

4140
L23mm

価格（税込）　

930円

1,060円ＦＩモンキー

3185

3211

適合車

14321-GBG-900

14321-GBJ-M30

純正品番商品ID

28

32

歯数 ■特長
ホンダ純正製品の12V車用カムスプロケットです。　適合車を
確認の上、ご注文ください。
※タイプZ用は3185です。

■特長
オイルポンプ用ドライブシャフトです。6、12Vなど様々なシャフトを
ご用意しています。
オイルポンプの補修パーツとしてご使用ください。

商品ID 価格（税込）　

380円
380円

凸型シャフト
凸型シャフト

4138
4139

460円凸型シャフト4140

形状

１９ｍｍ
２０ｍｍ
２３ｍｍ

全長

3185 3211

4638 4639

商品ID 価格（税込）　

120円
125円

M6
M12

4640
2623

220円M145200

サイズ

ヘッドワッシャー
ドレン

カムチェーン
テンショナー

使用部位 ■特長 
オイル漏れ防止効果を発揮するためのシーリングワッシャーです。 厚さは
2mmです。
入り数 2ヶ
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

800円
1,000円

ショートナット
ロングナット

4638
4639

タイプ ■特長
耐久性のあるステンレス製トップナットとクロームメッキなロング
トップナットをご用意しました。ボアアップと同時にナットの交換を
お薦めします。
■注意
4639に含まれるロングナットはスチールメッキ仕上げです。

■特長
純正エンジンのオイルシールです。オイル漏れ防止に効果を発揮します。
日本製のオイルシールのため信頼性も十分です。
交換の際はシャフト部分のバリをチェックし、シリコングリスを塗布してから
取り付けして下さい。

各種ホンダミニバイク
エンジン用ガスケット。
分解、組み立て時に
ご使用ください。

■特長
ダックス70用ガスケット腰下・腰上セット。旧車レストアにご使用いただけ
るガスケットセットです。
ピストン径 φ47mm
※シリンダーヘッドガスケットのピストンホール穴径φは49.0mmとなって
います。純正のガスケットは48.0mmのため、仕上がり寸法が若干大きめ
です。

商品ID 使用箇所 価格（税込）　

2630
2629
2086
2081

φ13.8×φ24.0×ｔ5
φ17.0×φ29.0×ｔ5
φ18.9×φ30.0×ｔ5

φ11.6×φ24.0×ｔ10 310円
300円
360円
485円

キックシャフトオイルシール
トランスミッションオイルシール
ジェネレーターオイルシール

チェンジペダルオイルシール
サイズ 純正品番

91202-302-010
91203-GB5-761
91202-GE0-015

91208-KB4-671

商品ID 価格（税込）　

3,300円
3,300円

125cc
150cc

5517
5518

3,300円160cc(Loncin、Lifan)5519

適合エンジン

■特長
キックペダルの破壊に対応する補修パーツです。 必ず適合エンジンをご確認
いただきご注文ください。他社や他ショップでのご購入のエンジンについては、
適合確認が取れていません。
■内容品　 
キックスタータースピンドル、キックスターターピニオンギャ、
ラチェットキックスターターギャ、キックスターターリターンスプリング、キック
スターターリテーナー、その他、スラストワッシャー、サークリップ、ワッシャー  

ホンダ純正カムスプロケット

オイルポンプ凸型シャフトドライブ

シリンダーヘッドナットセット

銅ワッシャー

キックスタータースピンドルAssy

ホンダ純正腰下オイルシール

ダックス用ガスケット

ホンダ車ガスケットセット
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96001-06028-00・・・６×２８（１本）、
96001-06035-00・・・６×３５（２本）、
※モンキー（ＦＩ）Z50J9 
AB27-1900001～にはご使用いただ
けません。

ホンダ純正Ｌクランクカバー
コンプ用ボルト３本

2722 165円

油温計ステックタイプ
Loncin125cc/Lifan125cc用

5656 3,420円

605円

810円

1,650円

1,360円

1,450円

1,950円

980円

エンジンブラケット、リアショックブラ
ケット共にアルミＣＮＣ旋盤による削り
出し。後方移動の際に必要な延長ブレー
キケーブル、スロットルケーブルが付属。
適合 ズーマー50 キャブレター車、　
ズーマー50 FI車

ズーマーエンジン後方移動
ハンガー

4854 14,500円

NTN製・型番6905、左右の中で大
きいサイズの方です。
純正品番 91007-GB6-912

ホンダ純正モンキーカムシャフト
用ラジアルボールベアリング

5471 680円

NTN製・型番6902Z、左右の中で
小さいサイズの方です。
純正品番 91008-GB6-912

ホンダ純正モンキーカムシャフト
用ラジアルボールベアリング

5472

モンキースタッドボルトセットは純
正シリンダー、ヘッドの組み合わせ
でご使用可能。
詳細
ショート188mm 2ヶ
ロング196mm 2ヶ

モンキースタッドボルト
セット

4886 1,300円

アルミ製のため軽量、丈夫なシャフト
部が特徴のシフトチェンジペダル。つ
ま先部は可倒式のため転倒時の曲
がりやペダルの折れのリスクを軽減。
適合 Loncin社製125cc、Lifan社
製150cc、CRF50F、XR50R

アルミ鍛造シフトチェン
ジペダル

5667 3,400円

クランク部（交換時は2ヶ必要です）、
適合 Z50J 
P/S/T/V/Y/1/2/3/4/5/6/7、
インジェクション車は適合不可。 

モンキークランク用軸
ボールベアリング6304

5094

トランスミッション部（交換時は2ヶ
必要です）、 適合 Z50J 
P/S/T/V/Y/1/2/3/4/5/6/7/9/
B/C/E、FIの場合、別途ベリング
6001、6201が各1ヶ必要です。

モンキートランスミッション
用ボールベアリング6203

5095 440円

ジェネレーターケースが厚いエンジ
ンの場合でも、取り付け部分が長い
ためカバーとの干渉を避けることが
できる形状です。
カラー クロームメッキ

ギャチェンジシフター

0660 930円

ペダル位置を前後30mmで調整が
可能です。
Loncin/Lifan社製125ccエンジン
設計です。

アルミCNC長さ可変式
チェンジペダル

1728

１２モンキー用のギャチェンジペダ
ルです。
純正品番 24701-165-A10
95011-40000

ホンダ純正モンキー
ギャチェンジペダル

3887 2,340円

ピポット穴センターからペダルのゴ
ム軸芯までの距離が約130mmで
す。キャブレター車リトルカブと比較
して20mmショートです。

カブキックスターター
ペダル・ショート

5382 1,450円

モンキー等のエンジンに適したシフトチェンジペダル。
20mm外側にオフセットしたタイプ。有効
長は約120mmです。モンキー、ゴリラ、ダ
ックスの12V車のジェネレーターカバーに
はピポットシャフト上部付近が干渉します。

シフトチェンジペダル
20mmオフセット

5374

つま先ペダルにリターンスプリング
を内蔵した可倒式。ホンダ12Vモン
キー（キャブレター車）比、15mm
ロング設計のため操作性に優れて
います。

モンキー可倒式ギャシフター

2039 1,080円

モンキーＺ５０Ａ/Ｚ型キックペダル、
純正品番 28300-126-690
適合  モンキー Z50A/Z50Z

ホンダ純正Ａ/Ｚ型用
キックペダル

3610 5,400円

リトルカブ等の純正仕様と同じ形状
のキックスターターです。ピポット穴
センターからペダルのゴム軸芯まで
の距離が約150mmです。

カブキックスターター
ペダル・ロング

5372

モンキーキックスターターペダル
20mmロング仕様です。ロング仕様
で純正よりも少ない力で始動可能。

キックスターターペダル
20mmロング

5373 1,900円

モンキー、ダックスのダウンマフラー
使用時に適した標準的なキックペ
ダルです。
製品詳細
軸径 φ14
カラー クロームメッキ

エンジンキックスターター
可倒式

0388 1,800円

モンキー、ダックスのダウンマフラー
使用時に適した標準的なキックペ
ダルです。
製品詳細
軸径 φ14
カラー クロームメッキ

モンキー可倒式エンジン
スターター

0335 2,160円

6、12Vシャリィシーソーチェンジペ
ダル。
純正品番 24701-141-650

ホンダ純正６・１２Ｖシャリィ
シーソーチェンジペダル

2318 2,370円

カロングアームで力が入りやすい形
状です。シャフトが16mmのエンジ
ン専用。APE50、100に取り付けす
る場合、本製品のスライド部分がフ
ットステップと干渉するため、取り付
け不可（もしくは加工が必要）。

キックスターターペダル
160ccエンジン用

1024

カロングアームで力が入りやすい形
状です。シャフトが16mmのエンジ
ン専用。APE50、100に取り付けす
る場合、本製品のスライド部分がフ
ットステップと干渉するため、取り付
け不可（もしくは加工が必要）。

160ccエンジン専用
キックスターター

1336 2,160円

遠心クラッチシフターチェンジべダ
ル。つま先、かかと両方を使えるため
クラッチスプリングの重さを体感的
に軽減でき、楽なシフト操作が可能。
かかと側シャフトは“くの字”形状に
湾曲しています。

遠心クラッチシフター
チェンジべダル

2125 1,340円

ダックスやシャリーなどにオススメの
エンジンシフトチェンジ。
つま先とカカトでの変則が可能です。
スーパーカブなどに装備されている
パーツ。
Loncin125cc、Lifan125cc用です。

シフトチェンジ

0396

適合 ６Ｖ遠心クラッチモンキー用
純正品番 24701-045-760

ホンダ純正６Ｖモンキー
シーソーチェンジペダル

2237 2,370円

商品ID 価格（税込）　

3,100円
2,850円

3813
4927

クローム
ブラック

カラー

■特長
ロングタイプで高圧縮ピストンエンジンでも安定したエンジン始動が可能です。
ダウンマフラー装着時にキックスターターと他パーツとの干渉を防ぎます。
キックペダルの踏み込み面は滑り止め加工が施されています。
ピポット部は大きめの形状のためバックステップやカブ系は干渉の恐れがあります。
■仕様 
長さ 約280mm、可倒式タイプ
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィなど。 38134927

サーキットキックスターター

125ccエンジンのコンディションチェックやツ
ーリング時の熱害予防に効果的な油温計です。
ゲージのステック部にオイル量を計測す
るため、オイルレベルマーカーを表示し
ています。
適合製品 0311、0313、0314
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クラッチカバーガスケット。高品質
なガスケットを使用。クラッチケー
ブルタイプ車に使用可能。
内容 クラッチカバーガスケット 1ヶ
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

モンキークラッチカバー
ガスケット

2671 195円

モンキー、ダックスなどの腰下オー
バーホール用のOリングセット。オイ
ルシールの装着時はシリコングリス
を布塗してください。
12Vクランクケースオイルシールセ
ットです。

モンキークランクケース
オイルシール

4211 1,400円

4,300円

360円

1,790円

810円580円

モンキー、ゴリラ、ダックスなどホンダのミニバ
イクに幅広く使用が可能なガスケット。
クランクケース分解時、クランクシャフト交換
時など必ず必要となるガスケット。
内容　クランクケースガスケットセンター 1ヶ
クランクケースガスケット右 1ヶ

モンキークランクケース
ガスケットセット

5852 1,065円

メッキスチールのエンジンガードが
取り付けされたダックス（Trail70）
用です。

CT70輸出車ダックス・
ガスケットセット

5365 2,300円

CT90ハンターカブ用のガスケット
セット。
腰下、腰上ガスケットがセット。
適合 ホンダCT90ハンターカブ

CT90ハンターカブ・
ガスケットセット

5366

FIモンキークランクケースセンターガスケット。
適合 モンキー（FI）Z50J-B AB27 2000001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ
適合します。
純正品番 11191-GBJ-M31

ホンダ純正FIモンキー
クランクケースセンターガスケット

5818 853円

日本製のシリンダーヘッドガスケッ
ト。モンキー系のほとんどのエンジ
ンに使用可能です。
互換品番 12391－GW8－680

シリンダーヘッドガスケット

3180 240円

高品質な日本製ガスケットです。
88、106ccボアアップにご使用可
能なφ52mmです。オイル漏れのリ
スクの軽減と、長期間安心してご使
用いただけるガスケットとして評判
です。

φ52シリンダーガスケット

3299

セル付き遠心クラッチ車の腰下ガス
ケットセット。
適合 マグナ50、リトルカブ（FI車は
適合不可）。

マグナ50/リトルカブ遠心
クラッチセル付車ガスケット

5438 2,300円

タイプZヘッド組み込みエンジン用
メタルヘッドガスケット入りのセッ
ト。88、106ccなどのボア径φ52シ
リンダーに使用可能。
メタルガスケット厚み 0.25mm

モンキー８８ｃｃピストン
タイプＺシリンダーヘッド用

4671 1,790円

タイプZ補修部品、12Vボアアップ
キット用の厚さ1.6mmガスケット
セットです。タイプZボアアップキット
組み込みエンジンや88、106ccボ
アアップエンジンに使用可能。

モンキー８８ｃｃボアアップ
用ガスケットセット

4231

CT110ハンターカブ用のガスケッ
トセット。腰下、腰上ガスケットがセ
ット。
適合 ホンダCT110ハンターカブ

CT110ハンターカブ・ガス
ケットセット

5367 3,600円

モンキー８８ｃｃ高圧縮化メタルガス
ケット。ガスケットの厚さは0.25ｍｍ。
ヘッドによっては、バルブとピストンク
リアランスが足りず、接触する可能性
がありますので、ご注意ください。

φ52シリンダーヘッド
メタルガスケット

2676 565円

お好みのサイズにガスケットを切り
出したりして、自作できる便利な
シートガスケットです。
詳細　厚さ 約0.50mm、
サイズ A4サイズ（210×297mm）
ノンアスベスト、カラー  グレー系

ガスケット自作二輪車用
シートＡ４サイズ

3301 930円

純正ガスケットＲクランクカバー
用、強化オイルポンプ交換などの
際に便利なガスケットＲクランク
カバー単体。
純正品番 11394-GW8-681　
※11394-GW8-680の後継製品です。

ホンダ純正ガスケットR
クランクカバー用

2458

日本生産の右側クランクケースガス
ケット。品質にこだわった国産ガス
ケット。強化オイルポンプ交換など
の際に必要なクラッチケース用ガス
ケット。モンキー、ゴリラ、シャリィ、
ダックスエンジンに使用可能。

日本製クランクケース
ガスケット

3181 610円

比較的厚めのシリンダーヘッド
ガスケット。
詳細
厚さ 1.6mm
ピストンサイズ φ52mm

φ52シリンダーヘッド
ガスケット

4210

商品ID 価格（税込）　

2,400円
2,400円

4312
4313

腰下ベースガスケット
腰下ベースガスケット

商品名

APE50/XR50
APE100/XR100/NSF100 

1,600円
1,600円

5261
5262

腰上φ54シリンダーガスケット
腰上φ57リンダーガスケット

APE50/XR50
APE100/XR100/NSF100 

車種

■特長
当社取扱いエンジンのガスケットセットです。腰下、腰上がセットになったオーバーホール用、
もしくはオイル漏れ時の補修部品としてお薦めです。
※他社販売のエンジンについては、同型式エンジンであっても不適合の場合があります。

■特長
クランクケースガスケットセット3点セット、ボアアップシリンダー用
ガスケットセットです。
エイプやXRモタードエンジンの分解、組み立てにご使用できます。

4313 5262※注意 5261、5262はボアアップ用ガスケットです。

1485

旧車レストアにご使用いただけるガスケットセットです。

腰下・腰上セット例 腰上セット例

商品ID 価格（税込）　

1,650円
2,010円

1485
1233

125cc/クラッチ付き
125cc/クラッチ付きセル付き

排気量/タイプ

2,010円1234

0311
0313
0316 150ccクラッチ付き

適合エンジン

商品ID 価格（税込）　

2,300円
1,790円

カブC50ガスケット腰下・腰上セット
カブC50ガスケット腰上セット

5646
5647

2,300円
1,790円

カブC70ガスケット腰下・腰上セット
カブC70ガスケット腰上セット

5648
5649

2,700円
2,190円

カブC90ガスケット腰下・腰上セット
カブC90ガスケット腰上セット

5650
5651

2,300円
1,790円

カブC100/C100Eガスケット腰下・腰上セット
カブC100/C100Eガスケット腰下・腰上セット

5652
5653

商品名

APE・XRモタードガスケットセット

輸入エンジン用ガスケットセット

カブ用ガスケット各種
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5,886円

2,800円

2,290円

780円

28,320円

9,200円

435円

875円

Loncin社製125ccエンジン用ギャ
ドラムシフトAssy。Loncin社製
125ccエンジンのアフターパーツ。
適合エンジン 0311.0313、ローか
ら11T、17Ｔ、22Ｔ24Ｔです。

Loncin社製125ccエンジン
用メインシャフトAssy

5635 3,600円

FIモンキーカムシャフト。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ
適合します。
純正品番　14100-GBJ-M30

ホンダ純正FIモンキー
カムシャフト

5810

FIモンキーロッカーアームシャフト。
IN側、EX側どちらにも使用可能です。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 14451-GBJ-M30

ホンダ純正FIモンキー
ロッカーアームシャフト

5811 442円

カムチェーンチェンテンショナーローラー。
詳細
φ34.4×W9.0mm
互換品番 14502-086-000

カムチェーンチェンテン
ショナーローラー

5408 640円

Loncin社製125ccエンジン用ギャ
ドラムシフトAssy。Loncin社製
125ccエンジンのアフターパーツ。
適合エンジン 0311.0313、サーク
リップ、スプラインワッシャー類は付
属します。

Loncin社製125ccエンジン
用ギャシフトドラム

5632

Loncin社製125ccエンジン用ギャ
ドラムシフトAssy。Loncin社製
125ccエンジンのアフターパーツ。
適合エンジン 0311.0313、ローか
ら22T、26Ｔ、29Ｔ35Ｔです。

Loncin社製125ccエンジン用
カウンターシャフト

5638 3,600円

オイルポンプドライブ。
適合 CT110
詳細 シャフト部φ9.9×ギャ部
φ60.3×W101.7mm
互換品番 14670-028-000

オイルポンプドライブ

5410 2,300円

カムチェーンテンショナー。
適合 CL90、CM91、CT110、
CT90、ATC90、ATC110、S90、
SL90、ST90
互換品番14500-096-020

カムチェーンテンショナー

5411

カムチェーンスプロケットガイド。
適合 C70、CL70、CRF50、CT70、
XL70
互換品番14670-035-030

カムチェーンスプロケット
ガイド

5412 1.100円

88cc（φ52mm）ボアアップから
108ccへ排気量アップが可能です。
ストローク 51mm、
クランク全重量 約1945g

12Vモンキークランク
シャフト・ストローク51mm

5406 11,500円

カムチェーンガイドローラー。
詳細
φ44.3×W11.6mm
互換品番14610-086-013

カムチェーンガイド
ローラー

5409

カブC90/MD90カムチェーンガイ
ドローラー。
詳細
φ49.8×W11.4mm
互換品番 14610-105-690 

カブ C90/MD90カム
チェーンガイドローラー

5407 890円

純正モンキークランクケースセット。
適合 Z50J-4Ｚ、50J-5、Z50J-6、
Z50J-7、左クランクケース 
11200-GB4-020右、クランクケー
ス 11100-GB4-01

ホンダ純正モンキー
クランクケースセット

4116 32,400円

モンキー、ダックス、シャリィ用Lクランク。
2.6PS（6V）車用50JE-1323947
～1588888　
純正品番 13000-087-000

ホンダ純正6Vクランク
シャフトLクランク

4998

カムシャフトは両端ボールベアリン
グ支持を採用しカムシャフトジャー
ナル部の摩擦抵抗を低減。

Loncin社製125ccエンジン
用クランクシャフト

5641 7,300円

12Vモンキーを88から110ccへ排
気量アップさせることが可能。ノーマ
ル（純正）クランクケースにボルトオ
ンが可能。ロングストロークタイプ
のクランクシャフト。
FIモンキーは適合不可

ミニモトスーパークランク
シャフト52mm

5538 11,500円

6Vダックス用クランクシャフト。
詳細
ストローク 41mm
クランク全重量 約1845g

6Vクランクシャフト・
ストローク41mm

5405

純正右クランクケースカバー。
シルバー塗装、クラッチ付きエンジン用。
アルミ製フレームマウントに取り付ける際に必
要になるボルトセットにメッキを施しました。
純正品番 11330-165-951
（旧品番11330-118-671）

ホンダ純正右クランク
ケースカバー

2574 11,660円

エンジン取付ボルトのロングとシ
ョート。
適合 CF70 1000002-2599988 ６Ｖ

ホンダ純正シャリィ用エン
ジン取付ボルト２本セット

2551 1.500円

ダウンマフラー仕様にご使用くださ
い。ノーマルエアクリーナーは無し。
付属の平ワッシャーは両側に入れて
ください。
適合 ST50 Z、ST70 Z
廃盤部品は日本製部品に変更しました。

ホンダ純正ダックス
エンジンボルトセットその１

3009

ST50、70 K1-4迄アップマフラー、
ノーマルエアクリーナーケース有り
の車体

ホンダ純正ダックス
エンジンボルトセットその２

3010 1,220円

純正ボルトA・Bシリンダースタッド。
1台分のシリンダースタッド。
適合 モンキー/ゴリラ（12V） 
Z50J-2000001～/AB27-1000001～
※FIモンキーには使用できません。

ホンダ純正モンキーボルト
Ａ・Ｂシリンダースタッド

3290 1,460円

適合 モンキーアルミフレーム3cm
ロングNO0111、モンキー3cm
ロングアルミCNCフレーム
NO0414。
アルミ製フレームマウントに取り付ける際に必
要になるボルトセットにメッキを施しました。

エンジンボルトクローム
メッキアルミフレーム用

4240

スチール製フレームマウントに取り
付ける際に必要になるボルトセット
にクロームメッキを施しました。
スチール製フレーム用。

エンジン装着ボルトクローム
メッキスチールフレーム用

2182 875円

商品ID 価格（税込）　

1,750円
1,750円

0313
0311

5628
5629

適合エンジン ■特長
当社取り扱いのLoncin社製125ccエンジン用ギャシフトアームAssyです。
Loncin社製125ccエンジンのアフターパーツとして発売中です。分解・組み立
て時にガスケット交換が必要となります。
■注意
メインシャフト単品のため、別途ガスケット類、オイルシール類が必要となります。
サークリップ、スプラインワッシャー類は付属します。

クラッチレバーCOMP

Loncin社製125ccエンジン用ギャシフトアーム

商品ID 価格（税込）　

2,100円
2,100円

0311/0313
0316/5035

5584　
5585

2,100円26285586

適合エンジン ■特長
クラッチレバーCOMPのアフターパーツです。ノーマル部品の交換品として
ご使用いただけます。
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2,073円

4,265円

580円

2,800円

2,235円

3,400円

1,200円

FIモンキーLクランクケースカバーボルト4ヶ入り。
ノックピン、キャップ、Oリングは付属しません。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。

ホンダ純正FIモンキーLクランク
ケースカバーボルト4ヶ入り

5814 232円

FIモンキーシリンダーベースガスケット。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ
適合します。
純正品番　12191-GBJ-M31

ホンダ純正FIモンキーシリンダー
ベースガスケット

5809 410円

FIモンキーバルブロッカーアーム。
IN側、EX側どちらにも使用可能です。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番　14430-GBJ-M30

ホンダ純正FIモンキーバルブ
ロッカーアーム

5812

FIモンキーLクランクケースカバー。
ノックピン、キャップ、Oリングは付属しません。
シルバー塗装のため、Z50J-9、Cのエンジン
カラーリングです。
適合　モンキー（FI）Z50J-9、C
純正品番　11341-GFL-J40

ホンダ純正FIモンキーLクランク
ケースカバーシルバー塗装

5813 7,398円

FIモンキーシリンダーヘッドラバーマウ
ント 2ヶ。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生産
のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 90543-MV9-670 合計2ヶ

ホンダ純正FIモンキーシリンダー
ヘッドラバーマウント2ヶ入り

5806 367円

FIモンキーシリンダーヘッドカバー&
パッキンセット。シリンダーヘッド分解時
に便利なパッキンをセットにしました。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生産
のモンキー（FI）へ適合します。

ホンダ純正FIモンキーシリンダー
ヘッドカバー&パッキンセット

5807

FIモンキーシリンダーヘッドメタルガスケット。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ
適合します。
純正品番 12251-GBJ-M31

ホンダ純正FIモンキーシリンダー
ヘッドメタルガスケット

5808 820円

72ccボアアップ補修部品、ダック
ス70φの補修部品として使用可能
です。
適合シリンダーサイズはφ47mm
のガスケット、パッキンセットです。

72ccガスケットパッキン
セット

5798 1,790円

72ccボアアップ補修部品、ダックス70φの補修部品と
して使用可能です。適合シリンダーサイズはφ47mm
のペーパー製シリンダーヘッドガスケットです。
セット内容
シリンダーヘッドガスケット/シリコンコーキング 
(72cc用/ガスケットφ47.5mm) ペーパー製 1ヶ

72ccシリンダーヘッドガスケット
/シリコンコーキングタイプ

5799

FIモンキーガスケットヘッドカバー 1ヶ
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。
純正品番　12391-GFL-J40

ホンダ純正FIモンキー
シリンダーヘッドガスケット

5805 648円

耐久性に優れたスチール製の頑丈な
シリンダー、シリンダーヘッド交換が不
要なボアアップキットです。
シリンダーヘッドの交換は不要で、パワ
フルなトルクとスムーズな回転の立ち
上がりが際立つボアアップキットです。

タイプZボアアップキット
72ccストリート用

5795 8,550円

タイプZボアアップキット72ccシリ
ンダー用のピストンセットです。
軽量ピストンピン、RIKEN製リング、
ピストンクリップがセットです。
軽量化のため内面両サイドにテー
パー加工済みです。

タイプZボアアップキット
72ccピストンセット

5796

72ccシリンダー用、適合ピストンサイズ
はφ47mmのピストンリングセットです。
リングの厚みはセット内容記載のサイズ
にてご確認ください。
セット内容
RIK製ピストンリング (トップ1.0mm/
セカンド1.0/サード2.0 Φ47) １セット

72ccピストンリングセット

5797 1,900円

アルミ製のため軽量、丈夫なシャフト部が特徴
のシフトチェンジペダルです。つま先部は可倒
式のため転倒時の曲がりやペダルの折れのリ
スクを軽減します。エイプへ使用が可能です。
適合  エイプ50/100 XR50/100モタード

アルミ鍛造エイプ/XRモタード
シフトチェンジペダル

5726 3,400円

シャリィ用のキックスターターペダルです。
CF50の純正ペダルと比較してピポットか
らゴムまでが15mmロングの設計です。
適合 CF50 2型、K2-2型、K2-3型、
CF70 2型、K2-2型、K2-3型

CFシャリィ用
キックスターターペダル

5742

ハンターカブCT110用のキックスター
ターペダルです。ペダルの角度や主軸回り
の取り回しはほぼ純正と同じです。
適合　ハンターカブCT110
※ミッション側シャフト径が約16mmに
取り付けが可能です。

ハンターカブCT110キック
スターターペダルブラック

5747 2,300円

アルミ製のため軽量、丈夫なシャフト部
が特徴のシフトチェンジペダルです。つ
ま先部は可倒式のため転倒時の曲がり
やペダルの折れのリスクを軽減します。
CRF50F/XR50Rに使用が可能です。
適合　CRF50F、XR50R

アルミ鍛造CRF50F/XR50R
シフトチェンジペダル

5724

アルミ製のため軽量、丈夫なシャフト部が特徴のシフト
チェンジペダルです。つま先部は可倒式のため転倒時
の曲がりやペダルの折れのリスクを軽減します。マニュ
アルクラッチ車モンキー/ゴリラへ使用が可能です。
適合　マニュアルクラッチ車モンキー/ゴリラ
※FI車、6V車遠心クラッチ車は適合不可です。

アルミ鍛造モンキー/
ゴリラシフトチェンジペダル

5725 3,400円

カブ、シャリィ系エンジンにお薦めの
キックスターターペダルです。
純正シャリィペダルと比較して、ゴム
ペダル部が外側にあるため、ダウン
マフラーを装着のカスタム済み車に
お薦めです。エンジン側ピポットとゴ
ム部芯で約140mmほどあります。

カブ系キックスターターメッキ

5699 1,200円

カブ、シャリィ系エンジンにお薦めの
シフトペダルです。
つま先側がゴム棒タイプです。

遠心クラッチエンジン用
シフトペダルメッキ

5700

モンキー、ゴリラのマニュアルクラッチ
車に使用が可能。純正よりもペダルゴ
ムの位置を10mm前方寄りにしたこと
で、シフト操作の負担を軽減できます。
インジェクション車はカバーが干渉す
るため取り付け不可。

モンキーシフトチェンジペダル
ブラック

5719 1,450円

商品ID 価格（税込）　

1,400円
1,400円

Loncin125cc & 純正レバー
Loncin125cc & アジャスターレバー

5540
5583

1,400円Lifan150cc5541
1,400円Lifan160cc5542

組み合わせ ■特長
クラッチケーブルアウターガイドホルダーのアフターパーツです。
当社発売のエンジンにご使用が可能です。125cc用は使用されるレバー
タイプにより2タイプをご用意しています。

クラッチケーブルアウターガイドホルダー

1,265円

12Vモンキー、ゴリラのクランクケースカバーへ使用が可能
なステンレス製ボルトセット。クラッチの交換やオーバーホー
ル時にお薦めのボルトセット。FIモンキーは適合不可です。
適合 モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/
AB27 1000001～1899999

12Vモンキー用クランク
ケースカバーボルトセット

5931

４速用ダックス、６Ｖゴリラ、６Ｖモン
キーを４速トップクロスミッションギ
アへ変更するパーツ。６V車両のス
ピードアップ化に必至のパーツ。

ホンダ純正４速トップクロス
ミッションギアセット

2817 9,400円

5583 5542
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3,500円

1,950円

3,900円

6,100円

2,880円

2,880円

1,440円

3,600円

FIモンキーエアクリーナーエレメントです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。
純正品番 17211-GFL-J40

ホンダ純正FIモンキー
エアクリーナーシール

5834 286円

付属アタッチメントにより、ポート口
径を更に2サイズ（全3パターン）へ
変更が可能。付属のポート変換アタ
ッチメント内径φ16、22mmを使用
すれば各種シリンダーヘッドに対応。

モンキーマニーホールド可
変アタッチメント

1766 3,200円

シャリィ用インテークマニーホール
ドロング可変アタッチメント。付属の
ポート変換アタッチメント内径φ16、
22mmを使用すれば各種シリン
ダーヘッドに対応。全高は48mm。

シャリィマニーホールド可
変アタッチメント

1551

ハイパワーエンジンに適していま
す。ポイントで高出力を発揮せきる
キャブレター。
メインジェット #95
スロージェット #15
マニホールド側内径 φ25

ミクニVM22キャブレター

0342 5,100円

インテークマニーホールド吸気面を
磨き上げ済み。
適合キャブレター 京浜PE24
キャブレター側 25mm
エンジン側 21.5～23mm

エイプ用インテークマニー
ホールド

2033

VM系キャブレターに最適なバンド
締めタイプ。
キャブレター取付け口径φ35mm
マニーホールド吸気側口径φ27mm
マニーホールド排気側口径φ25mm

インテークマニーホールド＆
インシュレーター3段可変タイプ

2978 1,950円

INポート φ25.5(mm)、OUTポート
φ22(mm)、キャブレターの変更に
伴い別途、外付けコック、取り付けス
テーが必要となります。

PC20カブマニーホールド
セット

4939 3,400円

49ccエンジンに最適なキャブレタ
ー。ハイカム仕様のエンジンにお薦
めです。
マニーホールド取り付けP/T48mm
インマニ結合ポートφ18mm
フィルター取り付けφ35mm

ミクニVM16キャブレター

5042

高性能なエアフィルターへマイナーチェ
ンジ。付属品には取付けに必要なマニー
ホールド、ガスケット類が含まれます。
VM22はミニバイクカスタムで圧倒的な
人気を誇るキャブレター。当社にて高性
能な付属パーツをセット。

ミクニVM22キャブレター＆
エアフィルタースタータキット

1742 6,400円

ミクニ製キャブレターVM24キャブ
レター本体。
エアフィルター取り付け口径 φ43
インテークマニーホールド側内径 φ28
メインジェット ＃97.5（6×9）
スロージェット ＃17.5（4×9.5）

ミクニVM24キャブレター

1610 8,300円

ミクニ製ＶＭ26キャブレター本体。
マニーホールドは現在取り扱いが
ありません。
メインジェット ＃１００（ジェットサイズ 8×9mm）
スロージェット ＃２０（ジェットサイズ 5×28mm）

ミクニVM26キャブレター

0780

INポート φ25.5(mm)、OUTポート
φ23.5(mm)、純正フレームに干渉
なく取り付けできるマニーホールド
です。

モンキーマニーホールド
セットPD22/PTG

4938 3,520円

KEIHIN PWK28又はOKO社製フ
ラットキャブレター専用シャリィフ
レーム用マニーホールドセット。
キットバイクフレーム(125ccエン
ジン仕様)、純正フレーム(CF50/CF70)
に適合。

PWK28.OKOシャリィ
マニーホールドセット

4598 3,100円

ホンダモンキー系カスタムエンジン
おいて、ハイパフォーマンスを発揮す
るためのインマニです。パイプ長は必
要最低限の長さに抑えられ、吸気効
率を損なわない設計です。仕様 吸気
側口径 φ２４、排気側口径 φ２１

インテークマニーホールド＆
ガスケットタイプＣ

3339

インテークマニーホールド＆イン
シュレーターセット。VM系キャブレ
ターに適したバンド締めタイプ。
キャブレター側 φ35mm
エンジン側 φ25mm

インテークマニーホール
ド＆インシュレーター

1010 1,900円

ホンダモンキー系カスタムエンジン
おいて、ハイパフォーマンスを発揮す
るためのインマニです。パイプ長は必
要最低限の長さに抑えられ、吸気効
率を損なわない設計です。仕様 吸気
側口径 φ２４、排気側口径 φ１６

インテークマニーホールド＆
ガスケットタイプA

3337 2,880円

ホンダモンキー系カスタムエンジン
おいて、ハイパフォーマンスを発揮す
るためのインマニです。パイプ長は必
要最低限の長さに抑えられ、吸気効
率を損なわない設計です。仕様 吸気
側口径 φ２２、排気側口径 φ２２

インテークマニーホールド＆
ガスケットタイプＢ

3338

IN φ22(mm)、ＯＵＴφ22(mm)。
88cc以上のヘッド推奨です。
Zシリンダーヘッド、純正フレーム
(CF50-1000001～)に適合します。

PC20シャリィ
マニーホールドセット

4597 2,600円

ミクニ製ＶＭ２２用に設計されたインテークマ
ニーホールド。販売中のＶＭ２６への取り付け
は、パイプインレット内壁をリューターで削るこ
とをお奨めします。販売中のＶＭ２４はラバーイ
ンシュレータータイプのため取り付け不可。仕
様 吸気側口径 ２５ｍｍ、排気側口径 ２５ｍｍ

ミクニVM22専用インテーク
マニーホールド＆ガスケット

0921

IN φ22(mm)、ＯＵＴφ22(mm)。
88cc以上のヘッド推奨です。
Zシリンダーヘッドへ適合します。

PC20モンキー
マニーホールドセット

4596 2,800円

KEIHIN PC20専用モンキーフレー
ム用マニーホールドセット。モン
キーキャブレター車の純正ヘッドの
ポート拡大φ14→φ16mmやカブ
ヘッド流用などにお薦めのマニー
ホールド。

モンキーPC20
マニーホールドセットφ16ポート 

4940

■特長
吸気口はラッパ型のスペシャル仕様、そのためスムーズな吸気で
鋭い加速を発揮します。KEIHIN製キャブレターPWKと同形状の
キャブレターがリーズナブルなコストでご提供しています。
台湾製で品質もまずまずです。
■付属品 
ホース２本、
ラバーインシュレーター、
ステンレス製バンド２本

商品ID 価格（税込）　

2,780円
2,780円

2036
2147

φ25.0mm
φ21.5mm

2,780円2148 φ19.3mm

E/G側口径

φ33.0mm
φ33.0mm
φ33.0mm

キャブ側口径 ■特長
モンキー、ダックス用インテークマニーホールドです。ポートサイズは3タイプに合わせ、ご用意しています。
純正シリンダーヘッドの場合、左出し取り付けです。
PWK、OKO製フラットキャブレターなどケイヒン社製のキャブレターに適合します。
■付属品
ヘッド用ガスヘッド、インシュレーター、取り付けボルト

商品ID 価格（税込）　

5,800円
6,400円

1844
1845

φ19
φ21

サイズ

ブラック
ブラック

7,000円
7,400円

1846
1848

φ24
φ28

ブラック
ブラック

7,600円
7,400円

1849
1144

φ30
φ28

ブラック
アルミ製フロート

7,600円
7,600円

1145
1147

φ30
φ30

アルミ製フロート
樹脂製クリアフロート

カラー

OKO社製キャブレター

PWK・OKO社製マニーホールド
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825円

ビックキャブレター用にカバーハイ
トが高めです。カバー取り付け穴の
位置を画像でご確認ください。
適合 シャリィCF50、シャリィCF70

シャリィキャブレターカバー
プラスチック製

5040 1,900 円

シリンダーヘッドとマニーホールドの
間へ取り付けます。取り付けピッチはモ
ンキーキャブレター車ヘッド用です。
プレートポート径 φ16mm
プレート厚さ10mm
取り付けピッチ 45mm

φ16モンキーヘッド用
インシュレーター

5332 870 円

ヘッドとマニーホールドの間へ取り
付けます。取り付けピッチはモン
キーキャブレター車ヘッド用です。
プレートポート径 φ22mm
プレート厚さ 3mm
取り付けピッチ 45mm

φ22モンキーヘッド用
インシュレーター

5147 480円

VM22キャブレターとマニーホール
ドの間に入れるインシュレーターで
す。ガスケットは付属しません。
プレートポート径 φ25mm
プレート厚さ 4.5mm
取り付けピッチ 48mm

VM22キャブレター用
インシュレーターφ25

5694 445円

ケイヒンFCRキャブレターのパイ
ロットスクリューと交換することに
よって、ドライバーを使うことなく、ア
イドリング調整が可能。
回転位置を認識しやすいよう、ノブ
に1、2、3、4の目盛あり。

フューエルミクスチャー
スクリューケイヒンＦＣＲ用

2529

ＯＫＯ製クリアフロートチャンバー
を使い、油面調整を効率的に行うこ
とが可能になります。フロートチャン
バーは耐油性のプラスチック素材を
採用しています。

ＯＫＯ油面調整用クリア
フロートチャンバー

2146 1,230 円

商品ID 価格（税込）　

6,700円
9,900円

3723
3726

VM22
VM24

モデル ■特長
排気量88～160ccのエンジンまで幅広く活躍する高性能なレーシングキャブレターセットです。
モンキー、ダックスに取り付けが可能なマニーホールドがセットです。
純正のケーブルが使用できますが、スロットルはハイスロットルをご使用ください。
汎用性の高いオーバル形状のフィルターがセットです。

商品ID 価格（税込）　

1,670円
1,850円

48/φ31mm
58/φ35mm

5570
5571

1,850円58/φ35mm5572

取り付けピッチ/取り付け径

PE24
PE28/PWK28～30

VM/TM26

適合 ■特長
こちらのラバーインシュレーターはひび割れ・耐熱・対候性に優れた特殊NBRを使用しています。
社外品のキャブレターキット及びマニホールドのラバーインシュレーターとの交換および組み合
わせが前提の製品です。

商品ID 価格（税込）　

6,800円
10,000円

3722
3725

VM22
VM24

モデル ■特長
排気量88～160ccのエンジンまで幅広く活躍する高性能なレーシングキャブレターセットです。
フィルターは45°首振りタイプになります。フレームと干渉回避にお薦めです。またフィルターサイズは
大きいため、吸気効率がよくキャブレター本来の性能を発揮しやす組み合わせです。
※スロットルはハイスロットルをご使用ください。
ケーブルは純正品が使用可能です。

商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,300円

5320
5321

φ32
φ39

取り付け径

■特長
デザイン性に優れたエアフィルターです。蜘蛛巣状のフレームがフィルタースポンジを包み込みむデザインで
吸気効率とデザイン性を両立させた設計が特長です。フィルター内部にも樹脂製フレームを設け、スポンジ
の型崩れを防止し約10mmのスポンジの厚みが空気中の粉塵等を効果的にシャットアウトします。
■サイズ 
取り付け口径 φ39、長さ L77×外径φ80
■適合キャブレター
VM22、 KEIHIN  PD22型(PTG)キャブレター、 SHENGWAY製キャブレター型式PZ22

商品ID 価格（税込）　

210円
210円

3300
3021

ポート径φ13
ポート径φ27

サイズ ■特長
高品質なガスケット素材を使い、日本国内にて丁寧に生産。
二次吸気のリスクが減り、長期間、安心してご使用いただけるガスケットとして評判です。
モンキー、ダックスなどのシリンダーヘッドに使用可能です。
■生産国 
日本

商品ID 価格（税込）　

720円
720円

3341
3342

φ16
φ21

ポート径

■特長
フェノール樹脂製の車熱板で熱に対する影響を軽減。シリンダーフィンと
キャブレターフロートの干渉対策に最適です。
ボルトピッチ 45mm
インシュレーター高さ9mm
付属品 ガスケット2ヶ
■仕様
取付けピッチ45mm、インシュレーター高さ9mm

商品ID 価格（税込）　

6,700円3724 VM22
8,500円3728 VM22（スロットル＆グリップ付き）
9,900円3727 VM24

モデル ■特長
排気量88～160ccのエンジンまで幅広く活躍する高性能なレーシングキャブレターセット。
フィルターはパワーフィルター（全天候型）がセットです。スロットルはハイスロットルをご使用ください。
※3728にはスロットル&グリップ(0949)が付属します。

商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,300円

5318
5319

φ32
φ39

取り付け径

■特長
吸気ボディにメタルパンチング加工を施したエアフィルターです。フィット感のよいリブ加工をキャブレター口
に接する部分に設けています。サーキットからストリートまで幅広くカバーするフィルターです。4miniバイクに
扱いやすい小ぶりなフィルターボディです。
■サイズ　取り付け口径φ39、長さL50×外径φ61
■適合キャブレター
PB19、VM22、PD22型(PTG)キャブレター
SHENGWAY製キャブレター型式PZ22

ラバーインシュレーター

メタルパンチングフィルター

スパイダーウェッブフィルター

インシュレーターガスケット

マニーホールドヘッドガスケット

ミクニキャブレター&レーシングフィルターセット

ミクニキャブレター&パワーフィルターセット

ミクニキャブレター&オーバル形状フィルターセット
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モンキー、ゴリラキャブレター車エアク
リーナー接続バンド。
適合 モンキー、ゴリラキャブレター用
純正品番 17256-053-010（バンド）
93500-050200A（スクリュー5×20）

ホンダ純正モンキーキャブレター
車エアクリーナー接続バンド

5843 513円

モンキー、ゴリラ用キャブレター車エア
クリーナーセットです。エアクリーナー
本体に必要な部品をセットにしました。
適合 モンキー/ゴリラ AB27 1400001
～1899999

ホンダ純正モンキーキャブレ
ター車エアクリーナーセット

5844 8,083円

1,800円

2,300円

1,390円

1,400円

860円

1,900円

12,312円

12,300円

9,000円

旧車向けのキャブレター補修パー
ツです。パッキン類、ジェットをセット
にしました。
パイロットジェット #35
メインジェット #65＃、70

ダックスST70/ST50用
キャブレター補修セット

5389 2,300円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 カブ12V車 C70/C90/C100

カブ12V車C70/C90
キャブレター補修セット

5390

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 カブ6V車 C50/C70

カブ6V車C50/C70
キャブレター補修セット

5391 3,160円

劣化しやすいパッキンをセットにい
たしました。PC20キャブレター用パ
ッキン4ピースセットです。

KEIHIN PC20
キャブレター補修用パッキン

5434 950円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。フロートは純正標準
品とは異なる仕様の樹脂マウントタ
イプです。

KEIHIN PC28
キャブレター補修用パッキン

5497

12Vモンキー樹脂製フロートです。
純正キャブレターのアフターパーツ
としてご使用可能です。

12Vモンキー樹脂製
フロート

5375 1,160円

PC20用真鍮製フロート。
適合 KEIHIN製PC20

PC20用真鍮製フロート

5376

行灯カブなどの旧カブモデル車両
郵政カブ(MD50/70/90)、
互換性純正品番17211-041-015

エアフィルターカブ
C50/C65/C70/C90/C100/C102/C105

5379 1,100円

6Vカブ用エアフィルターです。
純正エアフィルターの交換部品とし
てご使用いただけます。
適合 スーパーカブ C50/70/90
互換性純正製 17211-GB4-010

エアフィルターカブ
C50/C70/C90/スーパーカブ

5380

ミクニ製VM22、VM24、VM26な
どに適した設計のスロットル。
左右グリップがセット
アウターワイヤー長850mm

汎用ハイスロットル
ケーブルセット

0949 1,850円

6Vダックス・ST70と同型キャブレ
ターです。

ST70ダックスキャブレター
(社外品)

5404 9,200円

シャリィ CF50/CF70エアークリー
ナーエレメント。
純正エアフィルターの交換部品とし
てご使用可能。
適合 シャリィ CF50/CF70

エアークリーナーエレメント
・シャリィCF50/CF70

5381

純正シャリィエアクリーナーエレメ
ント。
適合  CF50 1000002～2599988
純正品番 17211-124-000

ホンダ純正シャリィ
エアクリーナーエレメント

2766 1,010円

KEIHIN製PE28をベースに低価格・
高品質なキャブレター。
MJ＃150、PJ＃42
フィルターサイズ φ50mm

PE28同型キャブレター
(社外品)

4141 3,800円

優れたデザイン性のハス切り管パ
ワーフィルター。ラバー製φ40吸気
口をメインボディに設けているため、
雨の日はその部分を下向きとするこ
とで効果的に雨の侵入を防ぎます。
取り付け口径 φ38mm

ハス切管パワーフィルター

5314

ホンダ行灯スーパーカブC70同型
キャブレターです。

カブC65/C70キャブレター
(社外品)

5403 8,400円

5Lモンキー（12V）、ゴリラ（12V）へ
取り付け可能なマニーホールドセッ
トです。
適合 Z50J Y~7まで

ホンダ純正モンキー
マニーホールドセット

5218 3,677円

純正キャブレターAssyです。
ケイヒン社製 PB3JA B。
ジェット MA#62/PT#35
適合 Z50J 4/5/6/7
純正品番 16100-165-A12

ホンダ純正12Vモンキー
キャブレター

5087

K&Nのフィルターをお使いの方にお奨め
の専用メンテナンスキットです。汚れてきた
らこちらで洗浄・オイル塗布が可能です。
セット内容 クリーナー：355ml、フィルター
オイル：184ml、メーカー品番 99-5000

Ｋ＆Ｎエアフィルター
サービスキット

3686 2,450円

７２ｃｃ、８８ｃｃ等のシリンダーヘッド交
換ボアアップにお薦めです。性能面では低
中回転域が扱いやすいキャブレターです。
MJ ＃78、PJ＃38もしくは＃35
フィルターサイズ φ32㎜
OUTポート径 約 φ15.9㎜　

KEIHINキャブレター
ＰC18

3923 6,800円

７５ｃｃ、８８ｃｃボアアップに最適なビ
ックキャブレター、モンキー、ダックス
のカスタムに人気のキャブレターＭＪ
＃９５、ＰＪ＃３８※エアフィルターは取
り付けφ ３２ｍｍを選択してください。

KEIHINキャブレター
PC20

3499

72、88cc等のシリンダーヘッド交
換ボアアップにお薦めです。
性能面では低中回転域が扱いやす
いキャブレターです。
MJ＃85、PJ＃35

PC20同型キャブレター
(社外品)

4196 3,900円

88～106ccボアアップエンジン搭
載車にお薦めのビックボアキャブ
レターです。
MJ#85、PJ #36
マニーホールド側ポートφ21.5㎜
フィルター取り付けサイズ φ39㎜

SHENGWAYキャブレター
型式PZ22

5312 3,600円

チョークレバー方式のため、モン
キーやダックスなどのカスタム車に
お薦めです。
ＭＪ ＃１５２、ＰＪ ＃４２、
インシュレーター Φ３５ｍｍ、
フィルター φ５０ｍｍ

KEIHINキャブレター
PE28

4089

PTGはPD22の生産終了に伴う後
継キャブレターです。
MJ #95(6×8mm)、
PJ #38(6×28mm)、
フィルターサイズ φ38(mm)、
OUTポート径 約 φ25.5(mm)

KEIHINキャブレター 
PD22型(PTG)

4656 5,400円

仕様
MJ ＃75(サイズ 6.7×5)、PJ ＃35(サイズ 28×5)
キャブレター取り付けピッチ 48mm、
フィルターサイズφ37mm、OUTポート径φ
19mm、接続燃料ホース φ6mm、チョーク操作
はケーブル方式です。コックあり。

KEIHIN製PB19キャブレ
ター（ワイヤー式チョーク）

5727 7,100円

フロートチャンバー止めネジが2本
あるタイプ。
シャリィCF50キャブレターが既に
メーカー生産終了のため、京浜製
キャブレターの代用品として、レスト
アにお薦め。

シャリィCF50キャブレター

5645 8,400円

本製品は当社取り扱いのVM22
キャブレターに使用が可能です。
内容品
Oリング、ジェット類、フロート、
スクリュー、バルブ等

VM22キャブレター
オーバーホール部品セット

5657 2,210円
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529円

515円

260円

1,850円

ラウンド形状のスポンジタイプフィ
ルターです。コンパクトでありなが
ら、吸気面が増やせる形状のため、
高効率な吸気を確保しています。
取り付け口径 φ40mm

ラウンドタイプフィルター

3315 1,440円

フィルターをキャブレターへ接続す
る部品。
純正 17253-GW8-670
4Lモンキーエアクリーナーチューブ。
キャブレターへ接続する部分のパーツ。

ホンダ純正4Lモンキー
エアクリーナーチューブ

5154

FIモンキーボディセットです。
関連部品は当社にて別途取り扱いをしています。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 16410-GFL-J41

ホンダ純正FIモンキー
ボディセット

5848 9,234円

ダックスフレームに適合する形状で
す。弊社取扱いのキャブレター品番
342やホンダ製キャブレターなどに
適合します。こちらの製品は、入荷時
期により吸い込みパイプの形状が
異なります。

ダックスエアフィルター
Assy

0651 2,370円

ノーマルタイプエアフィルター。
当社取扱いのMIKUNI製VM22
キャブレターとの相性も抜群。
取り付け口径 約φ40　
フィルター部 L60×W70mm

エアフィルターφ40

5313

ノーマルタイプエアフィルター。
当社取扱いのMIKUNI製VM22
キャブレターとの相性も抜群。
取り付け口径 約φ40　
フィルター部 L60×W70mm

エアフィルターφ40

0371 515円

ホンダ純正エアクリーナーエレメン
ト、取り付け方法は５Ｌモンキーの
汚れたエアクリーナーからスポンジ
を外して取り換えします。オイル浸
透済み。
純正品番 17211-165-730

ホンダ純正５Ｌモンキー
エアクリーナーエレメント

2075

純正エアークリーナーエレメント。
ケースの中に金網があるフィルター。
適合 ダックス６Ｖ車ＳＴ初期
純正品番 17211-098-771

ホンダ純正ダックスエアー
クリーナーエレメント（小）

2439 425円

純正ダックス初期型エアークリー
ナーセットです。金網がないタイプ
です。
適合 初期型ダックス 

ホンダ純正ダックス初期型
エアークリーナーセット

4117 6,680円

パワーフィルターながら、吸気効率
をアップさせるため、エアホールを8
か所設けてあります。
取り付け口径 φ32、フィルター部分 
Ｌ59×Ｗ70ｍｍ　ストレートタイプ
49～88ｃｃエンジン向き

パワーフィルターストレート
メッキφ32

3950

商品ID 価格（税込）　

2,040円
1,730円

3517
3316

φ32～35mm
φ40mm

取り付け径

L57×W64mm
L51×W76mm

フィルター ■特長
信頼のK&Nフィルターです。
■適合
・3517 PC18、PC20
・3516 PD22、VM22、VM24、VM26、PE22
■生産国
アメリカ

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

1,850円3325 φ40
1,850円3327 φ50

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

2,570円
2,570円

3473
3474

φ32
φ40

2,570円3475 φ44

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　
2,060円3332 φ44
2,060円3333 φ50

■特長
高効率なエア吸気を可能にするレーシングタイプのネットフィルター。
細かいピッチの金網フィルターのため、不純物の混入を軽減し、サーキット
走行に適しています。
■仕様
サイズ：フィルター部 L32×W74mm

■特長
吸気効率を優先させたスパイラルデザインエアフィルター、スパイラル状に
エアが吸い込みされるように中心にガイドを設けています。
■仕様
サイズ フィルター部 L63×W86mm
カラー ブラック

■特長
台形型のエアフィルター。吸気効率が求められるビックキャブレターにおいて、
十分な吸気効率と細かい不純物の混入を最小限にとどめます。
■仕様
サイズ フィルター部 L62×W84mm

■特長
全天候型プラスチック製パワーフィルターを装備、安定的なエア吸気量を
確保でき、細かい不純物の混入を最小限にとどめます。
■仕様
サイズ：フィルター部 L55×W72mm

■特長
吸気効率が求められるビックキャブレターにおいて、十分な吸気効率と細かい
不純物の混入を最小限にとどめます。
■仕様
サイズ フィルター部 L62×W74mm
カラー ブルー

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

1,650円
1,650円

3318
3319

φ44
φ50

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

2,060円
2,060円

3328
3329

φ32
φ40

2,060円3330 φ44

ネットファンネル

パワーフィルター

K&Nフィルター

オーバルフィルター

レーシングフィルター

スパイラルフィルター
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1,800円

1,800円

1,800円

1,165円

980円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。Ｏリングのみをセット
にしました。
適合 CT110 1986～

ハンターカブCT110キャブ
レターＯリング補修セット

5757 950円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。Ｏリングのみをセット
にしました。
適合 Z50R 1982～1999

モンキーZ50R
キャブレター補修セット

5758

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 Z50A K5/K6 1974～1975

モンキーZ50AK5/K6
キャブレター補修セット

5759 1,800円

オーバーホール用キャブレター補修パーツです。
パッキン類、ジェットをセットにしました。
適合 Z50AK3/K4 1972～1975
1.適合キャブレターの純正品番 16100-120-004
2.適合キャブレターの純正品番 16100-120-010

モンキーZ50AK3/K4
キャブレター補修セット

5754 1,800円

オーバーホール用キャブレター補修パーツです。
パッキン類、ジェットをセットにしました。
適合 Z50R 1971～1981
1.適合キャブレターの純正品番 16100-165-004
2.適合キャブレターの純正品番 16100-165-014

モンキーZ50R
キャブレター補修セット

5755

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 CT110 1986～

ハンターカブCT110
キャブレター補修セット

5756 1,800円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 Z50A K1/K2

モンキーZ50AK1/K2
キャブレター補修セット

5751 1,800円

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合 Z50A K1/K2

モンキーZ50J1
キャブレター補修セット

5752

オーバーホール用キャブレター補
修パーツです。パッキン類、ジェット
をセットにしました。
適合　Z50AK2 1970～1971
キャブレターの純正品番 16100-045-671

モンキーZ50AK2
キャブレター補修セット

5753 1,800円

カブC50,C70,C90キャブレターコック
オーバーホール部品です。
経年劣化によるダメージを受けたキャブレ
ターコックのオーバーホール用セットです。
適合 カブC50,C70,C90

カブキャブレターコック
オーバーホールセット

5715

キャブレターOリングセットカブ
C70です。経年劣化によるダメージ
を受けたキャブレターのオーバーホ
ール用Ｏリングパッキンセットです。
適合 カブC70 Z2

キャブレターOリングセット
カブC70

5714

■特長
高全天候型プラスチック製パワーフィルターを装備。パワーフィルターながら、
吸気効率をアップさせるため、エアホールを8ケ所設けてあります。
■仕様
サイズ：フィルター部 L75×W84mm

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

2,060円
2,060円

3320
3321

φ32
φ40

2,060円3322 φ44
2,060円3323 φ50

■特長
レーシングフィルターは大きめのフィルターを装備、吸気効率が求められる
ビックビックキャブレターにおいて、十分な吸気効率と細かい不純物の混入
を最小限にとどめます。
■仕様　
サイズ：フィルター部 L85×W83mm

■特長
標準的なサイズのフィルターを装備、安定的なエア吸気量を確保でき、細かい
不純物の混入を最小限にとどめます。
■仕様
サイズ：フィルター部分 L63×W74mm

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

2,160円
2,160円

3302
3303

φ32
φ40

2,160円3304 φ44
2,160円3305 φ50

■特長
エアフィルターをキャブレターへ接続する部分のダクトパーツ。
劣化やキャブレター交換におけるダクトサイズ変更等にご使用ください。
このページのフィルターに使用可能です。
■適合キャブレター
汎用エアフィルターで表に記載の取り付け口径の製品用です。

商品ID サイズ 価格（税込）　

650円
650円

5345
5346

φ28
φ32

650円5347 φ39

650円5349 φ50
650円5348 φ44

タイプ

ストレート
ストレート
ストレート

ストレート
ストレート

商品ID 取り付けサイズ 価格（税込）　

1,850円
1,850円

3306
3307

φ32
φ40

1,850円3308 φ44
1,850円3309 φ50

■特長
エアフィルターをキャブレターへ接続する部分のダクトアフターパーツ。
劣化やキャブレター交換におけるダクトサイズ変更等にご使用ください。
このページのフィルターに使用可能です。
■適合キャブレター
汎用エアフィルターで表に記載の取り付け口径の製品用です。

商品ID サイズ 価格（税込）　

650円
650円

5350
5351

φ28
φ32

650円5352 φ38

650円5354 φ32
650円5353 φ28

タイプ

45°曲がり
45°曲がり
45°曲がり

90°曲がり
90°曲がり

φ
( 内径 )

計測箇所

エアフィルターの早見表  ( 取り付け口径サイズ：φ)

Ｌ

M

φ内径 φ32 φ40 φ44 φ50
キャブレター

タイプ
ＶＭ18、ＰＣ20
ホンダモンキー
キャブレター用

ミニモト取扱
ＶＭ26、ＶＭ24
（並行輸入品）

ＰＷＫ28、ＯＫＯＰＤ22、ＶＭ22
ＶＭ24、ＶＭ26

ストレートパワーフィルター

レーシングフィルター

45度首振りフィルター

ダクトストレート

ダクト曲がり

生産
終了
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シャリィスロットル部品セットです。
全部で5種類の部品をセットにしました。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2
CF70、CF70 K1、CF70 K2

ホンダ純正シャリィ
スロットル部品セット

5898 2,608円

FIモンキーエアクリーナーエレメントです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。
純正品番 17211-GFL-J40

ホンダ純正FIモンキー
エアクリーナーエレメント

5833 1,470円

カブ、シャリィ系エンジンに適したハイタイプの
マニーホールドです。
ポート径がφ24.5mmほどありボアアップエン
ジンや125ccエンジンにお薦めです。キャブ側
のフェノール樹脂プレートがセットですぐにご使
用いただけます。エンジン取り付け面からキャブ
レター取り付けポート芯まで85mmあります。

マニーホールドハイタイプ

5701 1,650円1,570円

155円

純正モンキーＭ型キャブレターパッキン
適合 Ｚ５０Ｍ
純正品番 16010-045-670

ホンダ純正モンキーＭ型
キャブレターパッキン類

3206

VM22キャブレターとマニーホール
ドの間に入れるインシュレーター。
材質 フェノール樹脂製
プレートポート径 φ25mm
プレート厚さ 4.5mm
取り付けピッチ 48mm

VM22キャブレター用
インシュレーターφ25

5694 445円

ビックキャブレターを装着した際に
フレーム内を見えなくする役割もあ
ります。エンジンの熱によるキャブレ
ターへの影響を抑えるヒートガード
プレート。

シャリィキャブレター
ヒートガード

1975 2,260円

キャブレター下ホースです。
オーバーフローパイプ
ホース止めクリップ付き
長さ250㎜、内径φ3.5㎜

ホンダ純正キャブレター
下ホース

2215

フロートチャンバー下のドレンホー
ス。一般的なラバー素材ホース。
長さ 210mm
内径 φ3.5mm
　

ホンダ純正キャブレター
ドレンホース

5172 170円

■特長
高速向けのチューンに最適なショートファンネルです。質感のよいメッキとア
ルミ製削り出しの2種類です。
埃やゴミの多い道路などの場合、エンジンへ悪影響を及ぼす場合がござい
ますので、走行場所に応じてエアフィルターと使い分けてください。
■表サイズの説明
L1は吸気有効長、L2は全長、φは直径

■特長
KEIHIN PC20、PC18に適合するエアファンネルです。アルミ製ファンネル
に不純物の吸引を防止するネット付きです。
■仕様　アルミ製ファンネルネット付きショートタイプで高速域重視の
セッティングにお薦めです。
以下の製品にも適合します。
PC18、PC20同サイズキャブレターNO4196

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

4719
4720

ブルー
レッド

1,100円4721 ゴールド

カラー

商品ID 価格（税込）　

2,600円
2,600円

4716
4717

ブルー
レッド

2,600円4718 ゴールド

カラー

ネット付きファンネル
ネット付きファンネル
ネット付きファンネル

商品名

商品ID 価格（税込）　

3,100円
2,780円

1282
1565

クローム
グレー

カラー

VM22
VM22

適合

24.5×33.7×40.4mm
27.0×36.5×40.4mm

サイズL1×L2×φ

■特長
KEIHIN  PC20、PC18に適合するアイドリングアジャスターです。
アルミ製削り出しの指先にフィットする滑り止め加工をほどこしたツマミです。
カラフルなアルマイトカラー仕上げです。
■仕様
アルミ製アジャスターナット
以下の製品にも適合します。
PC18、PC20同サイズキャブレターNO4196

レーシングファンネルクロームVM22専用

PC20ネット付きファンネル

PC20アイドリングアジャスター

■特長
PC20やVM26に適合するロングエアファンネルです。頑丈なアルミ製で
耐久性に優れたエアファンネルです。ファンネルには不純物の吸引を防止
するネットが付いています。ロングタイプは中低速域のトルクアップが期待
できます。ロングタイプは中低速域のトルクアップが期待できます。
■製品詳細
ロングタイプは中低速域のトルクアップ効果が期待できます。
全長 70mm
アルミ製ファンネル
不純物混入防止ネット付き

商品ID 価格（税込）　

3,870円
3,870円

5668
5669

KEIHIN PC20
KEIHIN PC20

適合キャブレター

レッド
ブルー

3,870円
3,870円

5670
5671

KEIHIN PC20
KEIHIN PC20

ゴールド
シルバー

3,870円
3,870円

5672
5673

Mikuni VM26
Mikuni VM26

レッド
ブルー

3,870円
3,870円

5674
5675

Mikuni VM26
Mikuni VM26

ゴールド
シルバー

カラー

PC20ネット付きロングファンネル

ミクニVM24用パッキンセット。
オーバーホールにご使用ください。
発売中のVM24キャブレター専用
品。他社製品には不適合の場合が
あります。

ミクニVM24用パッキン
セット

5979 760円

ミクニVM26用パッキンセット。
オーバーホールにご使用ください。
発売中のVM26キャブレター専用
品。他社製品には不適合の場合が
あります。

ミクニVM26用パッキン
セット

5978 875円

商品ID 価格（税込）　

2,500円
2,500円

ブルー
レッド

3805
3806

2,500円シルバー3809

カラー ■特長
ミニモト快速チューニングハイスロットル。
PC20、VM22などビックキャブレターチューニングにお薦めです。スロットルボディ、スロットルホルダーは
アルミ製マシニング加工を施しています。ゴムグリップは付属しません。
■仕様
ワイヤー差込部 ホンダモンキーケーブル金口、グリップ取り付け部長さ115㎜

快速チューニングハイスロットル



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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KEIHIN六角メインジェット メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2994
2995

1,030円2996
1,030円2997
1,030円2998
1,030円2999

タイプ

6×16.5
6×16.5
6×16.5
6×16.5
6×16.5
6×16.5

番数（＃） 入り数

6
6
6
6
6
6

適合・キャブレター

KEIHIN丸小メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2495
2496

1,030円2497
1,030円2498
1,030円2499
1,030円2500

タイプ

5×6.7
5×6.7
5×6.7
5×6.7
5×6.7
5×6.7

番数（＃）

60、62、65、68、70、72
75、78、80、82、85、88

90、92、95、98、100、102
105、108、110、112、115、118
120、122、125、128、130、132
135、138、140、142、145、148

入り数

6
6
6
6
6
6

適合・キャブレター

KEIHIN丸大メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2501
2502

1,030円2503
1,030円2504
1,030円2505
1,030円2506

タイプ

6×8
6×8
6×8
6×8
6×8
6×8

番数（＃）

75、78、80、82、85、88
90、92、95、98、100、102

105、108、110、112、115、118
120、122、125、128、130、132
135、138、140、142、145、148
150、152、155、158、160、162

入り数

6
6
6
6
6
6

適合・キャブレター

MIKUNI六角メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2480
2481

1,030円2482
1,030円2483
1,030円2484
1,030円2485

タイプ

6×11.5
6×11.5
6×11.5
6×11.5
6×11.5
6×11.5

番数（＃） 入り数

6
6
6
6
6
6

適合・キャブレター

MIKUNI丸小メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2631
2632

1,030円2633
1,030円2634

タイプ

6×9
6×9
6×9
6×9

番数（＃）

65、70、75、80、85、90
75、80、85、90、95、100

105、110、115、120、125、130
120、125、130、135、140、145

入り数

6
6
6
6

適合・キャブレター

MIKUNI丸大メインジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2620
2489

1,030円2490
1,030円2491

タイプ

8×9
8×9
8×9
8×9

番数（＃）

80、82.5、85、87.5、90、92.5
95、97.5、100、102.5、105、107.5

110、112.5、115、117.5、120、122.5
125、127.5、130、132.5、135、137.5

入り数

6
6
6
6

適合・キャブレター

1,030円2486
1,030円2487
1,030円2488

6×11.5
6×11.5
6×11.5

6
6
6

※該当商品の詳細につきましてはホームページもしくは電話に
て確認をお受付けいたします。
※画像に付きましては、代表画像のため実際の商品と異なる場
合があります。

80、82.5、85、87.5、90、92.5
95、97.5、100、102.5、105、107.5

110、112.5、115、117.5、120、122.5
125、127.5、130、132.5、135、137.5
140、142.5、145、147.5、150、152.5
155、157.5、160、162.5、165、167.5

PWKタイプ(PE/FCR/PWK)
当社販売のOKOキャブレター
(NO1850には使用不可)

VM20、26（～’07)HD13
TM24、TV26(当社販売のVM26

キャブレターは使用不可）

PC18/20
ライブDIO(～’96年式)

ライブDIO-SR(～’96年式)
ライブDIO-ZX(～’96年式)

DIO(’89年式)
Gダッシュ(全年式)

モンキー(12V)/ゴリラZ50J1/2/4/5
AB27-1000001～

APE50(’01～’07/11)HC07
XR50モタード(’05～’07)
CB400SS(’04年)：#108

当社販売のVM24キャブレター
アドレスV100(’00～’03）（6×9）
VanVan200(～’07年）（6×9）

VM22、TM、TMR、MJN、TDMR
当社販売のVM26キャブレター
TZR50(’93～’94年）：#80

R80：#72.5

80、82.5、85、87.5、90、92.5
95、97.5、100、102.5、105、107.5

125、127.5、130、132.5、135、137.5
140、142.5、145、147.5、150、152.5
155、157.5、160、162.5、165、167.5
170、172.5、175、177.5、180、182.5
175、177.5、180、182.5、185、187.5
190、192.5、195、197.5、200、202.5
200、202.5、205、207.5、210、212.5

PWKタイプ PE20/24/28
当社販売のOKOキャブレター(NO1850には使用不可)

FCR 

PC 18/20

VM キャブレター
当社販売のVM24キャブ適合格（当社販売のVM22、26は使用不可）

KEIHIN PWKパイロットジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

3000
3001

タイプ

6×28
6×28

番数（＃）

30、32.5、35、37.5、40、42.5
45、47.5、50、52.5、55、57.5

入り数

6
6

適合・キャブレター

KEIHIN PC18/20パイロットジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2511
2512

タイプ

4.5×26
4.5×26

番数（＃）

25、28、30、32、35、38
40、42、45、48、50、52

入り数

6
6

適合・キャブレター

KEIHIN FCRパイロットジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2513
2514

タイプ

5.4×15
5.4×15

番数（＃）

25、28、30、32、35、38
40、42、45、48、50、52

入り数

6
6

適合・キャブレター

ミクニVMパイロットジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2507
2508

タイプ

4×9.5
4×9.5

番数（＃）
7.5、10、12.5、15、17.5、20
22.5、25、27.5、30、32.5、35

入り数

6
6

適合・キャブレター

ミクニTMRパイロットジェット
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2509
2510

タイプ

5×28
5×28

番数（＃）

10、12.5、15、17.5、20、22.5
25、27.5、30、32.5、35、37.5

入り数

6
6

適合・キャブレター

※該当商品の詳細につきましてはホームページもしくは電話にて
確認をお受付けいたします。
※画像に付きましては、代表画像のため実際の商品と異なる場
合があります。

TMR キャブレター
当社販売のVM22、26キャブ適合格（国内向けVM22、26は使用不可）

パイロットジェット
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商品ID 価格（税込）　

9,800円
8,800円

1525
1526

13,600円1670
12,600円1669
6,200円1663
9,600円1668

タイプ

A
A
B
B
C
C

取出し口材質

アルミ鋳物
アルミ鋳物

アルミビレット
アルミビレット
アルミ鋳物

アルミビレット

適合

6/12v 4段コア
6/12v 3段コア

商品ID 価格（税込）　

4,900円
1,650円

1650
1882

適合

6/12v
6/12v

ホースサイズ

φ8
φ8

取出し口材質

バンジョーボルトM10
ストレートニップルM8

取出し口材質

アルミビレット
アルミ鋳造

商品ID 価格（税込）　

3,100円
3,100円

2050
2051

適合

4段コア
4段コア

仕様

タイプ1
タイプ2

サイズ

W210×D50×H90mm
W210×D50×H90mm

2,980円
2,980円

2052
2053

3段コア
3段コア

タイプ1
タイプ2

W210×D50×H78mm
W210×D50×H78mm

6/12v 4段コア
6/12v 3段コア

6/12v
6/12v

■特長 
人気のロングセラーモデル。モンキー系に幅広く対応するプロテクトカバー付きオイルクーラー。取り付け場所はシリンダーヘッド上です。タイプCは本体
に溶接のステーを利用してお好きなポジションに取り付けします。オイルクーラー取り付け部品がセットのため、初心者にもお薦めです。
オイルクーラーホースライン取り出し口がアルミ製ビレットと鋳物取り出し口をご用意しています。お好みに合わせてご選択ください。バンジョー、バン
ジョー付属モデルは日本製のフィッテイングをセットしています。付属のホースサイズは内径φ8が付属します。別販売のステーを使用することで、様々なポ
ジションへオイルクーラーを取り付けできます。 タイプCはダックスへは取り付けできません。

1525 1670 1663

1650 1882

タイプA タイプB タイプC

20512050

プロテクト/コンパクトオイルクーラーセット

■特長
プロテクトオイルクーラー本体のサイドに取り付けされている、ブルーのサイド
ポールをお好きなカラーに交換でき、イメージカラーに合わせてチョイスが可
能です。3段コア、4段コアの2タイプ用をご用意しています。
タケガワ社製コンパクトクールにも使用可能です。
■内容品  サイドポール4本入り
■材質  アルミ製アルマイトカラー
■生産国  日本

■特長
モンキー、ゴリラ、ダックスなどのエンジンに使用できる、オイルクーラー
取り出し口です。アルミ製ビレット製品はフロントタイヤ側からバン
ジョーを取り出しするため、スタイリッシュに取り付けできます。
■取り付けについて
取り付けに必要なフッティング部品は別販売です。鋳物製品はニップル
が付属します。いずれのカバーもガスケットが付属します。
1882に付属のニップルホースサイズは内径φ8用です。

■特長
オイルクーラーを包み込むようにポータリン生地のカバーでスッポリと被せます。これによりオ
フシーズンのマシン保管やウインターシーズンの油温の低下を軽減し、マシンのコンディション
を良好に保ちます。カバーはマジックテープで固定するため、脱着も楽々行えます。重量感のあ
る厚手の耐熱、耐候、耐油に優れたカバー素材を採用したお薦め製品です。
■生産国　日本
■備考
タイプ1、2の違いは取り付けポジションに対応したロゴ、マジックテープの縫い付け位置です。

商品ID カラー 価格（税込）　

1,100円
1,100円

2389
2390

レッド
ゴールド

1,100円2391 レッド
1,100円2392 ゴールド

長さ

52mm
52mm
67mm
67mm

タイプ

3段コア
3段コア
4段コア
4段コア

オイルクーラーシリンダーヘッド取り出し口カバー

オフシーズンカバー保温タイプ

プロテクトオイルクーラーポール



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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オイルクーラー

■特長
小石の跳ね上げ衝突にも強い、高強度のコアを採用。
独自のウエーブ形状コアにより理想的な冷却面積を確保。アルミ製取り付
けステー付き。振動による金属疲労を軽減するシリコン製ラバーマウントを
装備。
用途に合わせ11、16段コア仕様をラインナップしています。

商品ID カラー 価格（税込）　

8,600円
8,600円

4130
4131

シルバー
ブラック

9,700円4132 シルバー
9,700円4133 ブラック

コア段数

11
11
16
16

商品ID 価格（税込）　

13,600円
15,100円

5219
5220

コア段数

3段コア
4段コア

■特長
オイルクーラー本体のアフターパーツ販売品です。プロテクトオイルクー
ラー、コンパクトオイルクーラーの2種類をご用意しています。
プロテクトオイルクーラーは3、4段がございます。
■製品詳細
1686はφ8mmホース直付けタイプです。
2970、2971はM10(ピッチ1.25mm)バンジョータイプです。

■特長　純正フェンダー位置を変更せずに取り付け可能なオイルクーラーです。オイルクーラーを縦
置き配置とし、フィッティングパーツやホースラインもスタイリッシュに取り付け可能です。ホースライ
ンを安定させるアルミ削り出しホースガイドも付属します。取り付けステーは高い耐久性を発揮するス
テンレス製です。オイルクーラー本体以外の部品はすべて日本製です。
シリンダー、クランクケースいずれの取り出しにも対応します。
■適合
エイプ50/100全年式共通
■取り付け時の注意 
純正フェンダー位置を変更せずに取り付けが可能です。お好みの長さにカットしてご使用ください。 

商品ID サイズ 価格（税込）　

3,900円
5,900円

1686
2971

W158×D34×H60mm
W158×D34×H60mm

7,400円2970 W200×D46×H70mm

コア段数

4段コア
3段コア
4段コア

12,100円
12,100円

4308
4310

シルバー
ブラック

商品ID 価格（税込）　

11,000円
11,000円

4307
4309

16
16

コア段数

11
11

カラー

シルバー
ブラック

商品ID 価格（税込）　

16,500円
16,500円

4182
4183

シルバー
ブラック

カラー

シルバー
ブラック

17,600円
17,600円

4184
4185

コア段数

11
11
16
16

■特長
ミニバイクに最高のパフォーマンスをもたらす、高性能オイルクーラーで
す。小石の跳ね上げ衝突にも強い、高強度のコアを採用。独自のウエーブ
形状コアにより理想的な冷却面積を確保。放熱効果のすぐれた鋳物取り
出し口が付属します。
※シリンダーヘッド下取り付けタイプ
※ニップル、バンジョー、バンジョーボルトは日本製です。

■特長
小石の跳ね上げ衝突にも強い、高強度のコアを採用しています。独自のウエー
ブ形状コアにより理想的な冷却面積を確保。アルミ製取り付けステー付き。ス
テーと本体のセットボルトに振動によるダメージを軽減するシリコン製ラバー
マウントを装備。用途に合わせ11段、16段コア仕様をご用意しています。
■仕様  アルミ製CNCサイドカバー 、シリンダーヘッド下へ取り付けするタイプです。
※フィッティングは
全て日本製です。

41834182

16862970

4308チューニングオイルクーラーセット

エアクラッシュオイルクーラーセット

エアクラッシュオイルクーラー

プロテクト/コンパクトオイルクーラー

エイプ50/100プロテクトオイルクーラーセット

ブリヂストン・ゴム製 ミニモト・SUS製 ブリヂストン・SUS製

商品ID 価格（税込）　

980円
980円

2038
2056

φ6mm
φ8mm

ホース内径

商品ID 価格（税込）　

1,130円
1,130円

2060
2061

ゴールド

1,130円2062 レッド
シルバー

カラー

■特長
高精度の削り出しバンジョーを国内で生産。面取り加工の美しさ、アルマイトの美しさは納得の仕上がり。
山梨県内の工房で削り出し、長野県内の工場でアルマイト処理を行っています。
■サイズ　バンジョーボルトサイズ M10、ホースサイズ 内径φ8㎜
■カラー　ブルー
■入り数　2ヶ

商品ID 価格（税込）　

320円
370円

2031
3130

φ5.5～16mm
φ13～23mm

適合サイズ ■特長
BREEZE社製ステンレスホースクランプです。
高品質でモータースポーツに適した製品です。
■入り数　2ヶ
■生産国　アメリカ

商品ID 価格（税込）　

55円
320円

0633
2820

75円1241
145円2668
390円2930

内径×外径

φ6×12.5mm
φ6×15.5mm
φ8×14mm
φ8×15mm

φ9×17.8～19.5mm

メーカー

ブリヂストン社製
ブリヂストン社製
ブリヂストン社製
アルミビレット

ブリヂストン社製

表面材質

ゴム
ステンメッシュ

ゴム
ステンメッシュ
ステンメッシュ

■特長
オイルクーラーやオイルキャッチに必要とされる耐油性能、耐熱性能も兼ね備えたホースです。切り売り販売のため、無駄がなく、リーズナブルな
価格でご提供しています。品質重視のブリヂストン社製ホースから、人気のステンレスメッシュホースまで各材質、各サイズをご用意しています。
■注意 販売単位は10cm毎の価格です。例) 30cmの場合は数量3ヶをご注文下さい。
（例：0633×60cm→6ケ￥330)

■特長
高精度削り出しバンジョーボルトです。　
■サイズ　バンジョーボルトM10×ピッチ1.25mm
■付属品　クラッシュワッシャー4ヶ
■入数　２ヶ
※注意 写真はイメージです。 バンジョー、フィッティングキャップは
付属しません。

オイルクーラー＆オイルキャッチタンク用ホース

※ステンレスメッシュホースはカットの際にほつれやすいため、ビニールテープを巻きつけてい
ます。お客様にてカットさっる場合は、サンダー工具などでメッシュ部分を切断するような方
法が手軽です。ステンレスメッシュの下はゴムホースのため、カットの際にはゴム部分を傷め
ないよう、ご注意下さい。

アルミ製バンジョー

アルミ製バンジョーボルト

ステンレス製ホースクランプ

2060 2062 2061

生産
終了

生産
終了

生産
終了
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1656(6V) 1657(12V)

商品ID 価格（税込）　

560円
560円

5676
5677

M10×ピッチ1.00/シルバー
M10×ピッチ1.00/ブラック

サイズ/カラー

560円
560円

5678
5679

M10×ピッチ1.00/レッド
M10×ピッチ1.00/ブルー

560円
560円

5680
5681

M10×ピッチ1.25/シルバー
M10×ピッチ1.25/ブラック

560円
560円

5682
5683

M10×ピッチ1.25レッド
M10×ピッチ1.25/ブルー

ブレンボ
ブレンボ
ブレンボ
ブレンボ
ニッシン
ニッシン
ニッシン
ニッシン

タイプ

商品ID 価格（税込）　

580円
580円

4303
4304

シルバー
レッド

カラー

10×10.25×1.25×φ8mm
8×10.25×1.25×φ8mm

M×L×ピッチ×ホース内径 ■特長
品質にこだわった日本製のストレートニップルです。オイルクーラーフィッティン
グやオイルキャッチタンクフィッテングに使用します。
シンプルなニップルのため、取り付けも簡単です。
■付属品　ワッシャー2ヶ
■入数　1ヶ
■生産国　日本

商品ID 価格（税込）　

990円
990円

4643
4642

レッド×ブルー
ゴールド×ブラック

カラー ■特長
2ピース構造のスタイリッシュなアルミ製ホースエンドキャップです。
オイルキャッチタンク、オイルクーラーなどのホース接続部に使用します。
キャップとエンドストッパーの接続はリブを設けることで“カチッ”と
ワンタッチで接続が行えます。工具は一切不要です。
※ホース外径φ15.5mm前後まで対応します。
■生産国　日本

■特長
高精度で高強度なアルミ素材A7075材を使用したバンジョーボルトです。
脱落防止用ワイヤリングホール穴加工を施しています。
カラーバリエーション豊富な全4色をご用意しています。
■仕様
脱落防止用ワイヤリング穴あり
首下寸法 20.5mm
材質 アルミ製A7075材
■用途
バンジョーボルト

商品ID 価格（税込）　

260円
260円

1656
1657

6V
12V

適合 ■特長
6、12Vシリンダーヘッドの右側カバー用のガスケットです。
オイルクーラー装着時や純正の右側カバー装着、いずれにも使用が可能な
ガスケットです。
※ガスケットはオイル漏れ防止に備え、分解、組み立て時には交換をお薦め
します。

右ヘッドサイドカバーガスケット

アルミ製ストレートニップル

アルミ製ホースエンドキャップ

アルミ製バンジョーボルトM10

M8バンジョーボルト用
段付き特殊銅ワッシャー

2063 825円

アルミ製のバンジョーボルトです。ワ
イヤリングホールを設けています。
内容 バンジョーボルト 2ヶ入り、銅
ワッシャー 4ヶ入り
M10×ピッチ1.25mm
適合ホース 内径Φ8

一般に販売されているM10バンジョ
ーを利用し、M8オイルクーラー取り出
し口に取り付け可能。段付ワッシャー
のためオイルが漏れる心配はありませ
ん。また十分なオイル量を確保できる
よう緻密に計算しました。4ヶ入り。

アルミ製バンジョーボルト
M10シルバー

4134 760円

115円

アルミ製のストレートニップル。ホー
スを真っ直ぐ取り付けできます。
付属 M10銅ワッシャー １ヶ
M10×ピッチ1.25mm
対応ホース 内径Φ8mm

ストレートニップルシルバー

4135 450円

高品質の国内製、バンジョー用シーリン
グワッシャー。ミニモトオリジナルの別
注製品（日本製）です。分解時には、必ず
新しいシーリングワッシャーと交換して
ください。仕様 材質 銅、穴径１０.０×外 
径１３.７×厚み１.０ｍｍ、入り数 ２個

バンジョー用シーリング
ワッシャーＭ１０

2799

メッシュホールはモンキーバイクへ
の取り付けを考慮して、柔軟性のよ
いステンレスメッシュホース。アルミ
製ホースガイド付属。取り付けはフ
レーム吊り下げタイプ。

ＭＯＲＩＮ製ハイパーモンキー
オイルクーラー４段コア

3540 14,200円



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

オイルクーラー・オイルキャッチタンク
オイルキャッチタンクオイルクーラー

取り付けイメージ

22

商品ID 価格（税込）　

825円
3,400円

1077
1302

3,400円1935
3,400円2047
3,800円2960
2,470円3693

適合オイルクーラ

プロテクトオイルクーラー3・4段専用
プロテクトオイルクーラー3・4段専用
プロテクトオイルクーラー3・4段専用
プロテクトオイルクーラー3・4段専用
プロテクトオイルクーラー3・4段専用
プロテクトオイルクーラー3・4段専用

商品名

プロテクトオイルクーラーインマニ取り付けステー
オイルクーラーフォーク下取り付けステー

プロテクトオイルクーラーエイプ取り付けステー
オイルクーラーシリンダーヘッド下取り付けブラケット
プロテクトオイルクーラーシート横取り付けステー

プロテクトオイルクーラー取り付けステー8ポジション
1,500円4187
2,980円5334

エアクラッシュオイルクーラー専用
エアクラッシュオイルクーラー専用

取り付けポジション

モンキー・ダックスシリンダーヘッド上
モンキーフロントフォーク（ライト下）
エイプシリンダーシリンダーヘッド前方

モンキー・ダックス・シャリィシリンダーヘッド下
シート右下付近

シリンダーヘッドスタッドボルト8パターン
モンキー・ダックス・シャリィシリンダーヘッド下
モンキー・ダックス・ゴリラ・シャリィライト下

Tuning & Airオイルクーラーシリンダーヘッド下ステー
Tuning & Airオイルクーラー用フロントフォークステー

オイルクーラー取り付けステー

4187

3693

2960

204719351302

13021302 2960 3693 5219

0204 3075 0393

1077

5334

4,300円

■特長
人気の筒型タンクはモンキー・ダックス・シャリィなど
のバイクに最適。ステンレスメッシュホース仕様で、ア
ルミ製CNCのフィッティングが付属します。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス
※FIモンキーは適合不可

商品ID 価格（税込）　

4,300円
4,300円

0204
0393

シルバー
ブラック

カラー

3075 ブルー

140×55mm
140×55mm
140×55mm

タンクサイズ

オイルキャッチタンク

2,980円

4,600円

5,700円

Lifan社製 125、150ccエンジン用
のオイルキャッチタンク取り出し口
用タペットカバー。
適合ホース 内径φ8ホース
適合 Lifan社製 125、150cc

150ccエンジン用オイル
キャッチタペットカバーφ8用

1653 1,490円

取り付け時、ワイヤーストッパーを
曲げる加工が必要。そのまま取り付
けすると、ワイヤーとオイルホース取
り付け部分が干渉します。プライヤ
ーなどでストッパーを曲げる必要が
あります。

150ccエンジンオイル
キャッチ用フィーラーキャップ

1446 1,600円

バンジョー仕様で360度自在にホー
ス取り出し方向を決めることが可能
です。出し方向を決めることが可能
です。※写真は装着イメージです、バ
ンジョー、ボルトは付属致しません。

オイルキャッチ用フィーラー
キャップ可変タイプ

1794 1,540円

モンキー系エンジン用アルミ削り出
し、シリンダーヘッドカバー。
オイルキャッチタンクホース接続用
バンジョー、バンジョーボルト付属。
バンジョーはホース接続内径φ8用
に対応します。

アルミ製ビレットシャワー
ヘッドカバー

1512

このフィーラーキャップはバンジョ
ーを用いるため、360度、自由に取
り出しホースを向けることが可能。
画像の部品が一式付属。
対応ホース内径φ6mm

オイルキャッチ用フィーラー
キャップ可変タイプ

2786 1,730円

日本製のオイルキャッチタンクでス
テンレス製です。
仕様
サイズ H70×W50mm
ホースサイズ φ8
付属品 ホースバンド 3ケ

モンキーダックスクラシック
オイルキャッチタンク

1496

オイルキャッチタンクのブローバイ
ホースに取り付けするエアフィル
ター。汎用性の高い
付属 ホースバンド
φ8フィッティング
フィルターサイズ W49×L36mm

ブローバイエアフィルター
キャッチタンク用

4910 1,200円

モンキー/ゴリラ系オイルキャッチタン
クです。ステンレス素材のみを使用した
タンク、ホースはステンレスメッシュホー
ス、エンジン組み付け部品はアルミ製Ｃ
ＮＣ部品を使用しています。サイズ タン
ク全長 140mm、タンク高さ 80mm

モンキーステンレス製
オイルキャッチタンク

0501

モンキー、ゴリラ、ダックス等にご使
用をいただける汎用仕様のオイルキ
ャッチタンクです。オイル注入口のホ
ースを省いているため、エンジンオイ
ル交換時にオイルフィラキャップを
外す必要がありません。

モンキー・ダックス アルミ製
オイルキャッチタンク弁当型状

0916 5,900円
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商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

4869
4870

シルバー

1,100円4871 レッド
ゴールド

1,100円4872 ブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,260円
4,260円

5476
5477

3,790円5478

適合

Z50J 5L/FIモンキー/ゴリラフレーム
ダックス ST50/ST70

汎用スポーツ（取り付けステーなし）

54775476 5478

4172 4173 3852

3252 3253 3254

54775476 5477

※5478用の取り付けバンドを現在開発中です(2017.10)。

■特長
オイルキャッチタンクのホースジョイントに使用するタペットキャップです。
アルミ製のカラフルな4カラーを発売。製品はマイナーチェンジにより品質
がアップしました。各部位に合わせカラーをチョイスすればドレスアップもお
好みのイメージに仕上がります。
■仕様
アルミ製マシニング加工製品
適合ホース内径φ8ホース用　
※ホンダモンキーキャブレター車、Zシリーズヘッ使用可能　

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

4873
4874

シルバー

1,100円4875 レッド
ゴールド

1,100円4876 ブルー

カラー

■特長
オイルキャッチタンクのホースジョイントに使用するフィーラーキャップです。
アルミ製のカラフルな4カラーを発売。製品はマイナーチェンジにより品質が
アップしました。各部位に合わせカラーをチョイスすればドレスアップもお好
みのイメージに仕上がります。
■仕様
アルミ製マシニング加工製品
適合ホース内径φ8ホース用
※ホンダモンキーキャブレター車、Zシリーズヘッ使用可能

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

4877
4878

シルバー

1,100円4879 レッド
ゴールド

1,100円4880 ブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

1,200円
1,200円

4172
4173

レッド

1,200円3852 ゴールド
ブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

515円
515円

3252
3253

ブルー

515円3254 ゴールド
レッド

カラー

■特長
オイルキャッチタンクのホースジョイントに使用するフッティングパーツです。
アルミ製のカラフルな4カラーを発売。製品はマイナーチェンジにより品質が
アップしました。各部位に合わせカラーをチョイスすればドレスアップもお好み
のイメージに仕上がります。
■仕様
アルミ製マシニング加工製品
適合ホース内径φ8ホース用
※ホンダモンキーキャブレター車、Zシリーズヘッ使用可能

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

4882
4883

シルバー

1,100円4884 レッド
ゴールド

1,100円4885 ブルー

カラー

■特長
オイルキャッチタンク、オイルクーラー等のホースジョイントに使用するホースエンドパーツで
す。アルミ製のカラフルな4カラーを発売。製品はマイナーチェンジにより品質がアップしまし
た。各部位に合わせカラーをチョイスすればドレスアップもお好みのイメージに仕上がります。
■仕様
アルミ製マシニング加工製品、適合ホース内径φ8ホース用
※ホンダモンキーキャブレター車、Zシリーズヘッ使用可能
■付属品
ステンレス製ホースバンド 1ヶ

■特長
オイルクーラー、オイルキャッチ等のオイルライン遮断用のブラインドボルト。
オイルライン用ボルトのバンジョーボルト穴の栓をすることができるパーツ
です。
■サイズ 　M10×L10×P1.25 mm
■生産国　日本

■特長
コンパクトなデザインでブリヂストン製EXEL100ホースを
やさしくホールドします。
ベストなホースラインの保持に便利なホースガイドです。
■対応ホース外径　φ14～15mm
■仕様　アルミ製マシニング加工製品
■適合ホース
ブリヂストン製耐圧耐油ゴムホース EXCEL-100

■サイズ
タンク L130×φ60mm
■内容品
オイルキャッチタンク本体  1ヶ
アルミスペーサー M10×φ15.8×φ8.1 1ヶ
キャップボルト M8×25  1ヶ
キャップボルト M8×100  1ヶ
平ワッシャー M8  3ヶ
フランジUナット M8  1ヶ
※イメージ画像のホース、コネクターフィッティン
グは別販売です。
■取り付けパーツ
ホースは内径φ8をご用意ください。ホース取り
回しにもよりますが、一般的な取り付け方法の場
合には2m分をご用意ください。　

■特長
スポーツオイルキャッチタンクはエンジンオイルの吹き溢れ防止のためのキ
ャッチタンクです。小ぶりなサイズで実用性に優れたデザインとスタイルで
スポーツ走行にお奨めです。スポーツオイルキャッチタンクは車種ごと全3
タイプをラインナップし、加工無しで取り付けが可能です。手磨きによる仕
上げのため、製品毎に仕上がりに個体差があります。

5476

タペットキャップジョイント

フィーラーキャップジョイント

2ピースホースエンドキャップ

ホースエンドキャップ

ホースガイドφ14～15

ブラインドボルト

スポーツオイルキャッチタンクバフ仕上げ
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流行GPレーシングデザインを取り入
れたステンレス製マフラー。パイプの
溶接部が美しいこだわり仕様です。
推奨排気量 49～160cc
適合 5Lモンキー、ゴリラ

モンキーネオＧＰダウン
マフラー

2263 11,100円

モンキーオーバルステンレスマフラーはモ
ンキー用に開発された高性能レーシング
マフラーです。ボアアップ時のパフォーマン
スアップを生かすことができる高性能マフ
ラーです。スタイリッシュなレーサーカスタ
マイズを施す車体へベストマッチングです。

モンキーオーバルマフラー
バージョンアップ仕様

2598 12,900円8,700円

11,900円

6,200円

13,600円

8,500円

モンキー、ゴリラのカーボンダウン
マフラー。ワイドサイズのカーボン
製サイレンサータイプ。サイレンサー
バンドはステンレス製。
適合 5Lモンキー、ゴリラ

モンキーカーボンダウン
マフラー

0344 8,200円

流行のデザインを取り入れたステン
レス製マフラー。
仕様
サイレンサー外径 90㎜、サイレンサー長さ 300㎜
推奨排気量 49～160cc
適合 5Lモンキー、ゴリラ

モンキーステンレスダウン
マフラーＥタイプ

1746

スチールエキパイとカーボンサイレン
サーのダックスマフラーです。マフラー
出口部分は大口径のため、流行りのデ
ザインです。８０ｃｃ～１７０ｃｃエン
ジンまでのエンジンで最高のパフォー
マンスを発揮するマフラーです。 

ダックス カーボンＵＰマフ
ラーDタイプ

2044 8,200円

ステンレス製エキゾーストパイプ、サ
イレンサーのハイスペックマフラー。
ボアアップエンジンに最適な抜けの
良さが際立つレーシングマフラー。
脱着バッフルはありません。
適合 5Lモンキー、ゴリラ

モンキーダウンマフラー
スピードスターSUS製

5163

純正モンキー、ゴリラマフラー用
ヒートガード。
仕様
カラー クロームメッキ
適合 5Lモンキー、ゴリラ
純正品番 18360-165-010ZG

ホンダ純正モンキーゴリラ
マフラープロテクター

2684 5,780円

人気のモンキー、ゴリラ用ツインマフ
ラー。段差ではエキパイが地面と接
触する場合があります。10インチホ
イールへの交換もお奨めです。ホイ
ールカテゴリー内にて販売中です。
アルミ製バッフルは別販売です。

モンキーツインマフラー

0120

Z50Jモンキー（4L/5L共通設計）、ゴ
リラ専用アップマフラー。ノーマルヘッ
ドやZシリーズ（当社製品）ヘッドへ取
り付けが可能。
本製品はステンレス製エキゾーストパ
イプ、ステンレス製サイレンサーです。

TheモンキータイプZ
クラシックマフラー

ステンレス素材のマフラー。ブルー
系カラーの鮮やかなマフラーです。
エキパイ自体の太さを微妙に変える
ことで、効率化。
適合　モンキー、ゴリラ
推奨排気量　49～150cc

モンキーZ50J・パワーアッ
プマフラー・ステン製

2593 12,900円

ステンレス製エキゾーストパイプ仕様。サイレンサ
ーはステンレス素材にカーボン巻き。耐久性を兼
ね備えたエキゾーストパイプと無駄を省き、基本
性能に重点を置いたサイレンサー設計です。
適合 モンキー、ゴリラ
推奨排気量 49～125cc

ステンレス製エキゾースト
パイプ仕様

5070

初期型タイプのヒートガード付き
ダックスアップマフラー。人気のク
ロームメッキカラーです。
排気口口径 φ13mm
エキパイ口径 φ25mm

ダックスアップマフラー
クローム

5955 7,640円

2597 13,200円

サイレンサー部分には網目状のフィ
ルターを使い、消音効果とトルクア
ップを測っています。バックステップ
との併用はボルトオン。フットステッ
プボルトを使用して、サイレンサーを
固定するタイプ。

モンキーゴリラショート
ファットマフラーステンレス

1483 5,700円

出口のパンチングプレートで消音効果とト
ルクアップを確保。バックステップとの併用
はボルトオン。フットステップボルトを使用
して、サイレンサーを固定するタイプです。
サイレンサー外径 64mm
推奨排気量 88～150cc

モンキーチムニーステンレス
マフラー

1612

Z50Aタイプマフラーです。本体は
スチール製メッキです。取り付けに
は加工が必要です。Z50Jには取り
付けできません。
またホンダZ50Aへの取り付け確認
は行っておりません。

モンキーＺ５０Ａタイプ・
マフラー

0967 6,600円

商品ID 価格（税込）　

5,300円
5,800円

0186
0972

適合

モンキー、ゴリラ
シャリィ

6,500円1170 ダックス

ステー形状

バータイプ
丸棒タイプ
バータイプ

商品ID 価格（税込）　

6,000円
6,400円

0668
2324

カラー（ヒートガード×パイプ）

クローム×ブラック
クローム×クローム

■特長
純正と同じ形状のマフラーながら、抜けのよいマフラーです。そのためボアアップエンジンとの組み合わ
せにお薦めです。セットのヒートガードはメッキ仕様。パイプのカラーリングは２タイプです。
■推奨排気量
88～124cc
※取り付けするシリンダーヘッド長によっては、長穴加工が必要な場合があります。

■特長
ダウンマフラーのロングセラーモデルです。リーズナブルなためダウンマフラーに挑戦したいお客様にもお
薦めです。サイレンサーはステンレス巻き、エキゾーストはスチール製メッキカラーです。比較的取り付けには
自由度がありほとんどのミニバイクへ取り付けが可能です。
■推奨排気量　ステンレスサイレンサー仕様、50～125cc
■別販売のバッフル　アルミビレッドバッフル取り付けφ36mm  NO0732
※適合車種によりマフラーステーの形状が異なります。
※こちらのマフラーはスチールパイプのため、サイレンサーとエキゾーストパイプの間
から排気漏れがありますが、製品の性質上起こりうるものですので、ご了承下さい。

商品ID 適合車 価格（税込）　

15,300円
15,300円

1473
2386

モンキー/ゴリラ
ダックス

15,900円2394 シャリィ

商品ID 価格（税込）　

7,400円
7,400円

0205
4812

適合排気量

125cc
50cc

商品ID 価格（税込）　

4,900円
5,600円

0382
2323

本体カラー

ブラック
クローム

6,300円2446 クローム

排気口径φ

20mm
20mm
28mm

■特長
純正タイプのノーマルタイプマフラー、やや大きめのサウンドから抑えめのサウンドにしたい
お客様にお薦めです。
※サイレンサーカラーはいずれもクロームです。マフラーパイプ部分のかエラーが表中のカ
ラーに記載しています。
■推奨排気量
0382、2323 49～88cc
2446 72～124cc

■特長
モンキー、ゴリラ(1473)、ダックス（2386）、シャリィ(2394)用のダウンマフラーです。ノーマルヘッドやZシリーズ
ヘッドなど多種、多様な車体へ適合いたします。エキゾーストパイプの径を太めに設計し、排気ガス抜け効率を
アップ。サイレンサーはウール量とメッシュ穴のサイズや数の検討を繰り返した、当社一押しのマフラーです。アル
ミ製CNC加工を施したエンドバッフルは脱着はできませんが、スタイリッシュなイメージを演出します。
■適合　6、12vモンキー/ゴリラ（FIモンキーは取り付け不可）、6、12vダックス（要サイドスタンドへ変更が
必要）/6、12vシャリィ（要サイドスタンドへ変更が必要）
■推奨排気量　49～124cc
　

■特長
モンキー極太ダウンマフラーです。サイレンサー口径はインパクトのある極太φ100mmです。
ステンレス製パイプ、サイレンサー仕様です。
■仕様
サイレンサー φ100mm　　
サイレンサー取り付け口径 φ60mm
■購入時の注意
※シリンダーヘッドサイズにより2種類のエキパイ長をご用意しています。
※ダウンマフラーのため、8インチホイールでは地面との間隔が短くなるため障害に注意してください。

8インチ 10インチ
ミニＧＰレーシングダウンマフラー

モンキーアップマフラー

モンキー極太ダウンマフラー

ステンレス製ダウンマフラー

ダックスアップマフラー　

※注意 ダックスのセンタースタンドを外し、サイドスタンドもしくはバックステップに変更することで、取り付けが可能です（センタースタンドとの併用は不可です）
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クローム仕様のキャップナットです。
適合 モンキー、ダックス、エイプ
入り数 2ケ

■特長
エキゾーストパイプとサイレンサーを連結されるためのマフラースプリングで
す。サイズは平置きにて計測した自由長です。製品によっては、自由長の個体差
が±1.5mmほどあります。
■仕様
材質 スチール製
サイズ W9.6×線径Φ2.0mm
■入り数
2ヶ

マフラー六角フランジナット
クローム

1527 310円

620円

1,440円

980円

1,950円

12,700円

適合 オーバルステンレスマフラーNO2598
仕様
挿入パイプ φ26mm、挿入パイプ L160mm
出口断面 φ47.8mm
取り付けネジサイズ M6

オーバルステンレスマフ
ラー用サイレンサー部品

3976 1800円

マフラーのサイレンサーとエキゾー
ストパイプを接続する際に必要なス
プリング。防振チューブなし。
仕様
平置き状態でのピッチ 約60mm
2ヶ入り

マフラースプリング
60㎜×2ヶ

1760 620円

マフラーのサイレンサーとエキゾー
ストパイプを接続する際に必要なス
プリング。
仕様
平置き状態でのピッチ 約80mm
2ヶ入り　

マフラースプリング
80mmピッチ

5441 620円

マフラーのサイレンサーとエキゾー
ストパイプを接続する際に必要なス
プリング。
仕様
平置き状態でのピッチ 約110mm
2ヶ入り

マフラースプリング
110mmピッチ

5587

マフラーのサイレンサーとエキゾー
ストパイプを接続する際に必要なス
プリング。防振チューブなし。
仕様
平置き状態でのピッチ 約82mm
2ヶ入り

マフラースプリング
82mmピッチ

1083 620円

ゴム板は付属いたしますが、短いた
め必要に応じて市販のゴム板で調
整の必要あり。
仕様
SUS製サイレンサーバンド約φ83～85mm

ステンレス製マフラーサイ
レンサーバンドφ83-85

5021 975円

モンキー、ダックス、シャリィなどミニバイ
クに最適なダウンマフラー丸棒ステー。ス
チールメッキ仕上げ。仕様 パイプ太さ １２
ｍｍ、穴間直線距離 １４６ｍｍ、オフセッ
ト量 ２７ｍｍ、取り付けボルト穴 リアショ
ック側１１ｍｍ/サイレンサー側 １１ｍｍ

ダウンマフラーメッキ丸棒
ステータイプ３

2979

純正ダックスアップマフラーボルト。
適合 ST50,ST70E&EZ
純正品番 90120-056-010

ホンダ純正ダックス
マフラーボルト

5156 648円

マフラーサイレンサー排気口へ取り
付けするアルミビレッドバッフル。
仕様
取り付け外径 φ36mm

アルミビレッドバッフル
取り付けφ36mm

0732 1,340円

マフラーサイレンサー排気口へ取り
付けする鋳物製バッフル。
仕様
取り付け外径 φ40mm
汎用タイプ

アルミビレッドバッフル
取り付けφ40mm

0882

ゴム板は付属いたしますが、短いた
め必要に応じて市販のゴム板で調
整の必要あり。
仕様
SUS製サイレンサーバンド約φ76mm

ステンレス製マフラー
サイレンサーバンド

0368 360円

有効長が175mmとロングなサイ
ズのマフラーステーです。
仕様
スチール製メッキ
有効長 175mm
オフセット 約50mm
汎用タイプ

サイレンサーロングスティ

1907 775円

厚さ3mmのステンレス製の強化ステー
です。ステンレスプレートはレーザーカッ
トされ、角は手作業による面取り仕上げ。
仕様
有効長 220mm
オフセット 10mm

強化ダウンマフラー丸棒
ステータイプ２ステンレス製

2396

ステンレスプレートはレーザーカットされ、
Ｒ部分は手作業による面取りを施しました。
日本製だからこその品質を実感できます。
穴間直線距離 220mm
オフセット量 10mm
取り付けボルト穴 φ10（2穴共）

強化ダウンマフラー平板
ステーステンレス製

2393 2,010円

ステンレス製カービングマフラー。
エキパイはスムーズなラインで曲げ
加工。
排気量推奨 49～124cc
適合 5Lモンキー、ゴリラ

カービングマフラー
ステンレス製

4592

モンキー、ダックス用シリンダーヘッ
ドマフラーガスケットです。高気密ガ
スケットのため、マフラーの性能を
十分に発揮します。
入り数　2ヶ

モンキー、ダックス用エキ
ゾーストマフラーガスケット

4476 350円

商品ID 価格（税込）　

4,700円
3,402円

2832
2833

885円2834
22,900円2835
775円2836

製品名

ヒートガード
前方パイプカバー
パッキン＆ビス付き
アップマフラー
バンド&ボルト

ホンダ純正品番

18361-098-672
18271-098-672
18292-167-890
18300-098-621

18281-011-000、18321-098-671、92101-060200A
■特長
ホンダ純正ダックスマフラー部品です。年々、減少するホンダ純正ダックスパーツですが、
今ならアップマフラー部品が各種取り揃っています。
■適合　STダックス6V車初期型
■生産国　日本

商品ID 価格（税込）　
980円
1,080円

2202
2203

30mm
55mm

オフセット量

■特長
サイレンサーとリアショックの干渉をなくすためのオフセット用ステーです。
モンキー、ダックスに使用が可能です。
■仕様
カラー　クローム、 ショック取り付けボルト M10
サイレンサー取り付けボルト M8
■生産国
日本

2832 2833

28352834 2836

商品ID 価格（税込）　
900円
900円

44mm
50mm

5619
5620

900円
900円

55mm
67mm

5621
5622

900円80mm5623

自由長

マフラースプリング

アルミ製オフセット拡大ステー

ホンダ純正ダックスマフラー部品

Z50Jモンキー、ゴリラ専用アップマフラーで
す。ノーマルヘッドやZシリーズヘッドへ取り付
けが可能です。アルミ製CNC加工を施したエ
ンドバッフルは脱着が可能です。ステンレス製
エキゾーストパイプ仕様、サイレンサーはステ
ンレス素材にカーボン巻きを施しています。

モンキーZ50J・REVアッ
プマフラーカーボン製

1122 11,300円
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SPクラシックマフラーバッフル

エイプ１００スチールフレーム

モンキーSPクラシックマフラーをバ
ックステップ装着車へ取り付けする
際に必要なスペーサーです。

モンキーSPクラシックマフラー
用バックステップ車スペーサー

5451 1,300円

SPクラシックマフラーはスリート走行を
前提に、走りの楽しさを加速させる究極
のストリートマフラー。流行りを求めない
ベーシックなマフラーデザインを追求し、
シンプルなスタイルでありながら確かな
性能を発揮するマフラーです。

モンキーSPクラシック
マフラー

5341 27,000円

美しい継ぎ目と独特なスタイルのモ
ンキー用マフラー。エンジン下でＵ
の字にターンするエキパイや排気口
の溶接部が強烈なインパクトを与え
ます。
FIモンキー取り付け不可

モンキーステンレス製
スパイラルマフラー

5954 11,500円

当社取扱いのスタンダードタイプマ
フラー用アフター部品です。サイレン
サーAssyの販売です。バッフルは含
まれません。
L365×最大φ部L270×最大φ
76×IN口φ29×EX口φ32mm

■特長
ホンダ純正モンキー
Z50/ZK1用マフラー部品です。
※サイレンサーは在庫が
終了しました。

ステンレス製サイレンサー

0817 2,730円

自動車のエキゾーストパイプ、フロン
トパイプ、マフラーなどの高熱を発
生する部品に巻きつけて放熱を抑
制します。さらに熱害から各種パー
ツを守ります。
寸法 5.0cm×5m

エキゾーストラップサーモ
バンテージ5.0cm×5m

5171 2,100円

商品ID 価格（税込）　

9,600円3521
510円3611
3,530円3617
3,046円3618
105円3619

ホンダ純正品番

18320-045-671
18233-040-010
18240-045-030
18241-045-000
93500-050040A

製品名

エキゾーストパイプ
カラー（セット）
プロテクター下
プロテクター上

918円3622 18391-GZ4-670パッキン
ビス２本

■特長 
SPクラシックマフラーのサウンド調整、パワーアップに使います。
■適合
モンキー SPクラシックマフラー 5341
シャリィ SPクラシックマフラーエンブレム付き 5693
シャリィ SPクラシックマフラーソリッド 5618

商品ID 価格（税込）　

2,650円
2,650円

5342
5343

排気口径

 φ16mm
φ19mm

2,650円5344 φ22mm

商品ID 価格（税込）　

27,000円
27,000円

5618
5693

タイプ

エンブレムなし(ソリッド仕様)
エンブレム付き

3618

3619 3622

3521

5618 5693

3611

3617

製品パッケージ

全6サイズ

製品イメージ

商品ID 価格（税込）　

5,600円
8,900円

5024
5025

サイズ 

2.5cm×15m 
5cm×15m

メーカー型番

10126
10127

■特長
チタニウムシリーズは、原料に溶岩石を含んだ新素材を採用し、これまでにない
柔軟性と耐久性を実現しました。従来までのサーモバンテージのように、巻きつ
け作業時に水を使う必要がなく棘も全く出ないため、抜群の作業性を誇ります。
■テーピングカラー
チタニウム

■特長
ミニバイクからビックバイクまで対応する汎用マフラーステーです。
シャリィ、ダックスのカスタムもスタイリッシュに演出するバフ研磨仕上げです。
車体に合わせて選べる25mm刻みで全6サイズの設定です。
■仕様
オフセット量　50mm、 アーム太さ　φ10.4mm、 
ボルト穴　車体側φ10.4mm、 ボルト穴　サイレンサーバンド側M8（ネジ穴）  
　

商品ID 価格（税込）　
2,200円
2,200円

5241
5242

2,200円
2,200円

5243
5244

2,200円
2,200円

5245
5246

125mm
150mm
175mm
200mm
225mm
250mm

取り付けピッチ

■特長
SPクラシックマフラーはスリート走行を前提に、走りの楽しさを加速させる究極
のストリートマフラーです。
流行りを求めないベーシックなマフラーデザインを追求し、シンプルなスタイルで
ありながら確かな性能を発揮し、あらゆるレベルのユーザーにお薦めするマフラー
です。
ステンレス製バフ仕上げのエキゾーストパイプ、サイレンサーを採用。
テスト走行を繰り返し完成させた完成度の高いマフラーは49～124ccエンジン
対応でエンジン性能を如何なく発揮します。
ノーマルヘッドやZシリーズ（当社製品）ヘッド対応でセットにはオールラウンド
ユースに適した口径φ19バッフルが標準装備です。
別販売にて口径φ16、22mm（標準でφ19が付属します）バッフルを発売中です。

■適合車
CHALY [シャリー] (CF50-2300016-2699999)
CHALY70[シャリー] (CF70-2200017-2299999)
※センタースタンド：OK　※オイル交換：OK　※純正キックペダル：OK
※社外製キックペダルは踏込時にマフラーパイプと干渉する場合があります。

DEI社エキゾーストラップサーモバンテージ　

ホンダ純正Z50/ZK1用マフラー部品　

シャリィSPクラシックマフラー　

ステンレス製マフラーステー　

4319 4320

■特長
エイプ５０、１００、ＸＲモタードのホンダ純正エンジンが搭載可能です。
エイプ１００シート等が取り付け可能です。タンデムステップマウント付き。
■ナンバー登録
17桁のフレーム番号が刻印されています。公道用にナンバーを取得希望
のお客様は別途400円で登録書類をご注文ください。
※フレームお届け時にナンバー登録状況を確認させていただく
ため、登録票を返信封筒にてご返送ください。

商品ID 価格（税込）　

11,500円
11,500円

4319
4320

カラー

ブラック
レッド
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ベアリング上下セットです。組み込
みの際にはグリスをタップリと塗付
してください。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

ヘッドベアリングセット

0637 875円

ベアリングセット。組み込みの際に
はグリスをタップリと塗付してくださ
い。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

フレームベアリングセット

2322 2,680円

785円

785円

980円

1,030円

2,780円10,100円

モンキー、ゴリラフレーム専用のアルミ製サ
ブフレームです。
アルミ製パイプに曲げ加工を施したサブフ
レームです。装飾サブフレームのためエンジ
ン側との固定はなく、タンク下メインフレー
ムを付属のバンド型ステーで固定します。

モンキーアルミ製
サブフレーム

5908 7,800円

モンキー・ゴリラノーマル長アルミ製
フレーム。ツインタイプアルミ製フレ
ーム。
軽自動車税申告書は別途400円に
て販売いたします。

モンキーアルミＣＮＣ
ツインチューブフレーム

2114 30,700円

当方ームページ販売の全フロントサ
スペンション、フレームにマッチング
するステアリング遊び調整ナットで
す。

モンキー遊び調整ナット

0634 370円

ステアリングレース1セットです。
取り付けに必要な上下部品がセット
です。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

ステアリングレースセット

1891

ステムセンターナットです。
取り付けに必要な上下部品がセッ
トです。メッキカラー。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

ステムセンターナットメッキ

1893 405円

モンキーフレームのベアリングをテ
ーパー方式に変更するためのベア
リングセット。モンキーフレーム規格
カップ付属。テーパーベアリング方
式。

モンキーフレーム用
テーパーベアリング変更ＳＥＴ

1262 1,850円

ベアリングコーン1セットです。
取り付けに必要な上下部品がセッ
トです。組み込みの際にはグリスを
タップリと塗付してください。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

ベアリングコーンセット

1906

スチールフレーム専用ダストカバー。
適合 モンキー、ゴリラ、ダックス

ベアリングダストカバー

1648 290円

ダックスフレーム用ステンレス製
モール。クリップ3個付属。
適合 ダックスST50、ダックスST70
ダックスAB26

ダックスフレーム用
ステンレス製モール

5039 720円

モンキー燃料タンクマウントを移設する
ためのブラケット、通常のタンクマウント
位置を変更する際、本部品をフレームに
溶接することで自由な位置にタンクマウ
ントポジションを変更できます。本製品
は溶接が必要です。

モンキー燃料タンク移設
マウントブラケット溶接用

1486

モンキーアルミフレーム用スレッド
ＣＯＭＰステアリングヘッドのアルミ
削り出し加工部品。
適合 アルミフレーム各種

モンキーアルミフレーム用スレッド
ＣＯＭＰステアリングヘッド

1631 1,540円

振動防止、車体剛性アップでハイパ
ワーエンジンに効果的。
純正フレーム専用のため、海外製フ
レームや他車種への使用不可。

モンキーエンジン強化プ
レートアルミビレット

1511 8,200円

標準仕様の荒削りのカラーとは異
なります。力が掛るパーツを高品質
パーツへ交換することで、更なる完
成度を高めます。
アルミフレーム専用パーツ。

モンキーアルミＣＮＣフレー
ム用スイングアームカラー

1957

初期型ダックス用のフレームモール
です。青色は傷防止フィルムです。
純正品番 50305-098-000

ホンダ純正ダックス
フレームモール

2217 980円

ホンダＳＴダックス用純正サイドグ
リップ。フレーム右側、シート下へ取
り付けする部品です。
6Vダックスフレームにボルトオンが
可能です。

ホンダ純正ＳＴダックス
サイドグリップ（ボルト付）

1675

エイプ・ＸＲモタードエンジンフレー
ム用強化エンジンハンガーです。
エンジン廻りの剛性をアップさせ、ド
レスアップに最適なアルミ製プレー
トです。

エイプ・ＸＲモタードエンジン
強化ハンガーアルミ製

1517 4,900円

ホワイトカラー塗装仕上げのダック
スフレームです。純正パーツがボル
トオン可能です。軽自動車税申告書
は別途400円にて販売いたします。

ダックスフレームホワイト

3003

ホイールベースが伸び直進安定性
が格段に向上、アルミ製で軽量、補
強入りフレームチューブ。
軽自動車税申告書は別途400円に
て販売いたします。

モンキーノーマル型アル
ミフレーム３cmロング

0111 13,800円

アルミ製CNC加工フレーム。3㎝ロ
ングのため、ボアアップエンジンにも
対応。軽自動車税申告書は別途
400円にて販売いたします。　

モンキー３cmロングアルミ
ＣＮＣフレーム

0414 30,700円

モンキーＺ50Ａタイプの社外品フ
レームです。フレームには刻印があ
りますので、軽自動車登録が可能
です。軽自動車税申告書は別途
400円にて販売いたします。

モンキーＺ５０Ａリジット
フレームレッド

0696 7,700円

発売のフレームのナンバー登録に必
要な軽自動車税申告書です。
再発行はできません。
注意 フレームと同時購入が可能で
す。

軽自動車税申告書

2000 400円

商品ID 価格（税込）　

6,500円
6,500円

2549
0107

6,500円0108
6,500円0109
6,500円0110
6,500円0225

適合

4L
5L
5L
5L
5L
5L

カラー

ブラック
ブラック
レッド
ブラック
レッド
シルバー

サイズ

 ±0cm
 ±0cm
 ±0cm

3cmロング
3cmロング
3cmロング

6,500円3074
10,200円0383

5L
5L

メタリックブルー
ブラック

3cmロング
12cmロング

■特長
モンキー、ゴリラ用フレームです。純正フレームの代用品としてご使用
いただけます。
6、12Vモンキー問わず各部品が取り付け可能です。
ネックにはステアリングレースが圧入済みのため、純正からのベアリ
ング部品の再利用で簡単にご使用いただけます。
■付属品
タンクマウントゴムは前方側のみ付属。
バッテリーケースはYT４LーBS用が付属します。ホンダ純正バッテ
リーを使用の場合にはバッテリーケースを交換してください。
■ナンバー登録
17桁のフレーム番号が刻印されています。公道用にナンバーを取得
希望のお客様は別途400円で登録書類をご注文ください。
※フレームお届け時にナンバー登録状況を確認させていただくため、
登録票を返信封筒にてご返送ください。

0225

0109

0110

3074

モンキースチールフレーム



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

スタンド・ステップ
スタンド ステップ
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280円

3,400円

270円

2,330円3,200円

サイドスタンドを下げたままエンジン始動
が可能なサイドスタンドスイッチキャンセ
ラー。走行時前に必ずスタンドを跳ね上
げしたことを確認の上、走行してください。
警告スイッチ付きモンキー、ゴリラ12V車用

サイドスタンドスイッチキャン
セラー12Vモンキー

5550 350円

サイドスタンドを下げたままエンジン始動が可
能なサイドスタンドスイッチキャンセラーです。
走行時前に必ずスタンドを跳ね上げしたことを
確認の上、走行してください。 
適合 GROM、ディオ110(JF58)、リード125
(JF45)

サイドスタンドスイッチキャンセラー
GROM/PCX125/PCX150

5549

モンキーバックステップ用スタンド
ホルダー。警告灯スイッチ装備車に
取り付け可能。純正エンジンマウン
トにボルトオン。
適合 モンキー、ゴリラ

モンキーバックステップ用
スタンドホルダー

1524 3,600円

エイプバックステップ用スタンドホ
ルダー、バックステップ化に最適な
スタンドホルダー、警告灯ランプ取
り付け不可、純正エンジンマウント
にボルトオン、エイプ５０用サイドス
タンドをご使用ください。

エイプバックステップ用
スタンドホルダー

1523

純正モンキー、シャリィサイドスタン
ドスプリング
適合 Z50J-1158276～1195595
CF50-K2、CF70-K2
純正品番  95014-72102

ホンダ純正モンキーシャリィ
サイドスタンドスプリング

2369 119円

12Vモンキー用サイドスタンドスプ
リング。
有効長 118mm
適合 12Vモンキー、ゴリラ
純正品番 50542-GAR-900

ホンダ純正12Ｖ用サイド
スタンドスプリング

3002 390円

純正ダックスブレーキペダルスプ
リング。
適合 ST50 K4 6201008～
ST70 K4 6200011～
純正品番 46514-086-720

ホンダ純正ダックス
ブレーキペダルスプリング

3029

純正メインスタンドスプリングＤ
適合 CF50/70K1、CF50/70-K2
純正品番 95014-72402

ホンダ純正メインスタンド
スプリングＤ

2944 120円

純正６Ｖモンキー用サイドスタンド。６Ｖ専用のた
めスプリング長さが異なる１２Ｖには取り付けでき
ません。またスタンドスイッチホールもありません。
適合 Z50J 1000001-1195595、モンキー/ゴリ
ラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400
純正品番 50530-130-641

ホンダ純正６Ｖモンキー用
サイドスタンド

2770

モンキー、ゴリラ、ダックスなどのエン
ジンマウントに取り付け可能。バック
ステップを取り付ける際、フットス
テップを排除できるサイドスタンド用
マウント。
純正サイドスタンドは取り付け不可。

モンキーバックステップ用
ステップレスマウント

1898 2,980円

スタンドに装備のアジャスターナッ
トを緩めシャフトを回転させれば、ス
タンドの高さ調整が可能。
バックステップ用。
有効長 最大240mm

モンキーバックステップ
専用可変サイドスタンド

0812

バックステップを取り付ける際に不
要になるステップを排除できるサイ
ドスタンドです。
有効長 235mm

モンキーバックステップ用
サイドスタンド１０インチ

1896 2,880円

1300 2599 0848

1,540円1174 300mm

商品ID 価格（税込）　

1,130円
1,340円

0543
0370

有効長

225mm
255mm

■特長
モンキーステップバー専用スタンドです。
インチアップ時にお薦めするサイドスタンドです。
※スタンドスイッチ穴はありません（純正スイッチはご使用できません）。
■仕様
スチール製
純正スタンドは有効長175mm
警告灯スイッチ取り付け不可

■特長
モンキーの足回りのカスタムで車高調整が重要です。ノーマ
ル車からツインマフラーまで多種多様の車体へ対応する可
変スタンドです。
■仕様
1300、2599はストレートタイプです。0848はオフセットし
たツインマフラー用です。
警告灯スイッチ取り付け不可

2,880円0875 275mm

商品ID 価格（税込）　

2,880円
2,880円

1811
0908

有効長

160mm
200mm

■特長
モンキーステップバー専用スタンドです。アルミ削り出しでマシンの足回りを
スタイリッシュに演出します。
3サイズをラインナップしています。
※スタンドスイッチ穴はありません（純正スイッチはご使用できません）。
■仕様
アルミ製マシニング加工製品
警告灯スイッチ取り付け不可

■特長
スタンドは純正のようなシンプルなデザインを採用し、控えめな造りの
中に、品質の良さが感じ取れる高品質なパーツです。
スタンドはオールメッキを施し、高級感な仕上がりです。フラットな部
分は鏡のような綺麗なメッキ処理が施しています。
■製品詳細
スタンドパイプ太さ 16㎜
カラー クロームメッキ
警告灯スイッチ対応
■適合
モンキー（ＦＩ） Z50J9 AB27-1900001～
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400

商品ID 価格（税込）　

2,980円
2,980円

2546
2813

115mm
135mm

有効長

2,980円
3,200円

2547
3495

150mm
175mm

3,200円
3,200円

3496
3497

205mm
235mm

3,200円3498 265mm

商品ID 価格（税込）　

360円
360円

1709
5516

102mm
106mm

360円1710 120mm

有効長 ■参考
6V車モンキー、シャリィ用サイドスタンドスプリング有効長 約99mm
AB27 12Vモンキー用サイドスタンドスプリング有効長 約118mm
※一部年式は上記記載外の場合があります。

商品ID 価格（税込）　

1,340円
3,200円

1300
2599

適合

6、8インチ
8、10インチ

材質

鉄製
アルミ製

有効長

130～175mm
155～190mm

1,850円0848 10、12インチ 鉄製245～315mm

モンキースチール製サイドスタンド

モンキーアルミ製CNCサイドスタンド

モンキー車高調整式サイドスタンド

サイドスタンドスプリング

モンキーサイドスタンドクローム



スタンド・ステップ
スタンド ステップ
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1,030円

270円

105円

15,100円

3,300円

16,400円

純正モンキーラバーステップ2ヶ入
り。6、12Vモンキーへ取り付けでき
ます。
純正品番 50661-165-000

ホンダ純正モンキーラバー
ステップセット

万が一の転倒時やオフロードでの
障害に有効なCT110　ハンターカ
ブ・ブッシュガードです。CT110ハン
ターカブへ取り付け可能です。

CT110ハンターカブ・ブッ
シュガード/クロームメッキ

モンキー左右ステップセットです。
取り付け部品が一式付属します。
適合 5Lモンキー、FIモンキー、ゴリラ

モホンダ純正モンキー
左右ステップセット

4122 5,820円

モンキー、ゴリラ用ラバーステップ左
右セット。キットバイクや純正ステッ
プバーに使用が可能。純正と比較し
てゴム質が硬く、バーへ差し込む際
に力が必要です。そのため、熱いお湯
に浸したのち、ゴムが柔らかい中に
取り付けされることをお薦めします。

モンキーラバーステップ

0362

6,500円2456 1,080円 5364

純正モンキーサイドスタンドピポットボルトセット。
適合 モンキー AB27-1900001～モンキー/
ゴリラ（12V） Z50J-2000001～
/AB27-1000001～
純正品番  90108-MK6-670、90203-MF9-710

ホンダ純正モンキーサイド
スタンドピポットボルトセット

モンキーＺ５０Ｚ/ＺＫ１用ステップ
セット。取り付けに必要な修正部品
がセットです。
適合 Z50Z/ZK1

ホンダ純正モンキーＺ５０
Ｚ/ＺＫ１用ステップセット

3624 720円

モンキーＺ５０Ｚ/ＺＫ１用ステップ
ゴムのみ左右セット。
適合 モンキー Z50Z/ZK1
純正品番 95011-31000

ホンダ純正モンキーＺ５０Ｚ/
ＺＫ１用ステップゴムのみ左右

3625

フットステップマウントをエンジンへ取り付け
するための、ボルト、ワッシャーの4ヶ入りです。
仕様
サイズ M8×20(ピッチ1.25mm)
スプリングワッシャー組み込み済み
ネジロック塗り込み済み

ステップマウントボルト・
ワッシャー

2395 210円

3892 565円

純正モンキーサイドスタンドスイッチ。
適合 モンキー AB27-1900001～モンキー/
ゴリラ（12V）Z50J-2000001/AB27-1000001～
純正品番 35070-MET-640

ホンダ純正モンキーサイド
スタンドスイッチ

3891 4,244円

純正ダックスシャリィスタンドストッ
パーゴム四角。
適合 CF70 1000002-2599988 ６Ｖ
ダックス６Ｖ車（ＳＴ初期）
純正品番 95011-61000

ホンダ純正ダックスシャリィ
スタンドストッパーゴム四角

2553

ダックスシャリィステップゴム2ヶ入り。
適合 シャリィ CF50-1000002～2599988（６Ｖ車）、
ダックスＳＴ初期(６Ｖ車)
純正品番 95011-21000

ホンダ純正ダックスシャリィ
ステップゴム

2238 620円

モンキー、ゴリラのバックステップ。
別途ブレーキスイッチの取り付け加
工が必要。別途可倒式スターター
ペダルが必要。ブレーキロットは
5cm短いものが必要。
ドラムブレーキ用。

モンキーバックステップ
ドラムブレーキ用

0283 13,700円

モンキー、ゴリラのバックステップ。
別途ブレーキスイッチの取り付け加
工が必要。別途可倒式スターター
ペダルが必要。
付属品 マスターシリンダーリンク、
可倒式キックスターター

モンキーバックステップ
ディスクブレーキ用

0965

バックステップ用シフターとギャシ
フトアームの連結に使用するパー
ツ。ホンダモンキーエンジン、
Loncin社、Lifan社エンジンなどに
使用が可能。

モンキーバックステップ
シフター連結パーツ

0632 1,030円

純正ステップバージョイントピン2ヶ。
12Vモンキーに使用可能。
純正品番 50603-033-010

ホンダ純正
ステップバージョイントピン

4991 442円

エイプ１００用タンデムフットステッ
プ、ノーマルとほぼ同じポジション
ですが、フットガードが垂直方向に
立っているためくるぶしをしっかり
ガードします。

エイプ１００タンデムフット
ステップ

1738

純正モンキーステップバー。12Vモ
ンキー、ゴリラキャブレター車にご
使用が可能です。
純正品番 50610-181-930

ホンダ純正モンキーバー
COMPステップ

4115 4,300円

スタイリッシュデザインのアルミ製
ビレットフットステップ。ピポットパー
ツ＆心棒、パイプステップパーツの2
ピース構造設計。コーナーリング時
に路面クリアランスを確保するため
のハス切りデザイン。

モンキーアルミ製ビレット
サーキットフットステップ

5322 4,800円

モンキーZ50A用ステップバーセッ
トです。
適合 Z50A/Z

ホンダ純正モンキーＺ５０Ａ
用ステップバーセット

3621

ダックス用のセンター、サイドスタン
ドセットのステップです。純正ステッ
プよりも低いステップゴム位置です。
手軽にレストアされるお客様にお薦
めです。
取り付けボルトM8×20 4ヶ入り

ダックス用センター&サイド
スタンド＆フットステップ

0297 3,900円

アルミにマシニング加工を施ファッ
トタイプのフットステップ。
汎用タンデムステップです。
仕様
太さ φ38mm幅、 91mm
取り付けボルト穴 M8

アルミ製ファットタンデム
ステップ

2,780円

モンキー＆ゴリラアルミCNCフット
ステップ。
極太パイプデザイン。
仕様　
ステップ太さ３１.５ｍｍ、幅７５ｍｍ

フットステップ極太タイプ

1726 4,400円1725

モンキー、エイプ用のアルミ製ビ
レットフットステップです。
安心感のあるファットタイプ外径
φ34mm仕様。
製品寸法 長さ89×幅φ34mm
貫通タイプ

エイプ100用アルミ製ビレット
タンデムフットステップ

5975 4,150円

モンキー、エイプ用のアルミ製ビレ
ットフットステップ。安心感のあるフ
ァットタイプ外径φ34mm仕様。シ
ンプルなローレットデザインがクー
ルなステップを演出。

モンキー、エイプ用アルミ製
ビレットフットステップ

5974 3,870円

ピポットパーツ＆心棒、パイプステッ
プパーツの2ピース構造設計。コー
ナーリング時に路面クリアランスを
確保するためのハス切りデザイン。
仕様
ステップ部 L93×最大φ31.5mm

モンキーアルミ製ビレット
ストリートフットステップ

5323 4,900円

モンキー＆ゴリラ/アルミCNCフットステ
ップです。純正のバーラバーステップを取
り外し、取り付けるだけの簡単シンプル
なカスタムパーツです。カスタムパーツの
必需品の１つです。※ステップ本体は付
属のイモネジで２箇所を固定します。

モンキーアルミCNC
フットステップ

0844 2,680円

商品ID 価格（税込）　

3,600円
3,900円

0354
0693

ステップのみ
スタンド付属

3,900円0280 スタンド付属

内容

ー
225mm
255mm

有効長

モンキーフットステップ ■特長
モンキーのステップバーセットです。ラバーステップとステップバーがセット
です。純正ステップラバーの位置とは若干異なり、開き気味の形状です。
■内容
0354 はステップセット、0693、0280はステップとスタンドセット、
ステップバー、ステップラバーは組み込み済み 
■付属品
取り付けボルトM8×20 4ヶ
※取り付けボルトは緩み止め材塗付済み、スプリングワッシャー組み込み済。

カブ用のカブステップバーをセット
にしました。
取り付け用のボルトが付属します。
適合 スーパーカブC50 AA01-150
スーパーカブC50 AA01-160

ホンダ純正カブ
ステップバーセット

5847 4,730円
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地面

調整範囲 
0～××ｍｍ迄

※計測は、ねじのセンターから
着地面までの寸法

最も伸ばした状態

●可変式サイドスタンドの測り方●サイドスタンド(固定式)の測り方

最も縮めた状態
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モンキー警告スイッチ対応スタンド

モンキーステップ&警告灯対応スタンドセット

商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

5480
5481

150mm
175mm

有効長

1,900円
1,900円

5482
5483

200mm
225mm

1,900円
1,900円

5484
5485

250mm
275mm

1,900円5486 300mm

■特長
モンキー純正ステップマウントに取り付けが可能なサイドスタンドです。
ブラック塗装のため、純正の質感を変えずに気軽に交換できます。
12V車両の警告スイッチに対応しています。改造車の車高長に合わせて
選べる、全7サイズをご用意しています。
■内容品
サイドスタンド本体
ピポットボルト
■取り付けについて
12V車の場合は純正スプリングをそのままご使用ください。
※6V車の場合はホンダ純正品番 50542-GAR-900（12V車用）のス
プリングをご用意ください。※6V車の場合は警告スイッチはありません。

■特長
ローダウンからインチアップまで対応するステップとスタンドをパッケー
ジ化した製品です。モンキー、ゴリラに対応するステップにスタンド警告
灯スイッチ対応のスタンドをセットしました。
12Vモンキー、ゴリラのスタンド警告灯スイッチに対応します。ステッ
プ取り付けボルト(緩み止め材塗付済み)が付属します。スタンドの長さは
全5サイズを25mm刻みでご用意しました。
■内容品
モンキーステップ&警告灯対応スタンドセット 1ヶ
ステップ取り付けボルト(緩み止め材塗付済み)M8×20 4ヶ
■取り付け時に別途必要な部品
標準で付属しているピポットボルトは通常のスタンド取り付けボルトです。
警告灯スイッチをご使用の際はピポットボルト、ナットは純正部品を再利
用ください。
■適合
モンキー（FI） Z50J9 AB27 1900001～、
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J 2000001～/AB27 1000001～

商品ID 価格（税込）　

5,350円
5,350円

5601
5602

150mm
175mm

有効長

5,350円
5,350円

5603
5604

200mm
225mm

5,350円5605 250mm

CT110ハンターカブ・ブッシュガ
ード用防塵グロメット。6箇所の穴
にグロメットを差し込めば、防塵効
果、防水効果があります。
パイプ穴蓋用グロメット 6ヶ入り

CT110ハンターカブ・ブッシュ
ガード用防塵グロメット6ヶ入り

5928 550円

ダックスセンタースタンドセットです
。ピポットシャフトは廃盤のため、お
取り扱いがありません。
適合 ST50S 復刻版12Vダックス
AB26

ホンダ純正ダックス
センタースタンドセット

5918 4,500円

純正ポジションより後方にステップ
位置を変更するキット。ドラムブレー
キ車に取り付け可能です。
適合 初期型ダックス ST50/70
※AB26、アメリカンダックスは取り
付け不可。

ダックスバックステップ
キット

5958 17,520円

ホンダモンキー、ゴリラの純正ステップ車をセンタ
ースタンドタイプへ変更するキットです。
8インチモンキーであれば、リアタイヤと地面のク
リアランスを約80mmほど確保できます。
サイドスタンド警告灯スイッチキャンセラーが付属
しており、12V車にも簡単に取り付け可能です。

モンキーセンタースタンド
変更キット

5907 3,900円
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ダックス用ディスクブレーキ正立フロントサ
スペンションキット。シングルポットキャリ
パーのディスク化セット。4本スポーク車用。
適合 シャリィ、ダックス
インナーフォークφ26mm
フォーク有効長 640mm

ダックスフロントサスペン
ションディスク用

1229 15,900円

ダックス用ドラムブレーキ正立フロ
ントサスペンションキット。4本ス
ポーク車用。
適合 シャリィ、ダックス
インナーフォークφ26mm
フォーク有効長 600mm

ダックスフロントサスペン
ションドラム用

1970 11,600円

30,200円

16,800円

ダックス用左ディスクブレーキ化
キット。4本スポーク車用。ジャバラ
ブーツ付き。
適合 シャリィ、ダックス
インナーフォークφ31mm
フォーク有効長 600mm

ダックスフロント
サスペンションディスク用

2812 18,300円

NSR風イメージのショック、モンキー系
ディスクブレーキフロントサスペンション
+CNC加工トリプルブリッジ。※入荷時期
によりアウターパイプ仕上げがCNC仕
上げもしくは塗装仕上げのいずれかに。

モンキーフロントサスペン
ションφ31ディスク用

1231 24,000円

ホンダモンキー用ディスク化フロント
倒立サスペンションキットです。優れ
た剛性のインナーフォークφ33mm
がセットです。高い制止能力の大口径
ディスクローターφ220mmがセット
です。フォーク有効長600mm

モンキーフロントサスペン
ション倒立ディスク用

1227

ダックス用ディスクブレーキ正立フロントサ
スペンションキット。シングルポットキャリ
パーのディスク化セット。4本スポーク車用。
適合 シャリィ、ダックス
インナーフォークφ26mm
フォーク有効長 600mm

ダックスフロントサスペン
ションディスク用

5573 15,900円

インナーパイプφ26mmの強化サス
ペンション。油圧ダンパー方式のた
め、純正よりも走行安定性がアップし
ます。アルミ製CNCステムがセット。
適合 モンキー、ゴリラ
フォーク有効長 525mm

モンキーフロントサスペン
ションドラム５２５ｍｍ

4102 17,500円

ホンダモンキー用ディスク化フロン
トサスペンションキットです。フォー
ク長は4Lモンキーと同等です。2ポ
ットキャリパーのディスク化パーツ
がセットです。
フォーク有効長475mm

モンキーフロントサスペン
ションディスク用

1220

高剛性インナーフォークφ36mm
がセット。高い制止能力の大口径デ
ィスクローターφ220mmセット。
適合 モンキー、ゴリラ
フォーク有効長 600mm

モンキーフロントサスペン
ションφ36ディスク用

1228 28,300円

ホンダモンキー用ディスク化フロン
トサスペンションキットです。フォー
ク長は5Lモンキーと比較して約
30mmショートです。
有効長 約470mmです。

モンキーフロントサスペン
ションディスク用

5130 10,800円

ホンダモンキー用ディスク化フロントサ
スペンションキット。5Lモンキーと比較し
て15mmロングです。シングルポットキャ
リパーのディスク化パーツがセットです。
8、10インチ問わず人気のフロントサスペ
ンションセット。

モンキーフロントサスペン
ションディスクシルバー

1225 16,300円

■特長
ホンダ純正フロントフォーク対応インナーセットです。
おむすび型タンクフロントショック対応でブーツ部はネジ切りになります。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
※純正フォーク長は500mmです。
※こちらの製品は4Lモンキー用です

8,900円
8,900円

4015
5148

475mm
500mm

8,900円4016 525mm

商品ID 価格（税込）　

8,900円
8,900円

5543
4014

フォーク長

425mm
450mm

6,600円
6,600円

5440
1536

500mm
525mm

商品ID 価格（税込）　

6,600円
6,600円

5158
1055

フォーク長

425mm
450mm

■特長
モンキー用ドラムブレーキ専用サスペンションです。
5LモンキーやFIモンキー、ゴリラへポン付けが可能です。
若干割高ですが、ホンダ純正ダストシール、サークリップをセットしてあり
ます。

13,600円
13,600円

4149
4150

500mm
525mm

商品ID 価格（税込）　

13,600円
13,600円

4147
4148

フォーク長

450mm
475mm

商品ID 価格（税込）　

11,800円
11,800円

1463
1464

メーターギヤ

8インチ
8インチ

フォーク長

450mm
475mm

■特長
Z50A、Z50Jタイプフロントショックです。
ドラム仕様で純正と比較してショートタイプのフロントフォークです。
■付属品
ベアリング一式、メーターケーブル、ブレーキケーブル
■備考
純正フォーク長は500mm（5Lモンキー、FIモンキー）です。
※ねじ込みシールカバー仕様です。

商品ID 価格（税込）　

10,100円
10,100円

1050
1049

370mm
475mm

フォーク長

8インチ
8インチ

メーターギヤ

モンキーZ50Jフロントショック

モンキードラムブレーキ用ショック

モンキードラムブレーキ用ショック

■特長 
純正フロントサスペンションのインナーパイプを差し替えるだけでディスクブ
レーキに変更が可能です。2ポットで強力な制動力です。
※純正フォーク長は500mmです。
※海外製シール組み込み済みです。
※ミラー台座は左ネジM8です。

モンキーディスク用ショック

■特長
5Lモンキー、FIモンキー、ゴリラ専用です。高品質な純正シールを組み込み
済みです。そのため若干割高ですが、安心してご使用いただけます。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400

モンキーディスク用ショック
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発売中のフォーク専用ステム。バークランプピッチ
の変更や破損時の交換部品としてご使用ください。
仕様
フォークピッチ 173mm
バークランプピッチ 100mm
フォークφ 26mm

フォークピッチ 173mm、バークランプ
ピッチ 100mm、フォークφ 26mm

5568 4,800円

アルミ製マシニング加工によるエイプ用
フロントフォークスタビライザー。フロン
トフィークのたわみを抑制し、安定感の
あるフィーリング効果を発揮します。
純正フォークにボルトオンが可能です。

アルミ製ビレットエイプフロント
ショック強化スタビライザー

5971 3,750円

ホンダ・モンキー用のステムプレートです。
カラーリングは艶ありブラックです。モンキ
ーノーマルハンドル専用（折り畳み式）です。
製品の仕上がりについて
当製品はブラック艶あり塗装のため、小傷
が目立つ場合があります。

モンキートップブリッジ
艶ありブラック

5740 1,320円

1,750円

5,500円

30,200円11,800円

モンキー用の折りたたみハンドル
トップナット、フロントシャフト外せ、
フロントを脱着可能。
50mmショートアウター。
カラー ホワイト
適合 4Lモンキーインナーパイプ

モンキーくるくる分離式フロン
トアウター５ｃｍショート白

1813 12,900円

5Lインナーパイプ、スプリングを使
用することが可能。
有効長 310mm(純正5Lフォーク
と同等）

5Lモンキーフロントフォーク
アウターブラック

4588 4,500円

モンキー用50mmショートアウター。
シール部分はねじ込みタイプです。
カラー シルバー
適合 4Lモンキーインナーパイプ

モンキーアウターフォーク
ショートパイプ

ダックスウインカーフロント左右が
セット。初期型ダックスのネジ仕様
ジャバラブーツ車用。
カラー ホワイト
フォークアウターパイプ全長 355mm

ダックスフロントアウター
チューブセット

ゴリラの場合は純正ブラケットがそ
のままボルトオン。モンキーの場合、
ゴリラハンドルブラケットを使うこと
で、多種の市販ゴリラハンドルバー
が使用可能。

モンキーアルミ製ビレット
プレートＺ５０Ｊタイプ用

2595 5,500円

ワイドピッチフォークステムです。
ホンダモンキーハンドルが取り付け
できます。
仕様
フォークピッチ 203mm
ハンドル取り付けピッチ 100mm

ワイドピッチフォーク用
ステムP/T203mmメッキ

5204

4,500円1615

6,000円2030

モンキーにゴリラハンドルバーを取
り付けする場合に必要なステムプレ
ートです。このステムを使用すること
で、モンキー（折り畳みハンドルブラ
ケット）仕様からゴリラ（バーハンド
ル）仕様へコンバートが可能です。

モンキー純正フォーク専用ステム
（ゴリラハンドルバーピッチ）

1685 1,320円

アルミ製マシニング加工による総削
り出しステムです。
ゴリラ用ハンドルバークランプが取
り付け可能。

ゴリラハンドル用アルミ製
ステム

1505

アルミ製のマシング加工を施したモ
ンキーハンドルバーホルダー用ステ
ムです。純正フォーク、ハンドルバー
ホルダーのボルトオンが可能です。

モンキー純正ハンドル用
アルミビレットブリッジ

1506 5,500円

ダックス用ディスク化フロント倒立
サスペンションキット。優れた剛性
のインナーフォークφ33mmがセッ
トです。高い制止能力の大口径ディ
スクローターφ220mmがセット。
フォーク有効長 600mm

ダックスフロントサスペン
ション倒立ディスク用

1337

ダックス用ディスク化フロントサスペ
ンションキット。初期型スプリング式
ダックスアウターパイプへ取り付け
が可能。
フォーク有効長 585mm

ダックスフロントサスペン
ションディスク用

商品ID

12,900円
14,500円

1736
5520

345mm
365mm

アウター長 価格（税込）　

■特長
ダックス用の折りたたみハンドルトップナット仕様フォークです。
センターシャフトを外し、フロントホイールを脱着できます。
■適合
初期型ダックスのネジ仕様ジャバラブーツ車
■付属品
ベアリング類一式、ステーピッチ変換スペーサー
専用ステム一式、ノブ

ダックスディスクブレーキショック

ホンダ純正モンキーステム

ダックス分離式フロントアウター

■特長
初期型ダックスシャリィ用ワイドフォークキット。ワイド幅ホイール向けの
ステムセットです。初期型フォークと併せることてご使用いただけます。
■適合
シャリーCF50、シャリーCF70
シャリーK1/K2（丸目ヘッドライト用）

ダックスワイドフォーク

■特長
発売中のフォーク専用ステムです。バークランプピッチの変更や破損時の交
換部品としてご使用ください。ステムの厚みは純正ステムよりも厚くなります。
ご注意ください。
■仕様
フォークピッチ 199mm、フォークφ 31mm
■適合フォーク1231

199mmピッチフォークステム

商品ID 価格（税込）　

13,200円1461 520mm
フォーク長

10インチ
13,200円1400 565mm 10インチ

メーターギヤ ■特長
ヘッドライト取り付けピッチ150mmのフロントショックキットです。
ダックス、シャリィフレームへ取付が可能です。
2ポットで強力な制動力でフォークピッチは167mmです。
■仕様
4本スポークホイール用ベアリング類の部品が一式付属します。
※ミラー台座はM8逆ネジです。

商品ID 価格（税込）　

9,600円
9,600円

4810
5142

330mm
355㎜（純正長）

パイプ長

商品ID 価格（税込）　

4,800円
4,800円

5551
5552

70mm
100mm

バー取付ピッチ

商品ID 価格（税込）　

2,000円
2,000円

2768
2769

カラー

艶ありブラック
艶なしブラック

純正品番

53231-165-640ZB
53231-165-640ZA

3,830円2771 クローム 53231-165-Y00

■特長
ホンダ純正ステム各種をご用意しています。
ブラックはつや消し、つやありの2タイプがございます。
■適合
2768、2769 適合車種Z50J 1000001-1195595
2771適合車種Z50J-1600008～1805927、
Z50J-1300017～1510400 2768 2769 2771

ホンダエイプ用ディスク化フロントサ
スペンションキット。優れた剛性のイ
ンナーフォークφ31mmがセット。大
口径ディスクローターφ240mmが
セットです。
フォーク有効長 690mm

エイプ50/100フロント
サスペンションディスク用

0705 146228,800円



フロントショック
フロントショック

33

クッション分解時のスモールパーツ
セット、別販売の純正ダストシール
フロントフォーク（純正品番 
51503-165-003）又は、ジャバラ
変更パーツを購入すれば、足回りが
リフレッシュできます。

モンキーフロントクッション
オーバーホールピン抜きセット

2900 875円

195円

780円

2,370円

1,340円

ホンダモンキー、ゴリラ用六角ボル
トとワッシャーのセット。メッキカ
ラーのボルト、ワッシャー入りです。
ネジサイズ 
M10×20（ピッチ1.25mm）

Ｚ５０Ｊ用フロントショック
６角ボルト２ケ

1437 415円

分解や組み付け時にハンマーで叩
いてしまい、割れてしまうことがあり
ます。当社発売のフロントフォークキ
ット専用アフターパーツです。
入り数 1ヶ

ピストンスライドパイプ単品
アフターパーツ

5258 450円

純正モンキーピンスプリング。ピスト
ンスライドパイプの接続用として、左
右各１個づつ必要です。
純正品番 51526-098-000

ホンダ純正モンキーピンス
プリング

2862

モンキー用のフロントクッション簡単
ピン抜きセット。フォークスプリングと
インナーパイプの分解に必要な製品。
内容
ピンスプリング抜き棒、ピンスプリング2ヶ

モンキーフロントクッション
オーバーホールピン抜きセット

2899 360円

フロントクッションの上側のホルダ
ーです。1台分は2セット購入してく
ださい。
純正品番 51504-165-000 1ヶ
51506-064-020 1ヶ 

ホンダ純正アッパースプリング
ホルダー＆ラバーストッパー

5182 1,090円

純正モンキースプリングフロントク
ッション。取り付けの際には、モリブ
テングリスをスプリングにまんべん
なく塗布してください。
純正品番 51501-120-000

ホンダ純正モンキースプ
リングフロントクッション

2864

モンキー系のフロントクッション下側
のスプリングホルダー。アルミダイキャ
スト製の純正品とは異なり、削り出し
で製作をしているため、純正品に比べ、
高強度化。ジュラルミン17Sを使用。
入り数 1ヶ

モンキー系ロアースプリング
ホルダー

3015 2,260円

純正クッションオイルシール一台分。
詳細寸法 φ20.7×φ30×厚み7mm
純正品番 90755-064-013
入り数 2ヶ

ホンダ純正クッションオイル
シール一台分

2082 930円

純正ダストシールとスモールパーツ
のセット。
純正品番 51507-165-000 2ヶ
94520-34000 2ヶ
51503-165-003 2ヶ

ホンダ純正ダストシール
交換セット

1534

ピストンスライドパイプはフォークパ
イプとスプリングフロントクッション
の接続パーツの一部です。
純正品番 51507-098-000
入り数 1ヶ

ホンダ純正モンキーピストン
スライドパイプ

2863 485円

耐水性に優れた純正フロントショッ
ク専用グリスです。フロントフォーク
のスプリング、可動部（摺動部）にタ
ップリと塗り込んでください。

モンキー純正フロント
ショック専用スペシャルグリス

5439 890円

純正品の左右フォークガイド。
純正品番 51502-045-670
入り数 2ヶ 

ホンダ純正モンキーフロント
フォークガイド左右

1778

純正部品フロントフォークダストシー
ル左右セット。
純正品番 51503-165-003
入り数 2ヶ

ホンダ純正フロントフォー
クダストシール

1264 1,750円

■特長
フロントフォークのインナーをジャバラブーツに交換するパーツです。
すでにフォークにジャバラが標準装備されたフォークにはジャバラブー
ツ単品がご使用可能です。付属のジャバラはホンダ純正部品です。
■注意
フォーク長が短い場合、ストロークが短くジャバラの可動域が十分確保
できず、走行に支障をきたす恐れがあります。
■セットに含まれるジャバラブーツの純正品番
51505-064-010B

■特長
長野県諏訪市内にてマシニングされたアルミ製ステアリングナットです。
キャップ裏側には、燃料タンクのブローバイホース接続用の穴ガイドを
設けました。純正ステム用す。
■適合
モンキー・ゴリラ、 Ａｐｅ５０/１００、ＸＲ５０/１００ ＭＯＴＡＲＤ
ＭＡＧＮＡ５０、 ＤＲＥＡＭ５０、ＣＲＦ５０/７０、 ＸＲ５０/７０Ｒ、 ＣＤ５０
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,230円

3791
3792

レッド
ブルー

1,230円3793 シルバー

カラー

■特長
当製品のご使用には、専用ステムへの交換が必要です。
キャップ裏側には、燃料タンクのブローバイホース接続用の穴ガイドを設けま
した（工作用ドリルでの穴あけを容易に行えます）。
■適合ステム
3709、3710，3711（当社取り扱いステム用）
※純正ステムへは取り付けできません。
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,230円

3712
3713

シルバー
レッド

1,230円3714 ブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

3,900円
3,900円

1558
1559

30mm
70mm

3,900円1560 100mm

有効長

1549

15370915

21561779

■特長
エイプ、NS-1用インナーパイプ延長インナーパイプパーツです。
Ｏリングはインナーフォークから取り外し再利用してください。
■仕様
パイプ径 φ31mm

商品ID 価格（税込）　

3,700円
4,200円

0915
1537

ジャバラブーツセット
ジャバラブーツセット

製品名

2,010円1779 ホンダ純正ジャバラブーツ

A/Z/4L
5L/FI
共通

2,570円2156 ジャバラアダプターパーツ単品
3,300円1549 ジャバラアダプターパーツ単品

A/Z/4L
5L/FI

仕様

ジャバラブーツ

エイプ用フォーク延長パイプ

エイプ用ステアリングナット

ステアリングトップナット
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13,100円

1,436円

モンキー用デフ付きトライクキット
ブレーキキャリパーセットです。
フルード注入済みのため取り付けも
簡単に行えます。モンキー用デフ付
きトライクキットのアフターパーツと
してご使用ください。

モンキートライクデフ用
ブレーキキャリパーセット

0661 8,800円

ダックス用ディスク化フロントサスペン
ションキットです。フォーク長はほぼ純
正と同寸法の600mmです。2ポットキ
ャリパーのディスク化パーツがセット
です。ベアリング一式がセットです。
ディスクフォーク有効長600mm

ダックスフロントサスペン
ションディスク用

5793 13,200円

純正ショックはオイルダンパー機構
が無く、衝撃吸収が不十分なために
ハンドル操作に十分な効果を発揮
できるダンパー機能がお薦め。
フォーク交換無しにダンパー機能を
得られます。

モンキーゴリラフロント
ショックダンパー

1286 5,600円

5L、FIモンキー、ゴリラ全年式にご使用可能で
す。組み込み前にグリスを塗付してください。
純正品番
右側クッションＡｓｓｙ 51400-165-000 
左側クッションＡｓｓｙ 51500-165-000 

ホンダ純正モンキーフロント
クッション

3690

初期型スプリング式アウターフォー
クへ取り付け可能です。2ポットキャ
リパーのディスク化パーツがセット。
ベアリング一式がセットです。
フォーク有効長 540mm

ダックスフロントサスペン
ションディスク用

5741 11,800円

フォークのサイドへ取り付けする
汎用リフレクター。
詳細
取り付けボルトM6
レンズ直径 φ58mm
対応フォークチューブ径 φ34mm
入り数 1ヶ

フロントショックリフレクター

0806 465円

純正ダックススシャリィリフレクター
ベース付き。
適合 ST50/ST70 K1.K2.K3.K4
CF50/CF70  K1.K2.K3.K4

ホンダ純正ダックススシャリィ
リフレクターベース

3032

純正ゴリラハンドルバー用ステム
です。
カラーメッキ
純正品番 53231-181-850

ホンダ純正ゴリラハンドル
バー用ステム

5929 4,039円

ホンダモンキー用ディスク化フロン
トサスペンションキット。フォーク長
は5Lモンキー、ゴリラと同等。2ポッ
トキャリパーのディスク化パーツが
セット。 フォーク有効長 495mm

モンキーフロントサスペン
ションディスク用

5934 16,800円

純正ゴリラハンドルバー用ステム。
カラー　ブラック
純正品　53231-165-631ZC

ホンダ純正ゴリラ
ハンドルバー用ステム

5930 2,397円

■特長
販売中のフロントフォーク交換用トリプルブリッジです。
当製品に交換することでインナーパイプ部の高さ調整が可能になります。
※ハンドルポスト取り付けピッチ100mmです。
ゴリラバーピッチ変更の場合にはNO1515モンキーノーマルステム用ゴリラ
ハンドルバークランプがお薦めです。

商品ID 価格（税込）　
9,800円
10,800円

0937
1460

モンキー
モンキー

適合

10,800円2984 モンキー

φ26mm
φ31mm

パイプ径

φ45mm

0086、1225
1231
1227

9,800円1246 ダックス
10,800円1027 エイプ

φ26mm
φ31mm

1229、1970
0705

適合製品

6,600円

5Lモンキーのインナーパイプ、スプリ
ングがセットです。5Lモンキーアウタ
ーフォークへ取り付け可能です。
フォーク有効長 485mm

5Lモンキーフロントフォーク
ドラムインナーセット

4591

■特長
当社取り扱いのフロントショック専用シールを各種ご用意しています。
適合欄をお確かめのうえご購入ください。全て左右分の2ヶ入りです。
※他社製品の類似フォークへの適合はお答えできません。

○ダストシール○オイルシール
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

0675
0679

1,650円0681
1,650円0683
1,650円1759

商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

0676
0678

1227、1337
ー

適合製品

1,650円0682 1225、0086

0232
1228、0194

1224、0076、0076R、0077
0077R、0086R、0087、0087R

1,650円0684 1229
1,650円1758 1231、0705

0029、0029R、0039、0039R
1230

適合廃盤製品

1227、1337
1225、0086

適合製品

ー

0232
0076、0076R、0086R、

1224、0077、0077R、0087、0087R
1229 0029、0029R、0039、0039R

1231、0705 1230

適合廃盤製品

アルミ製CNCトリプルブリッジ

■特長
ダックス/シャリィ用オイルダンパー機構フロントサスペンションです。油圧ダンパー式のため、路
面からの衝撃を効率的に吸収しライダーへの負担を軽減します。25%強化スプリング（カラー:
イエローメタリック）を標準装備しています。パイプ径φ25.5mm仕様の高剛性フォークです。
■適合
初期型シャリーCF50/70
初期型ダックスST50/70
※フロントパイプガイド仕様（ネジ込みタイプ）です。

ダックス/シャリィ強化フロントショック

フロントフォーク各種シール

商品ID

13,400円
13,400円

5960
5961

540mm
575mm

有効長 価格（税込）　

■特長
モンキー/ゴリラ用オイルダンパー機構フロントサスペンションです。油圧ダンパー式のため、路
面からの衝撃を効率的に吸収しライダーへの負担を軽減します。25%強化スプリング（カラー:
イエローメタリック）を標準装備しています。パイプ径φ25.5mm仕様の高剛性フォークです。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400

モンキー/ゴリラ強化フロントショック
商品ID

13,400円
13,400円

5962
5963

480mm
500mm

13,400円5964 525mm

有効長 価格（税込）　

825円

モンキー、ゴリラ、エイプ、ダックスな
どのステアリングステムナット。アル
ミ製トップブリッジとの組み合わせ
は、ハンドル廻りのドレスアップにお
薦めです。

アルミ製ステアリング
センターナット

1519
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■特長
ＫＹＢ社日本製のリアショックです。スムーズにそして速くミニバイクに求め
られる基本性能を忠実に実現するためのショックです。
■仕様
カム式スプリングイニシャル調整(5段)、ロッド式減衰力調整(3段)、ガス式
リヤクッションユニット、左右セット（2本入り）、スチールカラー付属
＊シャリィの場合、チェーンケースと干渉します。またバイクによっては取り
付けの際に干渉する場合があります

商品ID 価格（税込）　

17,000円
16,500円

3794
3795

280mm
280mm

有効長

17,000円3796 305mm

銀/メッキ
青/黒 
青/黒 

18,000円4004 330mm 銀/メッキ 

カラー（本体/バネ）

MGS280S
MGS280
MGS305
MGS330S

メーカー型番

■特長
クロームスプリンクボディキャップ付のスポーツリアショックです。
程よい硬さのスプリングを採用しライダーの疲労軽減や乗り心地の良さを
重視したリアショックです。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ
■仕様
スプリングプリロード  5段階

■特長
純正のコイルショックをオイルダンパーつきに交換することで走行中の
バタつきを軽減します。リーズナブルに足回りの強化に最適です。カラー
交換でダックスやシャリィ、カブにも使用が可能です。
■仕様
サスペンション外径 φ52.2mm
上下取り付け穴 φ10mm
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～
1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595
有効長240mmはストロークが短く、かなり硬めです。
※モンキー用リアショックカラーが本体にセットされた状態でお届けです。
※オイル式、5段階プリロード調整式リアショックです。
※ダックス、シャリィ用カラーが必要な場合はダックスリアショックＭ12
　カラー1455をお求めください。

商品ID 価格（税込）　

5,600円
5,600円

4324
4325

280mm
300mm

有効長

5,600円4326 330mm

クローム
クローム 
クローム 

カラー

価格（税込）　商品ID

4,200円
4,200円

2266
3248

4,500円
4,500円

0112
0962

4,500円
4,500円

0914
1103

ブラック
イエロー
クローム
レッド

 イエロー
ホワイト

4,700円
4,900円

1327
0936

4,900円
4,900円

0935
0963

イエロー
クローム
イエロー
レッド

カラー

240mm
240mm
280mm
280mm
280mm
280mm
300mm
330mm
330mm
330mm

有効長

価格（税込）　商品ID

7,200円
7,200円

1467
1311

7,200円
7,200円

1312
1313

7,200円1314

クローム
クローム
クローム
クローム
クローム

カラー

240mm
265mm
285mm
300mm
330mm

有効長

モンキーゴリラ強化リアショック

荒巻リアショック

KYBガス式リアショック

デュアルスポーツリアショック

■特長
荒巻リアショックでラグジュアリーでスタイリッシュな足回りに生まれ変わ
ります。荒巻リアショックのため、硬いと懸念されるお客様もいらっしゃいま
すが、比較的柔らかく、しなかやなリアショックです。純正のような跳ね上げ
感はなくダンパーの効きを実感できます。5段階のプリロード調整機構と調
整用工具も付属します。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～
1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595
ダックス
シャリィ

※対応車種 モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ(付属カラー交換でダックス、シャリィに
対応します)
※スプリング径 φ65mm　
※付属品 カラー φ12mm 4ケ、プリロード調整工具

トライク用ワイドホイールにストリート
向けタイヤ組み込みしたセット。ロー
ドノイズや振動を軽減するINNOVA 
DRIVERタイヤを組み込みしました。
ホイール 実測全幅 225mm(8.0J)
タイヤ 205/50-10 66N

トライクキット用10インチホ
イールストリートタイヤ仕様

5614 11,500円

1,030円

デフ付きトライクキット用のアフ
ターパーツ。ステー形状は左右比
対称です。
内容 左右セット品

モンキートライクデフ用
フェンダー

0017 7,000円

トライクキット用アフターパーツのラ
グナットです。
カラー クローム
サイズ M10（ピッチ1.25mm)
入り数 8ケ

トライク用ラグナットクロー
ム８ケ入り

0369

モンキートライクキットデフギアリア
ディスクブレーキNO0031専用の
ブレーキパッドです。

モンキートライク用ディスク
ブレーキパッド

2887 1,340円

モンキーをトライク化するパーツセット。
リアディスクブレーキセットを標準装備。
ディスクローター径 195mm
PCD 110mm
デフギャ

モンキートライク化コン
バートセット

0031 24,500円

10955950

商品ID 価格（税込）　

5,100円
4,500円

ソフト
強化スプリング5段調整

0663
1095

6,000円強化スプリング5段調整1094

タイプ

335mm
280mm
330mm

5,300円ソフト5950 335mm

有効長 ■特長
オイルダンパーなしのショック0663、強化スプリングショック1095を
ご用意しています。
※0633は純正と同じ有効長のリアショックです。

ダックス・シャリィリアショック



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

リアクション
リアショック

36

1,850円

1223 720円 2200 720円

2370 300円2940 1,030円2454 370円

1903 3,300円 1596 1528 515円

モンキー、ダックス用リアショック取
り付けナットとワッシャーにクロー
ムメッキを施しました。
カラー クロームメッキ
Ｍ10×ピッチ1.25mm

モンキー、ダックス、シャリィ用リアショッ
ク取り付け袋ナット、ワッシャーの1台分
セット。袋ナットはクロームメッキです。
カラー クロームメッキ
Ｍ10×ピッチ1.25mm

純正４Ｌモンキーリアショック止め
ボルト２３９ｍｍ
車種 Z50J-1000001～1195595
純正品番
92101-102390B

モンキースーパー快速ガスリアショッ
ク用の長さ調整ボルトホールです。
仕様
全長 60mm、調整幅 15mm
ボルト径 18mm、ボルトピッチ 1.5mm

純正モンキーリアショックブッシュです。
適合 Z50J9 AB27 1900001～
Z50J-1300000～1885477
Z50J-200000～
入り数 2ヶ、純正品番 52489-028-000

モノショックスイングアームセットに
含まれるリアショックの単体販売。
仕様
ショック有効長 210mm
取り付けネジ M10

モノショックスイングアームセットに
含まれるリアショックの単体販売で
す。モノショック専用ブラケットはフ
レームシートアンダーパイプへクラ
ンプさせるためのブラケットです。

アルミリアスイングアーム用リア
ショック取り付けボルト左右。左側
は頭の低い方をご使用ください。
入り数 左右セット
ボルトサイズ M10×45

リアショックナット＆ワッ
シャークロームメッキ

リアショックナット＆ワッ
シャーＭ１０×４本

ホンダ純正４Ｌモンキーリア
ショック止めボルト２３９ｍｍ

スーパー快速ガスリアショック
用長さ調整ボルトホール

ホンダ純正リアショック
ブッシュ　

モンキーモノショック専用
リアショック

モンキーフレーム対応モノ
ショック専用ブラケット

リアショック取り付け
スイングアームボルト左右

■特長
モンキー、ダックスなどのミニバイク向けに開発したリアショックです。
今までのリアショックを根本から見直し、スプリングレート、内部構造を
一新しました。アスファルト路面の凸凹をなめるように駆け抜けるための
リアショックです。カム式スプリングイニシャル調整(5段)が可能です。
荒巻ショックのスプリングピッチを僅かに縮めたことで、マイルドで腰の
あるリアショックに仕上がっています。長距離ツーリングの場面で疲労を
軽減できるリアショックです。
■適合
モンキー（FI） Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J 2000001～/AB27 1000001～
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
Z50A/Z50Z
6V CF70 1000002～2599988
6V ST50 6300000
Z50J 1000001～1195595
ダックス、シャリィ等にも取り付け可能ですが、フェンダーと干渉する場
合があります。
※注意１ SPはスプリング、BDはボディの略称です。

商品ID 価格（税込）　

5,700円
5,700円

5166
5167

5,700円5168
5,700円5169
5,700円5170

240mm
265mm

有効長

280mm

ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック

300mm ブラック×ブラック
330mm ブラック×ブラック

5,700円
5,700円

3859
3860

5,700円3861
5,700円3862
5,700円3863

240mm
265mm
280mm

クローム×クローム
クローム×クローム
クローム×クローム

300mm クローム×クローム
330mm クローム×クローム

5,700円3872
5,700円3873
5,700円3874

300mm イエロー×クローム
330mm イエロー×クローム
240mm レッド×ゴールド

5,700円
5,700円

3875
3876

5,700円3877
5,700円3878
5,700円3879

265mm
280mm
300mm

レッド×ゴールド
レッド×ゴールド
レッド×ゴールド

330mm レッド×ゴールド
240mm ブルー×ブラック

5,700円3880
5,700円3881
5,700円3882
5,700円3883

265mm
280mm

ブルー×ブラック
ブルー×ブラック

300mm ブルー×ブラック
330mm ブルー×ブラック

カラー（SP×BD)※注意１

荒巻リアショック強化タイプ

商品ID 価格（税込）　

5,300円
5,300円

275mm
330mm

4826
4827

有効長

商品ID 価格（税込）　

6,100円325mm4831
有効長

■特長
モンキーサブタンク装備リアショックです。低価格と性能を両立させた、
高品質リショックに仕上がっています。窒素ガス式サブタンク装備です。
■仕様
スプリング直径 61mm
取り付けピッチ 325mm
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ

■特長
低価格と性能を両立させた、高品質リアショックに仕上がっています。
窒素ガス式サブタンク装備です。
■仕様
スプリング直径 61mm
取り付けピッチ 275mm

アルミ製リアサスペンション

サブタンク付リアサスペンション

■特長
軽量化と耐久性を両立したジュラルミン製です。5Lモンキーフレーム（ゴリラ
含む）のリアショック取り付けシャフトに差し込み、4Lモンキーフレームのリア
ショック取り付けシャフトのボリューム感を演出するパーツです。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927、モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595

商品ID 価格（税込）　

1,010円
1,010円

2808
2809

レッド
シルバー

カラー

モンキーシャフトファットカラー

生産
終了



リアショック・ブレーキ
リアショック ブレーキ
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10,100円

6,100円6,800円

路面の追随性能を高めたデュアル
スポーツリアショックです。コイルピ
ッチ、線径、太さの異なる2本のコイ
ルをセットしたことで、衝撃吸収性
能を高バランス化しています。

デュアルスポーツ
リアショック330mm

4329 12,360円

モンキースーパー快速ガスリアショックは長距
離ライディングに快適性を与えるバネレート
を採用したオイルダンパー式リアショックアブ
ソーバー。アルミ削り出しボディーを採用し、ク
リアアルマイトを施した高級感のある仕上がり
です。スプリングはメッキを施しております。

モンキースーパー快速ガスリア
ショック285～305mmメッキ

2879

モンキーサブタンク装備リアショッ
ク左右2本です。窒素ガス式サブタ
ンク装備です。付属部品 スプリング
リロード調整工具付属、内径φ
12mmカラー2ヶ付属（ダックス、シ
ャリィなどに使用可能）

モンキーサブタンク装備
リアショック330mm

2937 6,100円

モンキーサブタンク装備リアショッ
ク左右２本。ブラックスプリングとゴ
ールドボディで多種多様なカスタム
イメージに最適。
低価格と性能を両立させた、高品質
リアショックに仕上がっています。

モンキーサブタンク装備
リアショック３３０ｍｍ

2791

スプリングプリロード 無段階調整、
エイプ50/100/TypeD、自由長 
263mm±3mm（STD：263mm）
ガス/オイルダンパー式、エイプ
50/100/TypeD、自由長 
263mm±3mm（STD：263mm）

エイプ50/100/TypeD
強化リアショックBATLLE-Air 

4327 8,900円

オイルダンパー式、スプリングプリ
ロード 無段階調整、エイプ
50/100/TypeD、自由長 
263mm±3mm（STD：263mm）

エイプ50/100/TypeD
強化リアショックBATLLE-X

4328

8334 8123

商品ID 価格（税込）　

980円2968
980円2993

ブルー
シルバー

カラー

商品ID 価格（税込）　

13,700円
15,900円

8インチ用/ペダルなし
8インチ用/ペダル付き

0334
8334

13,700円
15,900円

10インチ用/ペダルなし
10インチ用/ペダル付き

0123
8123

仕様

360円

850円

1,900円

1,440円

純正モンキーブレーキペダル止め
セットです。
純正品番 94102-14000
94201-30250

ホンダ純正モンキー
ブレーキペダル止めセット

2077 105円

カムシャフトカムシャフトカムシャフ
モンキーブレーキペダル留め部品
セットです。ステンレス製のワッ
シャーとスナップピンがセットです。

モンキーステンレス製
ブレーキペダル留め部品セット

5329

5Lモンキー、ゴリラへ取り付けが可能です。
純正部品 45134-250-000
43145-GS9-000、45410-181-950
90301-473-003、95701-0603500 
各1ヶ

５LモンキーブレーキアームＦ＆Ｒ共
通用です。純正ドラムブレーキカム
シャフトへ取り付けが可能です。
4Lモンキーはアームの長さが異な
ります。

ボアアップ化に伴い走行スピード域
が広がり、よりストッピングパワーを
求められる場面に効果的です。
当製品へバージョンアップすること
で、フロントブレーキ制動力を20％
アップさせることが可能です。

シュー本体に溝が刻まれ、ハードな
連続走行にも安定したブレーキン
グ性能を発揮します。
モンキー、ダックス、エイプ用

レース走行はもちろん、ストリートユースにお
いても、ハードにブレーキを連続使用するライ
ダーのために開発されたブレーキシューです。
適合モンキー、ゴリラ、カブ50（B1,D1） 、カブ
70/90（CMX)リア用、JAZZ、NSR50F、マグ
ナ50、リトルカブ、DAX

モンキーパワーブレーキアームキッ
トに付属するブレーキアーム単品販
売です。純正ブレーキアームと比較
して25mmロングです。

スタンダードグレードブレーキ
シュー（銀）モンキーのホンダ純正
ブレーキシューと同等の性能を発
揮します。
モンキー、ダックス、エイプ用

ボアアップされたモンキーに最高の
パフォーマンスを発揮できるブレー
キシューです。
モンキー、ダックス、エイプ用

ブレーキング安定性、耐フェード
性、耐摩耗性、雨天性能いずれも高
次元の性能を発揮します。
モンキー、ダックス、エイプ用

ホンダ純正モンキー
ブレーキアームＦ＆Ｒ共通

3291 1,970円

５Lモンキー
ブレーキアームＦ＆Ｒ共通

5145

モンキーパワーブレーキ
アームキット

5153 1,450円

強力プログレード
ブレーキシュー（赤）

3480 1,440円

モンキーダックスエイプ用
デイトナプロブレーキシュー

1858

モンキーパワーブレーキア
ームキット用アフター部品

5164 850円

スタンダードグレード
ブレーキシュー（銀）

3477 930円

強力パフォーマンス
ブレーキシュー（黄）

3478

強力サーキットグレード
ブレーキシュー（青）

3479 1,440円

■特長
モンキーリアブレーキプレインをアルミ製のマシニング加工で製作しまし
た。高精度のマシニング加工機を駆使して、ホンダモンキーフレームにぴっ
たり収まる寸法に製作しました。
■適合
モンキー、ゴリラ用
※初期型ダックスなど16mmシャフトは取付不可
■生産国
日本

■特長
モンキーやゴリラ用のリアディスクブレーキ10インチホイール対応と専用フッ
トブレーキセットです。削り出しＣＮＣ加工処理アルミ製ハブ、アルミ製取り付
け台座など、豪華な仕様のリアディスクブレーキＳＥＴです。マスターシリン
ダーをエンジンに取り付ける際のマウントは２タイプ付属しますので、エンジン
の形状に応じて使い分けを行ってください。
■適合ホイール幅　3.5J迄取付可能です。
■適合ホイール　純正基準のホイールに対応します。異型キャストホイールに
よっては取付できない場合があります。

モンキーリアディスクブレーキセット

アルミ製リアブレーキキャップ

商品ID 価格（税込）　

1,130円
1,130円

2356
2357

ゴールド
レッド

1,130円
1,230円

2358
2662

ブルー
クローム

カラー

商品ID 価格（税込）　

515円
515円

1455
3250

14.9×12.1×21.0mm
14.8×10.2×20.9mm

515円
515円

3251
2128

15.9×10.2×20.9mm
16.7×10.2×20.9mm

外径φ×内径φ×幅

■特長
標準のスチール製ではなく、高精度なステンレス製リアショックカラーを国
内生産しました。ステンレスを旋盤加工し高強度で精度の高いカラーに仕
上がっています。
■内容品
2ヶ
■生産国
日本

リアショックブッシュカラー

■特長
モンキー６Ｖ、12Ｖ、FI車、ゴリラ、スーパーカブ50、リトルカブなどに適合
します。
■内容品
Ｍ10専用ワッシャー４枚付属
※ホンダ純正ナット使用可能。
■生産国
日本

リアショックドレスアップピアス

生産
終了



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

ブレーキ
ブレーキ

38

4,500円

8,400円

930円

2,570円

1,750円

2807 4,500円 2677 2219 310円

1194 1,750円 5107 5260 310円

2246 3,650円 2814 4323 4,500円

0298 1,300円 0622 1022 1,850円

1399 1434 1,850円2934 2,880円

ハイパーレーシングWAVEは高性
能タイプのディスクローターです。
仕様 ディスクローターφ155mm、
センターホールφ43mm、厚み
t3.5mm。こちらの製品はＮＳＲハ
ブへ取り付けできません。

ノーマルタイプと比較して格段にブ
レーキフィーリングが向上します。
NSRハブへは取り付け不可。
ディスクローターφ155mm
センターホールφ40mm
厚みt3.5mm

純正ダックスシャリィブレーキケー
ブルホルダーです。ネジ、ワッシャー
は付属します。
純正品番 45465-098-670

当社取り扱いのディスクブレーキキットに含
まれるディスクローターの部品販売です。
仕様
外径φ155mm
センターホール径φ40mm
厚みt3.6mm

ブレーキAssy、ステンレスメッシュ
ホース、キャリパー、キャリパーサ
ポートがセット。ミニキャリパーセッ
トのた8インチワイドホイール化に
お薦めです。

ブレーキ、メーターケーブルホルダー セット。
適合 シャリィCF70 1000002～2599988(6V車)
ダックスST初期(6V車・鉄タンク)
ダックスAB26

ダックス初期型ブレーキペダル。適
合 ダックスＳＴ初期(６Ｖ車・鉄タン
ク)。ブレーキスプリングが中心に付
くタイプです。
純正部品 46500-098-000

リアブレーキロットとジョントピンと割
れピン付きです。モンキー、ゴリラに適
合するパーツセットです。
リアブレーキロット 43451-GAR-000
割れピン付き 94201-20120
ジョントピン 95015-53000

NSRハブに取り付けが可能な設計
です。ディスクローター外径は汎用
性の高い外径φ155mmです。
厚みは3.9mmです。

モンキー、ゴリラバイク用ドラムブ
フットブレーキです。
適合
4Ｌ、5L、FIモンキー
ゴリラ全年式

モンキー、ゴリラリアディスクブレーキ専
用フットブレーキペダルです。純正ドラム
フットブレーキペダルでは取り付け時に
切断と溶接加工が必要ですが、当製品
は無加工で発売中の８、１０インチリア
ディスクブレーキに使用が可能です。

シャリィ用６Ｖ・１２Ｖ共通ブレーキ
ペダルです。適合 シャリィ６、シャリ
ィ１２Ｖ。６Ｖフレームへ取り付けす
る場合は、付属のステンレス製カラ
ーをご使用ください。

Ｚ５０Ａ型フレーム用フットブレーキ
Ａｓｓy。ミニモト取り扱いのＺ50Ａ
型フレーム専用品。
セット内容 フットブレーキ、支軸棒、
ブレーキロット

ダックス用６Ｖ・１２Ｖ共通ブレーキペ
ダルです。２０１３年６月６日より６Ｖ
車、１２Ｖ車共通設計になりました。適
合 ダックス６Ｖ、１２Ｖ。６Ｖフレームへ
取り付けする場合は、付属のステンレス
製カラー（日本製）をご使用ください。

モンキーやダックスなどのコンパクトバイク
のライディング時にペダル面積を増やし、確
かなブレーキング操作が可能なペダルです。
ペダル部は滑り止め効果のあるゴム素材を
使用しています。

ハイパーレーシングWAVE
ディスクロータータイプ2

ハイパーレーシングWAVE
ディスクロータータイプ１

ホンダ純正ダックス・
シャリィケーブルホルダー

ディスクローター
φ155×φ40mm

モンキーフロントディスクブレ
ーキ化ミニキャリパーセット

ダックス・シャリィケーブ
ルホルダー

ホンダ純正ダックス初期型
ブレーキペダル

ホンダ純正モンキーリア
ブレーキロットセット

ディスクローター
Φ155mmNSRハブ用

モンキードラムブレーキ
TYPEリアフットブレーキ

モンキーリアディスクブレー
キリアフットブレーキ

シャリィブレーキペダル
６Ｖ・１２Ｖ共通

Ｚ５０Ａ型フレーム用ブレーキ
ペダル（取り扱いフレーム専用）

ダックスブレーキペダル
６Ｖ・１２Ｖ共通

足型ブレーキペダルカバー
クロームメッキ

■特長
純正に近いデザインとしたことで、スマートに取り付けできます。ブレーキロッドスプリングストッパーは
マシニング加工を施しています。
■仕様
ステンレス製はバフ研磨仕上げ、スチール製はメッキ仕上げ
■推奨車両仕様
純正長スイングアームもしくは0～2cmロングスイングアームへバックステップ（ドラム仕様）を装着し
た車体に最適なブレーキロッドです。
バックステップ（ドラム仕様）の場合には、ワインサイズ短めのブレーキロッドが必要となります。

○スチール製一覧表

○ステンレス製一覧表

商品ID 価格（税込）　

1,080円

1,080円

5282

5283
1,080円5284
1,080円5285
1,080円5286

商品ID 価格（税込）　

メッキ

メッキ

仕上げ

メッキ

純正長もしくは0～2cm
バックステップ組み込み車

4～6cm
8、10、12cm

メッキ 13、14、16cm
メッキ

277mm

345mm

ロッド長

415mm
475mm
515mm 18、20、22cm

2,050円

2,050円

5263

5264
2,050円5265
2,050円5266
2,050円5267

バフ仕上げ

バフ仕上げ
バフ仕上げ

純正長もしくは0～2cm
バックステップ組み込み車

4～6cm
8、10、12cm

バフ仕上げ 13、14、16cm
バフ仕上げ

277mm

345mm
415mm
475mm
515mm 18、20、22cm

適合するS/W

仕上げロッド長 適合するS/W

・S/Wはスイングアームの略称です。
・バックステップ（ドラム仕様）の場合には、ワインサイズ短めのブレーキロッドが必要となります。

ブレーキロッド

4,300円

3,700円

当社販売中の下記製品アルミ製
キャリパーサポート。
取り付けピッチ 54mm

モンキー８インチ
キャリパーサポート

1783 2,570円

エイプ純正フロントショックを使用し
て、NSRローターを取り付けするた
めのキャリパーサポート。
ご使用には別途ディスクローター、ハ
ブ、カラーなどのご用意が必要です。
キャリパー取り付けピッチ 95mm

エイプ純正フォーク用
キャリパーサポート

1518

モンキーノーマルクラッチカバー専
用マスターシリンダーステー。ホン
ダＸＲモタードなどのマスターが取
り付け可能です。武川製スペシャル
クラッチ対応。マスターシリンダー
取付ピッチ 45mm

アルミ製削り出しモンキーカニブレ
ンボブリアキャリパーサポート。
ディスクローターφ155もしくは160mm
ブレーキキャリパー取付ピッチ 84mm

１２５ｃｃエンジン（２次側クラッチ）
専用マスターシリンダーステー、当
社発売のリアディスクブレーキキッ
ト専用部品です。　
取り付けピッチ 46.5mm　

モンキーノーマルクラッチカバー専
用マスターシリンダーステー、当社
発売のリアディスクブレーキキット
専用部品です。
取り付けピッチ 46.5mm

モンキーマスターシリンダー
ステー（ノーマルクラッチ用）

1552 3,400円

モンキーカニブレンボブリ
アキャリパーサポート

1554

モンキーマスターシリンダー
ステー（２次側クラッチ用）

1,030円

モンキー
マスターシリンダーステー

1785

1786

1,030円



ブレーキ
ブレーキ

0671

04620350

11180805

39

バンジョーボルト Ｍ10×Ｐ1.25
取り付けピッチ 43ｍｍ
ピストン径：32ｍｍ
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。

ヤマンボブレンボ対向
２ポットキャリパー

4006 12,500円

表面処理ブラック、
ピストン径φ34mm
重量 約616g
取付ピッチ 84mm
ブレンボ製の正規ルート品のキャリパー
です。汎用性の高いキャリパーです。

ブレンボキャリパーP2 34 
84mmブラック新カニ

5009 16,100円

3,700円

415円

720円

105円

取り付けピッチは84ｍｍ。
ピストン径φ34mmのラージタイプ
です。
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。

ブレンボキャリパーP2 34 
84mmゴールド新カニ

4995 16,100円

表面処理スーパースポーツカラ―
（グレー）ピストン径 φ34mm
重量 約616g、取付ピッチ 84mm、
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。 

ブレンボキャリパーP2 34 
84mmスーパースポーツ新カニ

5008 17,800円

フロントショック 1225、1227用キ
ャリパーです。
キャリパーサポート取り付けピッチ 
43mm
バンジョーサイズ M10（ピッチ1.25）
付属品 バンジョー、ワッシャー

ブレーキキャリパーシン
グルポット用

1598

2ポット仕様のゴールドカラーキャ
リパーです。
キャリパーサポート取り付けピッチ 
48mm
バンジョーサイズ M10（ピッチ1.25）
付属品 バンジョー、ワッシャー

ブレーキキャリパー
2ポットゴールド

1211 5,600円

ピストン径 φ34/34mm
重量 約940g、取付ピッチ 100mm
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。

ブレンボブレーキキャリパー
P4 34/34 100mm

5007 20,800円

ピストン径 φ30/34mm、
重量 約880g、表面処理 ゴールド
取付ピッチ 40mm
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。

ピストン径 φ34/34mm、
材質 アルミニウム(キャスト2pc)
重量 約970g、取付ピッチ 65mm
ブレンボ製の正規ルート品のキャリ
パーです。汎用性の高いキャリパー
です。

リアフットブレーキスイッチスプリン
グ。ブレーキランプのスイッチのスプ
リングです。
ピッチ 約72mm

モンキー、ゴリラ用フットブレーキス
プリングです。ペダル側のスプリング
です。
ピッチ 約64mm

純正モンキーチョウチョ型ブレーキ
アジャスターナット。
純正品番 43459-434-000

純正ダックストップスイッチスプリング。
適合 ST50 K1.K2.K3.K4
ST70 K1.K2.K3.K4
純正品番 35357-046-000

Z50Aタイプフレームとフットブレー
キに対応をしたスプリングセット。
詳細
フットブレーキスプリング 62mm
フットブレーキスイッチスプリング 75mm

純正ストップスイッチスプリングです。
適合 CF50/CF50K1/CF50K2
CF70/CF70K1/CF70K2
純正品番 35357-124-000

フロントブレーキアームスプリング。適合 
Z50M、Z50J-1000001～1195595、
Z50A/Z50Z、シャリィ CF70-1000002
～2599988（６Ｖ車）、ダックスＳＴ初期
(６Ｖ車)ST50-6300000、純正部品 
45437-001-000

リアブレーキロットスプリング。適合 Z50A/Z50Z、
Z50J-1000001～1195595、Z50J-200000～、
Z50J-1300000～1885477 、Ｚ５０Ｊ ＡＢ２７、
シャリィ CF70-1000002～2599988（６Ｖ車）、
ダックスＳＴ初期(６Ｖ車)ST50-6300000、
純正部品 95014-73100

純正モンキーフロントブレーキスプ
リングです。5L、FIモンキー、ゴリラ
に使用可能です。
純正品番 45454-181-960

ブレンボブレーキキャリ
パーP4 30/34 40mm

5006 16,100円

ブレンボブレーキキャリ
パーP4 34/34 65mm

5005 18,800円

ブレーキスイッチスプリング

1084 310円

モンキーフットブレーキ
スプリング

1085

ホンダ純正モンキーチョウチョ
型ブレーキアジャスターナット

3201 530円

ホンダ純正ダックスストッ
プスイッチスプリング

3031 167円

モンキーZ50Aタイプ用
リアブレーキスプリングセット

2102

ホンダ純正
ストップスイッチスプリング

2946 215円

ホンダ純正フロントブレーキ
アームスプリング

2235 185円

ホンダ純正リアブレーキ
ロットスプリング

2236

ホンダ純正モンキーフロン
トブレーキスプリング

5491 259円

商品ID 価格（税込）　

1,030円

1,340円

適合製品

キットバイク（左ディスクブレーキ）
0123、8123、0787（リアディスクブレーキ）

0705
1225、1229、1228、1227、1337、

1220、1231、1400、1461、1462、1463、1464

0350
1,030円0462
1,340円0671
1,340円0805

1118

発売中のディスクブレーキ用パッド

1,500円

1,680円1035 185円 4926

3812 1,500円 3810 3811 1,500円

NSRディスクローターに使用が可
能なボルト3本入りです。ご購入前
にボルトの長さをご確認ください。
仕様 
M8×P1.25×L18mm

NSR系ディスクローター
ボルト3本入り

ステンレス素材を用い、CNC加工によって製作され
たディスクローターボルト。NSRディスクローター
に準じた設計のディスクローターにもお薦めです。
仕様
ネジ長さ 15mm、首下全長 20mm
ネジサイズ M8(ピッチ1.25mm)

NSRディスクローターボルトス
テンレスCNC加工仕様3本入り

ノーマルパッドと比べブレーキの効
きの向上を実感できます。
パッド1セット入り
適合製品 0031

ノーマルパッドと比べブレーキの効
きの向上を実感できます。
パッド1セット入り
適合製品 1225、1654

ノーマルパッドと比べブレーキの効
きの向上を実感できます。
パッド1セット入り
適合製品 0705

レーシングブレーキパッド
モンキートライク用イエロー

レーシングブレーキパッド
左ディスク用イエロー

レーシングブレーキパッド
エイプフォーク用イエロー



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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18,100円

キットバイクに使用されている左デ
ィスクブレーキ用キャリパーです。
キャリパーサポート取り付けピッチ 43mm
バンジョーサイズ M10（ピッチ1.25）
付属品 バンジョー、ワッシャー

ブレーキキャリパーシン
グルポット左ディスク用

1654 3,700円

ブレンボ社ブレーキキャリパーP4 
30/34 40mmと同じ設計。
クロームメッキの特別仕様キャリパー。
ピストン径 30/34
取付ピッチ 40mm

ＦｒａｎｄｏキャリパーＰ４ 
３０/３４ ４０ｍｍクローム

3804

商品ID 価格（税込）　

800円
800円

3969
3970

ねじサイズ×長さ×ピッチmm

Ｍ8×25×1.25
Ｍ8×30×1.25

商品ID 価格（税込）　

670円
670円

2130
2131

カラー

ゴールド
ブルー

670円2132 レッド

■特長
ステンレス素材のブレンボ用ボルトです。
端面に丁寧な削り出し施し、高品質なボルトに仕上がっております。
六角レンチ差し込み側面も面取り加工しました。
■入り数
2ヶ
■生産国
日本

■特長
アルミ製アルマイト仕上げのブレーキロッドアジャスティングナットです。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ
■仕様
M5ネジ

ブレンボ用テーパーボルト

アルミ製ブレーキロッドナット

NISSIN別体式マスターシリンダーキャップ

リヤブレーキマスターシリンダー

ブレーキランプスイッチ

ステンレス製キャリパーアダプター

油圧リアブレーキスイッチ

■特長
高品質な日本製マスターシリンダー用キャップです。アルミA2017材にマ
シニング加工を施して10スポークデザインを表現しました。
人気の3カラーをご用意しています。
■内容
NISSIN別体式マスターシリンダー用キャップ
※最大直径φ 59.5mm

■特長
ホンダモンキー用リアマスターシリンダーキットです。ホンダ系（NSR・GROM等）
リアマスターシリンダーと同じ取り付けピッチ（P/T45mm）です。
リアディスクブレーキ化にお薦めです。
■仕様
バンジョーサイズ M10×P/T1.25
フルードホースCOMP 内径φ7
取り付け P/T 45mm
ジョイントピン φ6、　ピストン径 φ13.8

商品ID 価格（税込）　

3,758円
3,758円

5201
5202

3,758円5203

レッド
ブルー
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,200円
4,200円

5223
5224

4,200円5225

ゴールド
シルバー
ブラック

カラー

2432

■特長
バンジョーアダプター/バンジョーボルトを使わずに、オイル穴の延長方向へ
ホースを取り出す際に使用します。
■仕様　ステンレス製
■付属品　銅ワッシャー(M10/厚み1mm) 1ヶ
■入り数　1ヶ

商品ID 価格（税込）　

895円
940円

0658
2432

オスギボシコネクター
オスギボシコネクター

タイプ ■特長
0658は12Vモンキー用です。オスギボシコネクターです。
2432は6V車用のホンダ純正品番35350-098-005です。
■備考
Z50A又はZ、4Lモンキーの場合、ブレーキスイッチ差込みのギボシ１個を替えて下さい。
ST50、ST70(K1.K2)へ適合します。

商品ID 価格（税込）　

1,870円
1,870円

4907
4908

ブレンボ
ニッシン

タイプ

M10×P1.00
M10×P1.25

サイズ ■特長
油圧ブレーキ用リアストップスイッチです。バンジョーとリアストップスイッチが
一体型になっており、リアディスクブレーキ変更時のスイッチ取り回しがスムー
ズに行えます。モンキーの場合はカプラーオンです。
■付属品
クラッシュワッシャーM10 2ヶ

商品ID 価格（税込）　

1,180円
1,180円

5594
5595

M10×ピッチ1.00mm
M10×ピッチ1.25mm

タイプ

140円

300円

純正リアーブレーキストッパーアー
ム10点セット。必要な部品をパッ
ケージ販売いたします。
適合 CF50/70-K2、ST50/70-K3

純正ストッパーアームスプリング。
適合 シャリィ、ダックス。
純正部品 43434-250-000

Z50J1以降のモンキー用（4Lモン
キーは”ジョイントA”です）に適合。
5L、FIモンキー、ゴリラに使用可能
です。
純正品番 95015-32001

純正モンキーカムフロントブレーキ。
フロントとリア共通でご使用できます。
適合 モンキー、ゴリラ全年式
純正品番 45131-400-020

純正リアサイドカラー。
シャリィ、ダックス共通です。
純正部品 42304-098-000

純正リアブレーキパネルサイドカラー。
シャリィ、ダックス共通です。
純正部品 42313-098-000

ホンダ純正リアーブレーキ
ストッパーアーム１０点セット

2950 1,440円

ホンダ純正
ストッパーアームスプリング

2951

ホンダ純正ジョイントＢ
ブレーキアーム

3716 105円

ホンダ純正モンキーカム
フロントブレーキ

2865 865円

ホンダ純正
リアサイドカラー

2948

ホンダ純正リアブレーキ
パネルサイドカラー

2949 280円
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1,250円

タンク内径 φ44×H31mm
（ホース部含まず）
キャップ外径 φ58mm
ホース径 φ9mm
取り付けネジ M6、ホース取り出し
方向 斜め下向き

ブレンボ用のバンジョーボルトです。
ワイヤリングホール付き。
M10、ピッチ1.0mm
バンジョーボルト 1ヶ入り
付属品 銅ワッシャー4ヶ

純正ストップスイッチブラケット。
すでにメーカー廃盤のスイッチブラ
ケットとボルトのセット。
適合 Z50J 1000001～1195595

純正ストップスイッチブラケット。
日本国内にて品質よく製作しました。
ボルト、ワッシャー付き
適合 Z50J 1000001～1195595

リザーバータンクラウンド形状
斜め下取り出しタイプ

4934 1,015円

バンジョーボルトブレンボ用

2802 565円

ホンダ純正ストップスイッチ
ブラケット

2706

４Ｌモンキーストップスイッチ
プブラケット

3851 850円

Flex Lineメッシュブレーキホース
■特長
ステンレスメッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の
効果がダイレクトに伝わるようになります。
Flex Lineはハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の
変更やバンジョー角度の変更にも対応しています。
外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニン
グ性を向上しました。
■仕様
フィッティング素材 アルミ製
外側素材 ビニールコーティング
外側ホース素材 ステンレスメッシュ
■計測方法
フィッティングの芯から芯までの計測値です。製品名はこの数値を表示し
ています。フィッティングは別販売です。

※ブレンボ用
　ニッシン用
　2種あり

バンジョー

ホース

キャリパー
アダプター

M10×厚み1.0ｍｍ

ストレート

正面 20°

側面 20°

B

A

ブレンボ用
M10×ピッチ1.00

ニッシン用
M10×ピッチ1.25

クラッシュ
ワッシャー

バンジョー
　　ボルト

（　　　　　）キャリパーアダプターは
クラッシュワッシャー1枚

■フルードホースについて

商品ID 価格（税込）　

3,400円
3,500円

5553
5554

500mm
550mm

サイズ/カラー

3,600円
3,700円

5555
5556

600mm
650mm

3,800円
3,900円

5557
5558

700mm
750mm

4,000円
4,100円

5559
5560

800mm

4,200円
4,300円

5561
5562

900mm
950mm

4,400円5563 1000mm

850mm

バンジョーアダプター
■特長
アルミ製バンジョーアダプターです。ブレーキホースのフィッティングに使用します。
発売中のFlex Lineステンレスメッシュブレーキホースに適合いたします。
■仕様　
アルミ製
バンジョー本体の厚み 10mm 
■内容品　
アダプター1ヶ

商品ID 価格（税込）　

980円
980円

5564
5565

ストレート

980円5566 側面20°
正面20°

形状

5565 55665564
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4509 13,500円 2175 7,100円

9,100円

12,900円

0638 620円

0674 23,600円 1048 0425 6,700円

0026 9,200円 2804 1372 13,100円

高剛性の角パイプ。ノーマル長のた
め、チェーン、リアショック等の交換
も不要です。
適合 ダックス、シャリィ
パイプサイズ W25×H25mm
付属品 アルミ製チェーン引き

ダックスアルミ製スイング
アームノーマル長

付属のチェーンアジャスターに厚み
がありますので、別途ロングアクスル
シャフトをご用意ください。
適合 ダックス、シャリィ
仕様 ノーマル長、アルミ製

ダックスポリッシュアルミ製
ノーマル長スイングアーム

モンキースイングアームゴムキャップ。
発売中のスイングアーム0023、
0024、0025に使用可能です。
2ヶ入り

モンキースイングアーム
防水ゴム

8インチ向けのリア駆動系一括交換
セットです。
内容
アルミ製13cmロングスイングアーム
280ｍｍメッキリアショック

モンキー８インチリア駆動
系一括交換セット

スタビライザー付スイングアームで
す。ホイールベース延長により、直進
安定性が向上します。
適合 ダックス、シャリィ
仕様 5ｃｍロング、アルミ製

ダックススタビライザー付
スイングアーム５ｃｍロング

アルミ製のロングリアスイングアー
ムです。
適合 ダックス、シャリィ
仕様 5ｃｍロング、アルミ製

ダックスポリッシュアルミ製
５ｃｍロングスイングアーム

リアショック取り付けバンドセッティ
ング高さを変更することで車高長も
変更が可能です。モノショック変更
キット。
アルミ製、塗装仕上げ
リアショック有効長 210mm

モンキータイプ1モノショック
スイングアーム

モンキー用スイングアームをステンレスポ
リッシュ磨き上げパイプを使用して製作しま
した。ステンレス特有の剛性感と耐久性を
活かし、２６ｃｍロングでありながら、信頼の
強度を確保しています。仕様 パイプサイズ 
Ｈ４０ｍｍ×Ｗ２０ｍｍ本体、 ステンレス製

モンキーステンレス製スイング
アーム26cmロング

モンキーのリアスイングアームを延
長するカスタムパーツセットです。ミ
ニモトショップオリジナル１６ｃｍロ
ングスイングアームに最適なミニモ
トオリジナ荒巻き３３０ｍｍリアショ
ックとロングチェーンがセットです。 

モンキー１６ｃｍロングスイン
グアームリアショック330mm

■特長
モンキー用アルミ製リアスイングアームです。角パイプのベーシックな人気
スイングアームです。全4サイズをご用意しています。
■仕様
パイプサイズ 41×20mm
リアショックボルト
ブレーキロッド
※チェーンアジャスターは付属しません。
純正部品がそのままご使用いただけます。

■特長
モンキー用スチール製リアスイングアームです。丸パイプのベーシックな人気
スイングアームです。全3サイズをご用意しています。
■仕様
パイプサイズ 口径22mm
ブレーキロッド
※チェーンアジャスターは付属しません。
純正部品がそのままご使用いただけます。

モンキーアルミスイングアーム

モンキースチールスイングアーム

商品ID 価格（税込）　

875円
465円

モンキー
ダックス・シャリィ 

0816
2793

適合

M10×195mm
M10×135mm

サイズ

商品ID 価格（税込）　

5,100円
5,100円

1008
1009

5,800円1041

5cmロング
5cmロング
10cmロング

サイズ

レッド
ブラック
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

6,200円
6,500円

1158
0023

5cmロング
10cmロング

サイズ

6,500円0024 13cmロング
6,500円0025 16cmロング

■特長
大口径角パイプのモンキー用アルミ製リアスイングアームです。足元周りのアピールに
お薦めです。ロングスイングアームのため10、12インチホイールがお薦めです。
■仕様
パイプサイズ H50×W25mm
■付属品
ブレーキロッド
チェーンアジャスター
チェーンスライダー

■特長
角パイプのモンキー用アルミ製リアスイングアームです。足元周りのアピールにお薦
めです。ロングスイングアームのため8、10、12インチホイールがお薦めです。
■仕様
パイプサイズ H36×W23mm
■付属品
ブレーキロッド
チェーンアジャスター
チェーンスライダー

モンキーアルミスイングアーム

モンキーアルミスイングアーム

商品ID 価格（税込）　

9,300円2746 16cmロング
サイズ

商品ID 価格（税込）　

7,400円
7,400円

2275
1730

10cmロング
16cmロング

サイズ

商品ID 価格（税込）　

6,100円
6,100円

2750
2751

7,000円2752

5cmロング
5cmロング
10cmロング

サイズ

ブラック
レッド

7,000円2753 10cmロング レッド
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

6,700円
6,700円

2320
2319

6,700円2115

4cmロング
10cmロング
16cmロング

サイズ

■特長
モンキー用アルミ製リアスイングアームです。
ロングスイングアームのため10、12インチホイールがお薦めです。
■仕様
パイプサイズ H36×W23mm
■付属品
リアショックボルト
ブレーキロッド
チェーンアジャスター

モンキースタビ付アルミスイングアーム

■特長
モンキー用スチール製リアスイングアームにスタビライザーの補強が付きました。
ベースは丸パイプのベーシックな人気スイングアームです。全3サイズをご用意しています。
■仕様
パイプ径 22mm
ブレーキロッド
※チェーンアジャスターは付属しません。
純正部品がそのままご使用いただけます。

■特長
純正スイングアーム専用ピポットシャフトです。フレームとスイングアームの取り付けに
ご使用ください。
■仕様
フランジナットUナット、フランジボルト仕様です。

モンキースタビ付スチールスイングアーム

ピポットシャフト



スイングアーム
スイングアーム
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26,600円

ダックスのリアスイングアームを延
長するカスタムパーツセット。５ｃｍ
ロングスイングアームに最適な３３
０ｍｍリアショックとロングチェー
ンがセット。 

ダックススイングアーム５ｃ
ｍ+リアショック３３０ｍｍ

1193 15,200円

スイングアームピポットブッシュラ
バー2ヶ入りです。
適合 モンキー、ゴリラ
純正品番
52108-081-000

ホンダ純正スイングアーム
ピポットブッシュラバー

5835 1,274円

モンキー、ゴリラＺ５０Ｊのリアスイ
ングアームを延長するカスタムパー
ツセット。１０ｃｍロングスイング
アームに最適な３００ｍｍリア
ショックとロングチェーンがセット。

モンキースイングアーム１０
ＣＭ+リアショック３００ｍｍ

2352 11,200円

１６ｃｍロングスイングアームとサ
ブタンク付き３３０ｍｍリアショック
は、インチアップの定番１０、１２イ
ンチスタムのスタンダード。当製品は
走行に必要なパーツをセットにし
た、お得な一括交換セット。

ハイパフォーマンスモンキー
リア駆動系一括交換セット

2548

モンキーのリアスイングアームを延
長するカスタムパーツセット。ミニモ
トショップオリジナル１３ｃｍロング
スイングアームに最適なミニモトオ
リジナ３００ｍｍリアショックとロン
グチェーンがセット。

モンキー１３ｃｍロングスイン
グアームリアショック３００ｍｍ

1370 11,500円

商品ID 価格（税込）　

12,000円
12,000円

1425
1426

12,000円1427

スプリングカラー

メッキ
レッド
イエロー

スプリングカラー

イエロー
レッド
メッキ

スプリングカラー

イエロー
レッド
メッキ

スプリングカラー

イエロー
メッキ
レッド

スプリングカラー

メッキ
レッド
イエロー

ホワイト

メッキ
レッド
ホワイト
イエロー

レッド

商品ID 価格（税込）　

10,100円
10,100円

1176
1177

10,100円1178
10,100円
10,100円

1179
1180

11,200円
11,200円

1185
1186

11,200円1187
11,200円1188

商品ID 価格（税込）　

11,600円
11,600円

1096
1097

11,600円1098

■特長
モンキー、ゴリラのリアスイングアーム
を延長するカスタムパーツセットです。
16cmロングスイングアームに最適
な330mmリアショックとロング
チェーンがセットです。

■特長
モンキー、ゴリラのリアスイングアーム
を延長するカスタムパーツセットです。
10cmロングスイングアームに最適
な280mmリアショックとロング
チェーンがセットです。

■特長
5cmロングスイングアームと280mmリアショック、ロングチェーンのセットです。

商品ID 価格（税込）　

12,000円
12,000円

1088
1089

12,000円1090

商品ID 価格（税込）　

10,800円
10,800円

2353
2354

10,800円2355

1179

1187○アルミシリーズ

○スチールシリーズ

■特長
モンキー、ゴリラのリアスイングアーム
を延長するカスタムパーツセットです。
13cmロングスイングアームに最適
な330mmリアショックとロング
チェーンがセットです。

モンキースイングアーム13cm リアショック330mm

モンキースイングアーム5cmリアショック280mm

■特長
10cmロングスイングアームと330mmリアショックと
ロングチェーンのセットです。
※リアショックは長めの設定です。

○スチールシリーズ
モンキースイングアーム10cmリアショック330mm

モンキースイングアーム16cm リアショック330mm

モンキースイングアーム10cmリアショック280mm



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

チェーン
チェーン

4121 4241
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5256 2,500円 4707 2,700円

875円

2,390円

2,780円

1974 1,600円

2556 565円 0639 2765 832円

3149 270円 3027 5432 2,200円

5038 1,900円 5311 2764 4,838円

チェーンケースとピポットシャフトケース
が2ピース構造の別体式のため好みに合
わせて愛車にセットアップ可能。チェーン
ケースとジェネレーターケースのクリア
ランスはごく僅かです。干渉する場合は
削る、曲げる等の簡易的な加工が必要。

ステンレス製4Lモンキー
チェーンケース

プレス加工されたスチール製の
チェーンケースです。
ホンダ純正スイングアーム対応。

スチール製モンキーチェーン
ケース

チェーン調整小物がスイングアーム
に直接当たらないため、塗装が剥げ
ません。
仕様
シャフト径 φ12mm
厚み 1.0mm、材質 SUS304

ステンレス製チェーン引き
プレート

純正チェーンアジャスター。
ステンレス製ナットとワッシャーが
付属します。
純正番号 95014-10010
入り数 ２ヶ

ホンダ純正チェーン
アジャスター

モンキー、ゴリラ、ダックススイング
アームに対応するチェーンアジャス
ターです。
M6ナット付属
2ヶ入り

モンキー&ダックスチェーン
アジャスター

純正シャリィドライブチェーンケース
用止めゴムセット。
適合 CF50 1000002～2599988

ホンダ純正シャリィチェーン
ケース用止めゴム

モンキーのナンバープレート取り付
けワッシャーとして。
純正部品 90522-028-000 

チェーンケースセッティング
ワッシャー

純正ダックスドライブチェーンケース。
ブラックカラー(NH-1)。
適合 ST50/70-K4
純正品番 40510-098-000ZC

ホンダ純正ダックスドライブ
チェーンケース黒

モンキー用ステンレス製チェーンア
ジャスター。スタイリッシュなデザイ
ンのプレート部はバフ磨きを施して
います。V字溝でセンター調整を行
えます。

ステンレス製モンキー
チェーンアジャスター

4Lモンキー用チェーンケース。アルミ
板材を加工したチェーンケース。輸入
品のため仕上がりが荒く、プレートヘ
アラインのような模様が入っていま
す。5Lモンキーは穴位置が異なるた
め取り付け不可。

アルミ製4Lモンキー
チェーンケース

初期型シャリィ仕様チェーンケース。
ケース前側のレギュレータークッ
ション用ラバーは付属します。

シャリィドライブチェーン
ケースメッキ

純正シャリィドライブチェーンケース。
適合 CF50 1000002～2599988
純正品番 40501-124-000

ホンダ純正シャリィドライブ
チェーンケース

商品ID 価格（税込）　

2,160円
2,160円

0819
1338

2,470円0820
2,470円1308
2,160円2961
2,160円2962

タイプ

標準
標準
標準
標準
標準
標準

適合

ロングSW13cm迄
ロングSW13cm迄
すべてのロングSW用
すべてのロングSW用

クラッチ付きモンキー(13T-31T)
遠心クラッチ付きモンキー(12T-37T)

カラー

ニッケル
ゴールド
ニッケル 
ゴールド
ゴールド

3,200円2087
4,200円0824
105円1253

HV-O
H-O
標準

チェーンサイズ

420-98
420-98
420-120
420-120
420-74
420-76
428-98
530-130

420

ー
ー

420ジョイントリンク

ニッケル 
ニッケル 

ー

ゴールド

■特長
耐久性に優れたミニバイク向けチェーンを各種
ご用意しています。扱いやすいクリップタイプ
ジョイントリンクが付属します。
■適合
420チェーンはモンキー、ゴリラ、ダックス、シャ
リィ、カブなどにご使用が可能です。
リンク数をご確認の上ご注文ください。
■チェーンの調整についてチェーンは最適な長
さにカットしてご使用ください。工具はメンテナ
ンス・工具カテゴリーに掲しています。
※すべてのチェーンにジョイントリンクは付属
します。

商品ID 価格（税込）　

2,450円
3,100円

5936
5937

DX 415-120Lニッケル
DX 428-120Lニッケル

2,900円
120円

4710
4711

420-120Lゴールド
ジョイントリンク420Lゴールド

リンク数/カラー

■特長
ボアアップ時のハイパワーエンジンに最適な強化タイプのKMC社製チェーンです。
DXチェーンは一般的な420チェーンと比較して22％の強度アップを実現！
伸び、切れによるトラブル対策に威力を発揮する強化チェーンです。
ハードな性能が求められるオフロード仕様車にもお薦めです。
■適合
420チェーンはモンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ、カブなどにご使用が可能です。
リンク数をご確認の上ご注文ください。
※チェーンにジョイントリンクは付属します。

■特長
各種スイングアームに対応するチェーンア
ジャスターです。スイングアームとチェーン
が干渉するため、定期的に点検を行い、磨
耗した場合には交換してください。
■備考
※4121はホンダ純正品です。

商品ID 価格（税込）　

3,300円
3,600円

4801
4802

420-98
420-120

チェーンサイズ

■特長
人気のゴールドチェーンです。耐久性に優れたOリング入りのため、チェーン内部の
摩耗が抑えられます。整備時にはOリング対応チェーンオイルをご使用ください。
■適合
420チェーンはモンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ、カブなどにご使用が可能です。
リンク数をご確認の上ご注文ください。
■備考
チェーンプレート幅外寸 16.4mm
※チェーンにジョイントリンクは付属します。

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,230円

2915
2916

レッド
ブルー

1,230円
1,230円

2917
2918

ゴールド
シルバー

カラー ■特長
モンキー、ゴリラ、ダックス用のアルミ製
チェーンアジャスターです。
■製品詳細
アクスルシャフト φ12mm
アジャストボルトサイズ M6×52mm
アジャストボルトサイズ M6×52mm

商品ID 価格（税込）　
720円
915円

0384
2679

0023. 0024. 0025. 0345
1730. 2115. 2275. 2319. 2320. 2746

適合

1,900円4121 モンキー、ゴリラ純正
スイングアームパーツ

800円4241 純正スイングアーム

スタンダードチェーン

強化チェーン

Oリングチェーン

モンキーチェーンスライダー

アルミ製チェーンアジャスター



チェーン・スプロケット
チェーン スプロケット
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5,454円

ステンレス製のため、耐久性に優
れ、高強度のチェーンケースに仕上
がっています。
厚さ 1.5mm、材質 SUS304
加工方法 レーザーカッティング

チェーンアジャスターボルトキャップと
して使用することで、ボルトの鋭利なネ
ジ山が隠せ、安全性が高まります。
ナットサイズ 
M6×深さ13×外径φ8.5mm

メッキカラーのモンキーチェーン
ケースです。
適合
Z50J-1300000～1885477
Z50J-200000～
純正品番 40510-165-870

プラスチック製のモンキーチェーン
ケースです。
適合
Z50J-1300000～1885477
Z50J-200000～
純正品番 40510-165-730

ステンレス製モンキー
チェーンケース

ステンレス製チェーン調整
ボルトキャップ

2154 700円

2518 2,260円

ホンダ純正モンキー
チェーンケース

3890

ホンダ純正モンキー
チェーンケース

2455 1,410円

ストリートスポーツチェーン
商品ID 価格（税込）　

2,260円
2,260円

5499
5500

2,450円5501
2,450円5502
115円5503
115円5504

タイプ/カラー

420-98/ゴールド
420-98/ニッケルクローム

420-120/ゴールド
420-120/ニッケルクローム
ジョイントリンク/ゴールド

ジョイントリンク/ニッケルクロム

■特長
高性能な大手チェーンメーカー、KMC社チェーンです。ストリート走行に適
した高強度、耐久性に優れたチェーンです。伸び、切れなどのリスク減少と、
音鳴りなどのトラブルを減らせるチェーンです。モンキー、ダックス、ゴリラ、
シャリィなどに適した汎用チェーンです。
■仕様
サイズ 420
チェーン幅 14.7mm
※98リンクはモンキーノーマル～13cmロングスイングアーム等にお薦め
です。エイプは純正104リンクです。そのため120リンクをご購入ください。

モンキーオフセットスプロケット

モンキージュラルミンリアスプロケット

■特長
ホンダモンキーエンジン専用オフセットスプロケットです。純正と比較し、
ジェネレーターカバー側（外側）へスプロケットが移動します。
必ずオフセットスペーサーと合わせてご使用ください。
■チェーンサイズ
420
■製品詳細
オフセットスプロケット 1ヶ
フィキシングプレート 1ヶ
SCMキャップボルトM6×10 2ヶ
■注意
ジェネレーターカバーとスプロケットボルトが干渉します。そのためカバー
の裏面を削る加工が必要となります。特に17丁をご使用される場合は
ケース裏の下側が干渉するためカバーを削る必要があります。

商品ID 価格（税込）　

3,600円
3,600円

1540
1541

3,600円1542
3,600円1543
3,600円1544
3,600円4584

歯数

25
26
27
28
29
30

3,600円4585
3,600円4586

31
32

■特長
モンキー、ゴリラ用軽量リアスプロケットです。
ジュラルミン素材にCNC加工を施した高品質なリアスプロケットです。
■仕様
チェーンサイズ 420、ジュラルミン製、軽量化穴空け加工済み、
スプロケット丁数マーキング入り
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～
1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595
※FIモンキーに使用が可能です。
※6、12Vいずれも使用が可能です。

商品ID 価格（税込）　

1,850円
1,850円

5108
5109

1,850円
1,850円

5110
5111

1,850円
1,850円

5112
5113

1,850円
1,850円

5114
5115

4mm-14
4mm-15
4mm-16
4mm-17
7mm-14
7mm-15
7mm-16
7mm-17

1,850円
1,850円

5268
5269

1,850円
1,850円

5270
5271

15mm-14
15mm-15
15mm-16
15mm-17

オフセット量-歯数

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,500円

2615
2616

ゴールド

4,500円2617 レッド
ブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,500円

2625
2626

ゴールド
ブルー

カラー

モンキージュラルミンリアスプロケット

モンキージュラルミンリアスプロケット

■特長
軽量化と耐久性を両立した超合金ジュラルミン製リアスプロケットです。
インパクトを与える独創的なデザインを採用しました。日本製の高品質な
アルミ削り出しスプロケットです。
■歯数
420-28Ｔ
※このデザインは1サイズのみのお取り扱いです。

■特長
軽量化と耐久性を両立した超合金ジュラルミン製リアスプロケットです。
インパクトを与える独創的なデザインを採用しました。日本製の高品質な
アルミ削り出しスプロケットです。
■歯数
420-29Ｔ 
※このデザインは1サイズのみのお取り扱いです。
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商品ID 価格（税込）　

1,540円
2,300円

0275
2842

24
31

サイズ

2,300円2843 31

社外製品
41201-181-920

ホンダ純正品番

41201-165-000

6.12V共通
12Vクラッチ車
6Vクラッチ車

3,370円2851 37 41201-GW8-680 6V遠心クラッチ車

適合車

商品ID 価格（税込）　

220円
200円

5179
5180

12
13

取り付け歯数

26mm

200円5181 14～15 30mm
29mm

取付ピッチ

商品ID 価格（税込）　

1,080円
1,080円

5233
5234

11
12

歯数

43g

1,080円5235 13 65g
54g

1,080円
1,080円

5236
5237

14
15

77g

1,080円5238 16 105g
89g

1,080円5239 17 117g

重量(±3％)

■特長
純正スプロケット用フィキシングプレートです。
表の適合丁数は純正品のサイズです。社外スプロケットはサイズが異なる
場合がありますので、ピッチを参考としてください。
※取り付けピッチはホンダ純正スプロケットを記載しています。
社外スプロケットは異なる場合があります。

■特長
各年式に応じ様々なスプロケットを取り揃えています。
24Ｔのみは社外製、その他はホンダ純正品です。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～
1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595

■特長
各年式に応じ様々なスプロケットを取り揃えています。
ゴムダンパー用です。
いずれもホンダ純正部品です。
■適合
シャリー
ダックス

■特長
純正のスチール製取り付けプレートを取り付けアルミ製のプレートへ変換
し、さり気ないお洒落を演出します。
■仕様
アルミ製アルマイト仕上げ、取り付けピッチ28、30mm(2サイズ対応)
■付属品
キャップボルト、スプリングワッシャー
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

1,010円
1,010円

2796
2798

ゴールド
レッド

カラー

2872 1291
商品ID 価格（税込）　

1,650円
2,590円

1291
2872

31
35

歯数

2,400円2838 38

ー
41201-126-920

ホンダ純正品番

41201-GB2-000

3,130円2842 42 41201-151-610
3,130円2840 42 41201-GBZ-000

スーパーライトスプロケット

モンキースポーツリアスプロケット

ホンダ純正フィキシングプレート

モンキーリアスプロケット

ダックス、シャリィリアスプロケット

アルミ製フィキシングカバー

レーシングフロントスプロケット

■特長
モンキー系エンジン用フロントスプロケットです。肉抜き加工を施した、軽量
フロントスプロケットです。
軽量でありながらハイパワーを発揮するエンジンのトルクをガッチリ受け止
める高強度・高剛性スプロケットです。11～17Tまでご用意しており、幅広
いギア選択が可能です。
■サイズ
420チェーン用
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、APE50、APE100、カブ、カブ70、カブ90、
NSR50、NSR80、XR50モタード、XR100モタード、GROM
※重量はあくまで目安です。製品毎に若干の重量個体差がありますので、
ご了承ください。

商品ID 価格（税込）　

1,300円
1,300円

4001
4002

15
16

歯数

1,300円4003 17

○クローム

○ブラック

■特長
モンキー、ダックス用のフロントスプロケットです。耐久性と精度を高めたスプ
ロケットです。軽量化のため肉抜き加工を施しています。※チェーンサイズ420
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、APE50、APE100、カブ、カブ70、カブ90、
NSR50、NSR80、XR50モタード、XR100モタード、GROM

■仕様
材質 スチール製
カラー ブラック、クローム
■取り付け方法
6V車はスプロケットの凹面を内側(ハブ面)に向けて取り付けてください。
12V車は凹面を外側(ハブ面)に向けて取り付けてください。
■特長
耐摩耗性と軽量化の両立のため、スプロケットに大胆な穴空け加工を施
しています。スチール製リアスプロケットにブラック塗装を施したクールな
イメージのスプロケットとラグジュアリー感を強調するクロームカラーを
ご用意しました。ドライブトレイン回りのドレスアップにお薦めです。スプロ
ケットには複数のスプロケットのストック管理に活用できる、スプロケット
丁数をレーザーマーキングしました。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～
1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
モンキーZ50J（6V）1000001～1195595 

1,970円
1,970円

ブラック/25T
ブラック/26T

5574
5575

1,970円
1,970円

ブラック/27T
ブラック/28T

5576
5577

1,970円ブラック/29T5578
1,970円ブラック/30T5579
1,970円
1,970円

ブラック/31T
ブラック/32T

5580

1,970円ブラック/31T5582
5581

商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,300円

クローム/24T
クローム/25T

5453
5453

2,300円
2,300円

クローム/26T
クローム/27T

5454
5455

2,300円クローム/28T5456

カラー/歯数

2,300円クローム/29T5457
2,300円
2,300円

クローム/30T
クローム/31T

5458
5459

2,300円クローム/32T5460
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取り付け画像

商品ID 価格（税込）　

2,400円
2,800円

4982
4983

4mm
7mm

オフセット量

■特長
ワイドホイール装着時にチェーンラインを外側にずらし、チェーンおよびタイ
ヤ（ホイール）との干渉を避けるためのスペーサーです。マシニング機による
アルミ切削加工で高品質な仕上がりです。
■別途必要な部品
リアスプロケット用ワイドスタッドボルト、製品ID 4819、4820
■注意　モンキー、ゴリラ純正ハブ
専用設計のため、社外製ハブには
適合しない場合があります。

商品ID 価格（税込）　

1,400円
1,400円

4819
4820

4mm
7mm

オフセット量

■特長
モンキーワイドホイール化に伴いワイドスプロケットを必要とする場合に必要と
なるワイドスタッドボルトです。すぐれた強度のスタッドボルトはマシニング加工
仕上げです。
■仕様
材質SCM435
HRC 40～45
■生産国
日本 

商品ID 価格（税込）　

720円
720円

1999
2013

2mm
4mm

厚み

■特長
モンキーのワイドホイール装着時にチェーンラインの調整に使用します。
リアハブとスプロケットの間に挟む込みように取り付けします。
■仕様
アルミ製
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

1,540円
1,540円

0943
1164

30
36

歯数

0715
0715

適合ハブ

■特長
ダックスリアスプロケット海外製ハブ用です。キットバイクのリアハブや表に
記載のハブへ使用可能です。
■注意
ホンダ純正ダックスハブの場合、スプロケット面の形状が異なるために使用
できません。
※チェーンサイズ 420

■特長
様々なシーンに応じて選べる豊富な歯数バリエーションのダックス、シャリィ用
リアスプロケットです。スプロケット平面に軽量化のため肉抜き加工を施しています。
■仕様　チェーンサイズ420
■適合
ジョルカブAF53全車種、ダックス、50/70全車種、モンキーR/RT全車種、マグナ50AC13全車種、JAZZ全車種、
シャリィ50/70全車種、モトラ全車種
APE50FNO.AC16-1000001～1599999、APE50（FI車) FNO.AC16 1600001～、APE100 HC07全車種、
CB50全車種、XE50/75全車種XL50 全車種、XL80全車種、XR80全車種、R＆P全車種、ノーティーダックス全車種

商品ID 価格（税込）　

860円
860円

4679
4680

0.5mm
1.0mm

厚み

860円4681 2.0mm

■特長
NSR/NSF用チェーンライン出しステンレス製スペーサーです。微調整に適
した細かいサイズをご用意しています。サーキット走行用車両への取り付け
に最適です。
■材質
ステンレス製
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

3800円
3800円

5748
5749

42T
45T

歯数

3800円5750 50T

ブラック
ブラック

カラー

ブラック

■特長
ハンターカブCT110用のリアスプロケットです。ブラック塗装のリアスプロケットで
足回りをスタイリッシュに演出します。
■適合
80年-84年 ホンダ CT110 Trail
86年 ホンダ CT110 Trail
79年-85年 ホンダ XL100S
81年-84年 ホンダ XR100

商品ID 価格（税込）　

1,970円
1,970円

5272
5273

31
33

歯数

1,970円5274 35

1,970円5276 39
1,970円5275 37

商品ID 価格（税込）　

2,830円
2,830円

5277
5278

7mm/31
7mm/33

オフセット量/歯

2,830円5279 7mm/35

2,830円5281 7mm/39
2,830円5280 7mm/37

カブC50/C70/C90用緩み止めリ
アスプロケットプレートです。

カブC50/C70/C90用緩み
止めリアスプロケットプレート

5377 780円

純正モンキーギャ緩み止め。リアス
プロケットスタッドボルトの緩み止
めに効果的です。
純正品番 94108-21000

ホンダ純正モンキー
ギャ緩み止め

1777 155円

500円

純正モンキーボルトスタッド。リアス
プロケット用、１台につき3ヶ必要です。
サイズ 8×45mm
純正品番 90125-120-020

ホンダ純正モンキーリア
スプロケットスタッドボルト

2866 260円

モンキー、ダックスのフロントスプロ
ケットに使用可能です。
取り付けピッチは30mmです。
付属 キャップボルトM6×10 2ヶ

ミニモトフロントスプロケット
取り付け部品一式

4985 380円

モンキー、ダックスのフロントスプロ
ケットに使用可能です。
取り付けピッチは30mmです。
付属 六角ボルトM6×10 2ヶ

ホンダ純正フロントスプロ
ケット取り付け部品一式

4126

ダックス、シャリィのスイングアームに起
こりやすいチェーンとの接触による摩耗
防止のチェーンスライダーです。
チェーンがスイングアームと干渉する問
題を解消し、外径が小さい高速向けリ
アスプロケットの装着に効果的です。

ダックス・シャリィチェーン
スライダー摩耗防止

5794 970円

ダックスリアスプロケット海外製ハブ用

ダックスリアスプロケット

■特長
ダックス、シャリィの足回りに太いホイールやタイヤを履かせた際、外側へチェーンラインを
7mm移動するためのオフセットスプロケットです。スプロケット平面に軽量化のため肉抜き
加工を施しています。当製品の使用にはオフセットフロントスプロケットが別途必要です。
■仕様　チェーンサイズ420
■適合
ジョルカブAF53全車種、ダックス50/70全車種、モンキーR/RT全車種、マグナ50AC13全車種、JAZZ全車種、シャリィ50/70全車種、
モトラ全車種、APE50FNO.AC16-1000001～1599999、APE50（FI車) FNO.AC16 1600001～、APE100 HC07全車種、CB50全
車種、XE50/75全車種XL50 全車種、XL80全車種、XR80全車種、R＆P全車種、ノーティーダックス全車種車種、シャリィ50/70 全車種

ダックスオフセットスプロケット

ハンターカブCT110リアスプロケット

モンキーワイドスタッドボルト

アルミ製モンキーオフセットスペーサー

モンキーワイドスペーサー

NSRチェーンラインスペーサー

11640943
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290円

378円

551円

259円

290円

4306 845円 5159 5160 380円

5467 389円 2947 3179 415円

1516 1,850円 2438 2085 280円

2084 260円 5468 1120 1,850円

2226 1,130円 2227 1429 1,440円

キットバイク専用ハブベアリング2個
入りです。ハブ用のため両側接触ゴ
ムシール形です。フロントアクスルシ
ャフト径φ10mm用です。
2ヶ入り。
メーカー品番 6300LLU

NTN製キットバイク
フロントハブ用ベアリング

スイングアームピポットシャフト用フ
ランジ付きUナットです。純正のナッ
トと同じくスパナサイズ17mm仕様
です。
フランジ付きUナット
M10×P/T1.25mm

ピポットシャフト用フランジ
付きUナットM10×P/T1.25

アスクルシャフト用フランジ付きU
ナットです。純正のナットと同じくス
パナサイズ19mm仕様です。
フランジ付きUナット
M12×P/T1.25mm

アクスルシャフト用フランジ
付きUナットM12×P/T1.25

純正リアハブオイルシールです。
サイズ φ26×φ37×6mm
適合 シャリィ CF50-1/K1/K2 
CF70-1/K1/K2
純正品番 90753-051-003

ホンダ純正リアハブオイル
シール

シャリィ、ダックス用フロントホイー
ルサイドカラーです。
適合 CF50/70、CF50/70 K1、CF50/70 K2
ST50/70 K1/K2/K3/K4、ST50/70 H
純正品番 44311-045-670

ホンダ純正フロントホイール
サイドカラー

モンキーホイール取り付け用のボル
ト、ワッシャーセットです。約5mm厚
のホイールを取り付けすることを前
提としています。ホイールスペーサー
は計3mm厚以下であれば、使用可
能です。

アルミ製ホイールに発生しやすいボ
ルト締め付け圧によるたわみ補正を
行い直進安定性が高まります。モン
キーホイールの剛性アップに効果的
なハブ強化プレート。特に合わせホ
イールのたわみを軽減します。

純正フロントブレーキパネルオイルシー
ル。※3本スポークには取り付け不可。
適合 STダックス6V初期型車
CF70-1000002～2599988 6V
純正品番 91251-030-003

純正リアハブオイルシールです。
５Ｌ、４Ｌモンキー共通です。
サイズ φ18×φ32×8mm
純正品番 91251-045-005

純正フロントハブオイルシール。５Ｌ
モンキー用です。４Ｌモンキーの場合
には、厚みが７ｍｍ（５Ｌモンキー→
５.５ｍｍ）のため使用不可。
純正部品 91252-001-023

純正フロントハブオイルシール。
寸法 φ21×φ35×厚み7mm
適合 シャリィ CF50/70-K1,K2
純正品番 90755-229-003

アルミ総削り出しエイプリムアダプターで
す。モンキードラムハブを使用、エイプドラ
ム車ホイールを取り付けする部品です。
適合製品 エイプ50/100フロントサスペ
ンションディスク用 0705

ダックス、シャリィ用リアスプロケッ
トダンパーゴムです。
入り数 4ヶ
適合 ダックス、シャリィ
純正品番 41241-051-000

ダックス、シャリィリアホイールダン
パーカバー。
適合　ダックスＳＴ初期(６Ｖ車）
ST50-6300000、シャリィ CF70-1000002
～2599988（６Ｖ車）
純正部品　41245-051-000

発売中のハブオイルシールです。1セ
ットのハブに使用できるよう、2ヶ入
りです。ホンダ純正ハブには使用で
きません。
適合製品ID 1209,1225,1229

モンキーホイール取り付け用
ボルト・ワッシャー

アルミ製モンキーホイール
強化プレート

ホンダ純正フロントブレーキ
パネルオイルシール

ホンダ純正リアハブオイル
シール

ホンダ純正フロントハブ
オイルシール

ホンダ純正フロントハブ
オイルシール

アルミ製エイプリムアダ
プター

ホンダ純正ダックスシャリィ
リアホイールダンパーゴム

ホンダ純正ダックスシャリィ
リアホイールダンパーカバー

ハブオイルシール
左右セット

 モンキースーパーライトフロントスプロケットクローム
商品ID 価格（税込）　

1,550円
1,550円

5881
5882

11T
12T

歯数

1,550円5883 13T
1,550円
1,550円

5884
5885

14T
15T

1,550円5886 16T
1,550円5887 17T

■特長
クロームメッキを施したモンキー系エンジン用フロントスプロケットです。
最大限の肉抜き加工を施した、軽量フロントスプロケット通称「スーパーラ
イト」です。
軽量でありながらハイパワーを発揮するエンジンのトルクをガッチリ受け止
める高強度・高剛性スプロケットです。
11～17Tまでご用意しており、幅広いギア選択が可能です。
スプロケットは420チェーンサイズです。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、APE50、APE100、カブ、カブ70、カブ90、
NSR50、NSR80、XR50モタード、XR100モタード、GROM

 モンキー・ゴリラチェーンリンク＆スプロケット早見表
■ホンダ純正スプロケット表 

■減速比表

■ドライブ×ドリブン表 

※モンキー・ゴリラ・BAJAのチェーンリンク数目安

※上記はあくまで目安としてください。取り付け状況により変動する場合があります。

37T
3.08
2.85
2.64
2.47
2.31

ノーマル
72
72
74
74
76
76
78
80

5ｃｍロング
78
78
80
80
82
82
84
86

10ｃｍロング
88
88
90
90
92
92
94
96

13ｃｍロング
92
92
94
94
96
96
98
100

16ｃｍロング
98
98
100
100
102
102
104
106

ドライブ×ドリブン
16T×23T
16T×25T
16T×28T
16T×30T
16T×33T
16T×35T
16T×38T
16T×41T

ドリブンギヤ
31T

31T

37T

12T

12T

6Vモンキー・ゴリラ
(マニュアル4速車)

モンキー・ゴリラ
(遠心3速車)

37T
31T
46T
33T

ドライブギヤ
13T

15T
13T
14T
15T

ホンダ標準スプロケット
12Vモンキー・ゴリラ

モンキーR/RT
モンキーBAJA

Ape50
Ape100

36T
3.00
2.77
2.57
2.40
2.25

35T
2.92
2.69
2.50
2.33
2.18

33T
2.75
2.54
2.36
2.20
2.06

34T
2.83
2.62
2.43
2.27
2.12

32T
2.67
2.46
2.29
2.13
2.00

31T
2.58
2.38
2.21
2.07
1.93

30T
2.50
2.31
2.14
2.00
1.87

29T
2.42
2.23
2.07
1.93
1.81

28T
2.33
2.15
2.00
1.87
1.75

27T
2.25
2.08
1.93
1.80
1.68

26T
2.17
2.00
1.86
1.73
1.62

25T
2.08
1.92
1.79
1.67
1.56

24T
2.00
1.84
1.71
1.60
1.50

23T
1.91
1.76
1.64
1.53
1.43

フロントスプロケット
12T
13T
14T
15T
16T
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純正ハブ用ホイールベアリング１輪分

ホンダ純正ダックスホイールボルト

リアホイールカラー　　

ダックス スチール製ホイール

396639632078

3939 3940

3939 3940

商品ID 価格（税込）　

320円
1,100円

2078
3963

ホンダ純正リアホイールカラー
リアホイールカラー

商品名

純正品番 42312-120-000
ステンレス製（SUS303）

1,300円3966 純正リアホイールカラー ジュラルミン製（A7075）

仕様

商品ID 価格（税込）　

400円
440円

3939
3940

アルミ製
鉄製

ホイール素材

ダックス/シャリィ
ダックス/シャリィ

適合

商品ID 価格（税込）　

845円
795円

2083
4771

870円4789

適合

モンキー/ゴリラ
モンキー/ゴリラ
ダックス/シャリィ

メーカー品番

96140-6201010
6201番台 LLU
6301番台 LLU

メーカー

ホンダ
NTN
NTN

■特長
モンキー用は5L以降の車両に適合します。4Lモンキーはサイズが異なりま
すので、ご使用できません。モンキー、ダックス、シャリィ共に前後輪共通で
ご使用いただけます。LLUは両側接触ゴムシール形のため、両側にシールが
施されています。※シールが必要ない場合はマイナスドライバー等で外してく
ださい。
■入り数　２ヶ
■生産国　日本

■特長
アルミ製もしくはスチール製ホイール専用左右リム合わせボルトセットです。
４本スポーク用純正ハブ対応ボルト、ナツトです。当社にて各部品をセットに
しました。含まれる部品はすべてホンダ純正部品です。アルミとスチール製
でボルト、ナットの仕様が別れますので、ご注意ください。
■生産メーカー
ホンダ

■特長
モンキーリアホイール用のアクスルカラーです。シンプルなパーツですが、
こだわり素材のカラーも用意しています。ステンレス、アルミを使用して、リ
アハブ左カラーを製作しました。ステンレス製は職人の手作業によるバフ
掛け仕上げを行いました。
アルミ製はジュラルミンを硬質アルマイト処理で仕上げました。
■適合　ホンダ4、5L、FIモンキー
■生産国　日本

■特長ダックス、シャリィの4本スポーク車に使用できるホイールです。
スチール製のベーシックホイールです。
■付属品
フランジソケットM6×15mm 4ヶ
フランジUナット6 4ヶ
■適合
ダックス 4本スポーク車
シャリィ 4本スポーク車
■注意
海外生産ホイールのため、多少の色むら、傷がある場合があります。

商品ID 価格（税込）　

4,100円
4,100円

5875

5875

5876

5876

10
10

インチ

4,600円
4,300円

5877

5877

5878
10
10

4,300円
4,800円

5879
5880

10
10

2.75J
2.75J

サイズ

2.75J
3.25J
3.25J
3.25J

シルバー
ブラック
クローム
シルバー
ブラック
クローム

カラー

商品ID 価格（税込）　

5026
5027

モンキー/ゴリラ
モンキー/ゴリラ

適合

ドラム用
ディスク用

タイプ

■仕様
DURO製DM1162S RACING3.50-8製タイヤを使用し、3スポークアルミ
製キャストホイール 2.5Jへ組み込んだホイールセットです。
エアバルブはストレートタイプです。
※純正モンキーハブ用のオフセット設定です。
■ローテーションについて
ドラム用＝ライダーの右側にエアバルブが向きます。
ディスク用＝ライダーの左側にエアバルブが向きます。

商品ID 価格（税込）　

825円

11,000円
11,000円

0799
2990

1,010円
1,010円

0815
1,010円2732

適合

モンキー、ダックス
モンキー、ダックス
モンキー、ダックス
モンキー、ダックス

φ×長さ

12×190
12×200
12×210
12×215

対応

フロント
リア
リア
リア

1,010円2733 モンキー、ダックス 12×250リア

アクスル 12×200
ピポット 10×190 2,060円0867 モンキー リア

アクスルシャフト各種

モンキー8インチキャストホイール

■特長
各車種に適合するシャフトです。シャフトは年式によって長さが
異なる場合がございますので、改造車などの場合は事前に計測
の上ご注文ください。シャフトは取り付け前にグリスを一面に
塗付した後、ハブへ取り付けしてください。
■適合
モンキーと表示があるシャフトはゴリラへご使用可能です。
ダックスと表示があるシャフトはシャリィへご使用可能です。
※0867はピポットシャフトとアクスルシャフトのセットです。

発売中の8、10インチリアディスク
ブレーキへ使用可能です。
ベアリング付属。
適合ハブ 0123、0334

モンキーディスクブレーキ
専用リアハブ

2359 7,500円

シルバー塗装のフロントディスクブ
レーキハブセットです。ディスクロー
ター、ローターボルト、アクスルシャ
フトがセットです。ホンダモンキー用
メーターギャ(別販売)が使用可能
です。

モンキーフロントディスク
ブレーキ用ハブ＆ディスクセット

1209 7,700円

6,700円

ホンダ純正１２Vモンキーリアハブ。内容 
カラー シルバーメタリック、ギャスタッドボ
ルトとホイールスタッドボルトは装着済み。
適合 モンキー/ゴリラ（12V） 
Z50J-2000001～/AB27-1000001～
純正部品 42650-181-405ZC

ホンダ純正１２Vモンキー
リアハブシルバー

3212 13,900円

ホンダダックス、シャリィタイプの４
本スポークハブです。ホンダダック
ス、シャリィのリアスイングアームと
ホイールが取り付け可能です。３０
Ｔの高速走行向けスプロケットが
セットです。

ダックス４本スポーク
リアハブセット

0715

モンキーダブルディスク専用フロン
トハブです。
ローターセンター穴 φ43mm、アク
スル φ12mm、ローターボルト穴
ピッチ 57mm（ボルト左右間）、シー
ル内径 φ22mm、ハブ幅 118mm

モンキーアルミ製ダブル
ディスク専用フロントハブ

5185 9,200円

2867 245円

ホイールをハブに取り付けするスタ
ッドボルトです。1台につき4ヶ必要
です。
適合 モンキー、ゴリラ
サイズ M8×17mm
純正品番  90125-181-950

ホンダ純正モンキー
リアハブスタッドボルト

※代表画像のため、実際の製品とは異なる場合があります。
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キャストホイール3スポークデザイン_a
商品ID 価格（税込）　

6,500円4582 
適合

モンキー 
タイプホイール

2.508 シルバー
インチ ホイールカラー

(注意1)記載内容はリムカラー/スポークカラーの順に明記しています。
※表示金額はホイール1本分です。
※合わせ方式ホイールは左右プレートを合体させるためのボルト、ナットが付属します。
※取り付けには別途ホイールスペーサー0296が必要な場合があります。

チューブレス

アルミ製ホイール4ホールデザイン_b
商品ID 価格（税込）　

4,350円4583 
適合

モンキー 
タイプホイール

2.758 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
4,350円5589 モンキー 3.008 シルバー チューブタイプ
4,350円5590 モンキー 3.508 シルバー チューブタイプ

アルミ製ホイールディッシュデザイン_f
商品ID 価格（税込）　

3,900円2911
適合

モンキー 
タイプホイール

2.506 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
5,400円4580 モンキー 3.5010 シルバー チューブタイプ
5,400円4581 モンキー 4.5010 シルバー チューブタイプ

4,350円5591 モンキー 4.008 シルバー チューブタイプ

アルミ製ビレット3ピース6スポークデザイン_h
商品ID 価格（税込）　

8,900円2018 
適合

モンキー 
タイプホイール

3.0010 シルバー/ゴールド(注意1)
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
8,900円2019 モンキー 3.0010 シルバー/ブラック(注意1) チューブタイプ
8,900円1658 モンキー 3.5010 シルバー/ゴールド(注意1) チューブタイプ
8,900円1477 モンキー 3.5010 シルバー/ブラック(注意1) チューブタイプ

アルミ製ホイール8ホールデザイン_c
商品ID 価格（税込）　

4,350円5433 
適合

モンキー 
タイプホイール

2.758 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
4,350円4163 モンキー 3.008 シルバー チューブタイプ

アルミ製キャストホイール8ホールデザイン_d
商品ID 価格（税込）　

7,100円5043
適合

モンキー 
タイプホイール

2.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
7,100円4914 モンキー 3.0010 シルバー チューブレス
7,100円3898 モンキー 3.5010 シルバー チューブレス

アルミ製ビレット3ピース8ホールデザイン_g
商品ID 価格（税込）　

8,900円2336
適合

モンキー 
タイプホイール

3.0010 ブラック/レッド(注意1)
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
8,900円2337 モンキー 3.0010 ブラック/ゴールド(注意1) チューブタイプ

4,350円4164 モンキー 3.258 シルバー チューブタイプ
4,350円4165 モンキー 3.508 シルバー チューブタイプ
4,350円4166 モンキー 3.758 シルバー チューブタイプ
4,350円4167 モンキー 4.008 シルバー チューブタイプ

アルミ製ホイール8ホールデザイン_e
商品ID 価格（税込）　

4,200円4159 
適合

モンキー 
タイプホイール

2.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
4,200円4160 モンキー 3.0010 シルバー チューブタイプ
5,550円4568 モンキー 3.2510 ブラック チューブタイプ
4,200円4161 モンキー 3.5010 シルバー チューブタイプ
4,200円4162 モンキー 4.0010 シルバー チューブタイプ

a

b

c

d

e

f

g

h
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キャストホイール5スポークデザイン
商品ID 価格（税込）　

7,100円2754 
適合

モンキー 
タイプホイール

3.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
7,100円2755 モンキー 4.0010 シルバー チューブレス
7,600円2756 モンキー 3.5012 シルバー チューブレス
7,600円2757 モンキー 4.0012 シルバー チューブレス

　　　　　
商品ID 価格（税込）　

7,300円4805
適合

ダックス
タイプホイール

3.0010 4本
インチ スポーク数 

チューブタイプ
7,300円2334 ダックス 3.5010 4本 チューブタイプ

キャストホイール_c 
商品ID 価格（税込）　

6,900円2912
適合

ダックス 
タイプスポーク数 

4本12 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
6,900円2913 ダックス 4本12 シルバー チューブレス

アルミ製ホイール_d
商品ID 価格（税込）　

5,550円4569
適合

エイプ
タイプスポーク数 

ー12 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ

7,300円2724 ダックス 3.5010 4本

シルバー
ホイールカラー

シルバー
ブラック チューブタイプ

アルミ製ホイール_b

高精度アルミ製ホイール_a

商品ID 価格（税込）　

4,900円4572
適合

ダックス
タイプスポーク数 

4本10 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
5,100円4573 ダックス 4本10 シルバー チューブタイプ
5,250円4574 ダックス 4本10 シルバー チューブタイプ
5,400円4575 ダックス 4本10 ブラック チューブタイプ
6,300円4570 ダックス 4本

ホイール

3.50
4.00

ホイール

3.25

ホイール

3.00
3.25
3.50
4.00
3.2512 シルバー チューブタイプ

※ダックス、シャリィ用ホイールは左右幅が均等です。
※表示金額はホイール1ヶ分です。

※純正スイングアームの場合、3.50Jホイール迄が取付可能です。

■特長
3ピース構造のホイールを12本ボルトで確実に合体できる構造です。
精度にこだわった強剛性のリムにより、高い走行安定性を誇ります。
厚さ6mmのビレットアタッチメントは高い強度を誇り、たわみを発生
させません。

商品ID 価格（税込）　

2,880円
2,880円

1681
1682

ゴールド
レッド

カラー

2,880円1683 ブルー

■特長
モンキーホイールをアピールするのに最適なアルミ製ロゼットキャップです。
モンキーホイールにバランスよく映えるアルマイト仕上げでアクセントになります。
発売のアルミ製ホイール専用ボルトM6のボルト先端がキッチリ収まり、更にUナット
のためホイールを傷つけることなく、緩み止め対策もばっちりです。 
■セット内容
アルミ製ボルトロゼット 8ヶ、アルミ製ナットロゼット 8ヶ、
キャップボルトM6×18 8ヶ、フランジUナットM6 8ヶ
■製品詳細　材質 アルミA2017

商品ID 価格（税込）　

4,100円
4,100円

1875
1876

ゴールド
ブラック

カラー

■内容
モンキーホイールビレット加工スポークです。高精度アルミ製CNC仕上げハブ
アタッチメント部分を6スポークスポークデザインに加工、ゴールドアルマイト
仕上げです。取り付けには専用リムが必要となります。
■製品詳細
製品の厚み 均一6mm（角 斜め面取り処理）、センターホール 74.5mm
ホイール取り付けボルトピッチ（対角線計測） 216mm、ハブ取り付けボルトピッチ 91mm
■入り数
スポーク単品 1ヶ　※ボルト付属なし

商品ID 価格（税込）　

9,200円
12,600円

4009
4613

フロント用
リア用

タイプ

■特長
高品質なアルミマシニング加工ハブです。
ディスクローターはNSR用が取り付け可能です。
■仕様
・4009フロント用純正メーターギャ純正が取り付け可能です。
・4613リア用純正スイングアーム幅に取り付け可能です。
専用カラー専用が付属します。

商品ID 価格（税込）　

8,900円
8,900円

4604
4605

3.00J
3.50J

サイズ

8,900円
8,900円

4606
4607

3.00J
3.50J

8,900円
8,900円

4608
4609

3.00J
3.50J

シルバー
シルバー
ゴールド
ゴールド
ブラック
ブラック

カラー

■内容
モンキーホイールビレット加工スポークです。
高精度アルミ製CNC仕上げハブアタッチメント部分がスタイリッシュな4
ポークスポークデザインです。取り付けには専用リムが必要となります。
■製品詳細
製品の厚み 均一6mm（角 斜め面取り処理）、センターホール 74.5mm
ホイール取り付けボルトピッチ（対角線計測） 216mm、ハブ取り付けボルトピッチ 91mm
■入り数
スポーク単品 1ヶ　※ボルト付属なし

商品ID 価格（税込）　

4,100円
4,100円

4610
4611

4,100円4612

シルバー
ゴールド
ブラック

カラー

モンキードレスアップピアス

モンキー用ディスクブレーキハブ

モンキービレットスポーク単体

モンキーアルミビレット加工4スポーク

モンキードレスアップピアス10インチビレット加工ホイール

1875 1876

4606 4608

4604
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ホイール
ホイール

1402 1403
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0792

06623494

商品ID 価格（税込）　

5,000円
5,300円

0792
0662

フロント用
リア用

6,400円3494 リア用

タイプ

海外製ベアリング
海外製ベアリング
NTNベアリング

ベアリング

商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,540円

0373
0296

スチール
アルミ

材質

1mm
3mm

厚み

■特長
モンキー、ゴリラのアルミ製ホイールスペーサー5ヶセットです。
ホイールのセンターがずれる場合のセンター出しに使用可能です。
■内容品
5ヶ入り
※スペーサーを使用する際はボルト長を慎重に確認してください。
ボルトが短い場合には走行中にホイールが緩む恐れがあり危険です。

■特長
モンキーリアハブ＆ブレーキセットは一括
交換をされるお客様にお薦めです。
画像の内容にてお届けいたします。リアは
シャフト、スプロケット類もセットです。フ
ロントはアクスルシャフトは別販売です。
メーターケーブルは付属します。

モンキーホイールスペーサー

ダックス・シャリィハブセット

モンキーハブセット

商品ID 価格（税込）　

4,700円
4,900円

1402
1403

フロント用
リア用

タイプ

■特長
4スポークホイールが取り付け可能なハブです。スプロケット、カラー、
アクスルシャフトは付属しません。純正部品をご使用ください。
■仕様
4スポーク用ハブ、ドラムブレーキシュー、ブレーキアーム付属
リア側はダンパーゴム、カバー、サークリップ付属

モンキー/ゴリラハブ・シルバー
■特長
モンキー、ゴリラ用ハブです。
純正パーツとの組み合わせが可能なためレストア等にお薦めです。
信頼性の高いNTN製ベアリング仕様です。
■注意
アクスルシャフトは別販売です。ドラムブレーキシュー、パネル、ブレーキア
ームはセットです。

商品ID 価格（税込）　

5,600円
6,040円

5151
5152

5151 5152

モンキー/ゴリラ
モンキー/ゴリラ

適合

フロント
リア

タイプ

8,424円

シャリィホイール左右セットです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2
CF70、CF70 K1、CF70 K2
ホイールの取り付けボルトは別販売
です。

ホンダ純正シャリィ
ホイール左右セット

5891 6,566円

シャリィフロントハブです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品 44600-098-010ZB

ホンダ純正シャリィ
フロントハブ

5892

6,450円

ダックス、シャリィ用4本スポークハ
ブです。クロームメッキ処理を施し、
足回りのドレスアップに最適なハブ
です。NTN製ベアリング仕様。

ダックス、シャリィ用リア
ハブクローム

5017 6,890円

艶消しブラック処理を施し、足回り
のドレスアップに最適なハブです。純
正パーツとの組み合わせが可能な
ためレストア等にお薦めです。NTN
製ベアリング仕様です。

モンキー、ゴリラ用フロント
ハブ艶消しブラック

5149 5,600円

クロームメッキ処理を施し、足回り
のドレスアップに最適なハブです。純
正パーツとの組み合わせが可能な
ためレストア等にお薦めです。NTN
製ベアリング仕様。

モンキー、ゴリラ用フロント
ハブクローム

5012 6,450円

バフ処理を施し、足回りのドレスアッ
プに最適なハブです。純正パーツと
の組み合わせが可能なためレストア
等にお薦めです。NTN製ベアリング
仕様。

モンキー、ゴリラ用フロント
ハブバフ仕上げ

5014

生産
終了



ホイール
ホイール
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

※タイヤパターンはイメージ画像と異なる場合がございます。

※タイヤパターンはイメージ画像と異なる場合がございます。

アルミ製ホイール8ホールデザイン_b
商品ID 価格（税込）　

7,500円1696

適合

モンキー 

タイプホイール

2.758 シルバー

インチ ホイールカラー

チューブタイプ
7,800円1694 モンキー 3.008 シルバー チューブタイプ
8,300円1697 モンキー 3.508 シルバー チューブタイプ
8,600円1695 モンキー 3.758 シルバー チューブタイプ

タイヤ

90/65
90/65
130/50
130/50

アルミ製キャストホイール8ホールデザイン_c
商品ID 価格（税込）　

9,500円4925
適合

モンキー 
タイプホイール

2.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
タイヤ

130/60

アルミ製ホイールディシュデザイン_g
商品ID 価格（税込）　

9,700円2474 
適合

モンキー 
タイプホイール

3.2512 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
タイヤ

120/70

キャストホイール3スポークデザイン_h
商品ID 価格（税込）　

9,050円3242
適合

モンキー 
タイプホイール

2.508 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
タイヤ

90/65

アルミ製ホイールディシュデザイン_ j
商品ID 価格（税込）　

10,400円4571 
適合

エイプ 
タイプホイール

3.2512 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
タイヤ

120/70

アルミ製ホイールディシュデザイン_a
商品ID 価格（税込）　

6,500円4566
適合

モンキー 
タイプホイール

3.006 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ

7,800円4567 モンキー 3.508 シルバー チューブタイプ

タイヤ

13×5.00

3.00

アルミ製キャストホイール8ホールデザイン_e
商品ID 価格（税込）　

11,000円3899
適合

モンキー 
タイプホイール

3.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
11,000円3900 モンキー 3.5010 シルバー チューブレス

タイヤ

110/70
130/60

キャストホイール5スポークデザイン_i
商品ID 価格（税込）　

10,600円3256
適合

モンキー 
タイプホイール

3.5010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブレス
11,000円3257 モンキー 3.5010 シルバー チューブレス

タイヤ

110/70
130/60

アルミ製ホイール8ホールデザイン_d
商品ID 価格（税込）　

7,900円1698 
適合

モンキー 
タイプホイール

3.0010 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
8,700円1699 モンキー 3.5010 シルバー チューブタイプ
8,300円1700 モンキー 3.5010 シルバー チューブタイプ
8,700円2735 モンキー 4.0010 シルバー チューブタイプ
9,200円1701 モンキー 4.5010 シルバー チューブタイプ
7,800円4564 モンキー 3.2510 ブラック チューブタイプ

タイヤ

110/70
130/60
110/70
130/60
130/60
110/70

8,600円4565 モンキー 3.2510 ブラック チューブタイプ130/60

4スポークアルミ製ホイール_f
商品ID 価格（税込）　適合 タイプホイールインチ ホイールカラー

8,500円5452 ダックス 3.0010 シルバー チューブタイプ

9,700円2475 ダックス 3.2512 シルバー チューブタイプ

タイヤ

3.50

120/70

アルミ製ホイール8ホールデザイン_ k
商品ID 価格（税込）　

17,500円0003 
適合

モンキー
タイプホイール(F) 

3.008 シルバー
インチ ホイールカラー

チューブタイプ
16,900円0004 モンキー 2.758 シルバー チューブタイプ
17,900円0005 モンキー 3.0010 シルバー チューブタイプ
18,300円2734 モンキー 3.0010 シルバー チューブタイプ
18,800円0006 モンキー 3.5010 シルバー チューブタイプ

タイヤ(F) 

90/65
90/65
110/70
110/70
110/70

ホイール(R) 

3.75
3.50
3.50
4.00
4.50

スタンド(mm)

200
200
255
255
255

タイヤ(R) 

130/50
130/50
130/60
130/60
130/60

8,500円5592 ダックス 3.0010 シルバー チューブタイプ110/70

8,500円5593 ダックス 3.5010 シルバー チューブタイプ110/70
8,500円1703 ダックス 3.5010 シルバー チューブタイプ
8,500円1702 ダックス 3.5010 シルバー チューブタイプ

3.50
130/60

ホイールタイヤ前後セット（タイヤ付き）

ホイールタイヤセット（タイヤ付き）

8,700円2736 ダックス 4.0010 シルバー チューブタイプ130/60
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2,470円

3,100円

3,680円

2,780円

1,780円

3129 2,010円 3137

0629 4,100円 1830 3166 2,060円

3147 3,100円 1026 0213 3,970円

0644 3,200円 2048 3289 2,130円

2244 2,880円 4994 1152 2,880円

雨天でも走る、パンクは困るといっ
た、普段の移動手段としてスクー
ターに乗る人のニーズにも過不足
なく応える。
タイヤサイズ 3.00-8
メーカー品番 129802

経済性を重視されるお客様から走りとファ
ッション性にこだわるお客様にお薦めです。
W/T（チューブタイプ）
幅 79mm
パターンB01
3.00-8

エイプ50・100、モンキー、ダックス
などのカスタムホイールへお薦めの
タイヤです。
タイヤサイズ 120/70-12
チューブは付属します。

エイプ50・100、モンキー、ダックス
などのカスタムホイールへお薦めの
タイヤです。
タイヤサイズ 120/70-12
チューブは付属しません。

ドラッグレースの本場アメリカでも、
高い評価のシンコー製タイヤ。
シティユースからツーリングまで幅
広く対応。
タイヤサイズ 3.00-10

原付クラスのタイヤも充実純正装
着にも採用される信頼と実績のライ
ンナップ！
仕様 3.50-8 4PR WT
メーカー品番 121900

モンキーやダックスなどのカスタムタイヤ
として人気が高い10インチタイヤとＬ字
型バルブ付きチューブセットです。チュー
ブレスタイヤ（Ｔ/Ｌ）なので、チューブレス
以外にも、付属のチューブを使用するこ
とで、合わせリムにも使用できます！

人気の１０インチカスタム車両向けワイドタ
イヤです。ダックス、シャリィなどにも使用可
能です。１３０/６０はリア用の定番サイズ！
チューブレスタイヤ（Ｔ/Ｌ）なので、チューブ
レス以外にも、付属のチューブを使用するこ
とで、合わせリムにも使用できます！

モンキー、ゴリラ対応8インチ扁平
タイヤです。汎用性が高い幅広偏平
タイヤです。サイズ:130/50-8です。
タイヤはチューブタイヤです（モン
キー系ホイールに対応させるため
チューブ付です）。

モンキー純正と同じトラクターパ
ターンタイヤです。
純正タイヤの交換にお薦めです。
チューブは付属します。
L型バルブチューブ

ダンロップのスクーター専用タイヤ、軽
快で安定した走りを約束。用途 スクー
ター・モンキーやダックスにも最適。適
合 Ｗ/Ｔ（チューブタイプ）、幅 ８３ｍ
ｍ、外径 ３６０ｍｍ、Ｆｒｏｎｔ・Ｒｅａｒ
共用、パターン Ｄ３０７、３.００-８

Z50M用タイヤ。クラシカルなトレッ
ドパターンのタイヤです。
チューブは別販売です。
タイヤサイズ 4.00-5

6インチホイールに組み込み可能な
タイヤです。
チューブは付属しません。
タイヤサイズ 13×5.00-6

モンキー８インチカスタムタイヤ。
汎用性が高い幅広偏平タイヤです。
サイズ ９０/６５-８。チューブ付属。

ＩＲＣ ＳＣＯＯＴＥＲ ＪＥＴＴＹ 
ＭＢ38 3.00-8

ブリヂストン
HOOP 3.00-8

エイプ50/100用
120/70-12（チューブ付属）

エイプ50/100用
120/70-12タイヤ

シンコー スクーター用タイヤ 
SR412  3.00-10

IRC SP 3.50-８ モンキータイヤ
110/70-10(チューブ付属）

モンキータイヤ
130/６０-10（チューブ付属）

モンキータイヤ130/50-8
（チューブ付属）

モンキータイヤ350-8
（チューブ付属）

ダンロップ
 POLSO D307 3.00-8

モンキー
タイヤ Ｚ50Ｍ用

モンキー
13×5.00-6タイヤ

モンキータイヤ90/65-8
（チューブ付属）

2245 1,130円
825円
1,340円

1,030円
1,030円
1,030円
1,030円
1,030円

4.00-5
2348
2910

1531

0852

0851
1533

バルブ型式 価格（税込）　

1530

JS87C

3.50-10（130/60-10）
110/70-10

4.00-5

90/65-8

3.50-6

130/50-8
3.50-8

JS87C 
JS-244A

JP87P
JP87P
JP87P
JP87P
JP87P

1,030円5792 120/70-12 JP87P

サイズ

1,030円4647 5.00-6 JP87P
1,030円4993 5.00-6 TR13
1,030円5479 3.50/4.00-6 TR13

KENDAタイヤK413_b

ミニバイク用チューブ
■特長
ミニバイクに最適なエアチューブを豊富に取り揃えています。チューブは
タイヤと同サイズもしくは、噛み込み防止のため1サイズ小さ目のサイズ
がお薦めです。
入荷ロットによりチューブの表記が変更となる場合があります。
■仕様
バルブの型式の見分け方
JS87C又はJS-244A→L字型仕様
JP87P→く字型仕様
TR13→ストレート型ゴム
コーティング仕様

KENDAタイヤK761_a
商品ID

4,200円4657
サイズ  

120/80-1212
インチ

4,350円4658 120/90-1010
4,600円4659 130/90-1010

タイプ

チューブレス
チューブレス
チューブレス

ロードインデックス 価格（税込）　

65J 
57M
61J

商品ID

3,800円4660
サイズ  

120/90-1010
インチ

3,400円4661 110/70-1212
3,600円4662 110/90-1212

タイプ

チューブレス
チューブレス
チューブレス

ロードインデックス 価格（税込）　

57J
47J
64M

3,800円4663 120/70-1212
4,000円4664 130/70-1212

チューブレス
チューブレス

51J
56J

KENDA製タイヤ

a

b

商品ID
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タイヤ・チューブ

260円

バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言え
る精密部品で、タイヤ、チューブへの空気
注入時には弁がスムーズな流通を確保
し、通常時には空気を外へ漏らさない重
要な働きをします。一般的に使用されてい
るタイヤバルブ用のコアでタイヤ交換時に
同時交換することをオススメします。

タイヤバルブコア4個入り

5702

a

b

c

d

e

f

g

h

i

HF-205_a
商品ID 価格（税込）　

2,260円4280
インチ

8
ロードインデックスサイズ

4.00-8 4PR
タイプ

チューブレス

DM1098_f
商品ID 価格（税込）　

3,800円4271
インチ

12
ロードインデックスサイズ

120/70 8PR
タイプ

チューブレス

RACING_b
商品ID 価格（税込）　

4,700円4288
インチ

8
ロードインデックスサイズ

3.50-8 46L
タイプ

チューブレス

DM1162S_c
商品ID 価格（税込）　

2,950円4277
インチ

10
ロードインデックスサイズ

90/90 50M
タイプ

チューブレス
3,470円4279 10 100/90 56Mチューブレス

DM1107_d
商品ID 価格（税込）　

3,500円4276
インチ

10
ロードインデックスサイズ

90/90 50M
タイプ

チューブレス
3,800円4278 10 100/90 56Mチューブレス

HF910_e
商品ID 価格（税込）　

3,680円4286
インチ

10
ロードインデックスサイズ

120/90 54J
タイプ

チューブレス
4,390円4287 10 130/90 61Jチューブレス

インチ

12
ロードインデックスサイズ

110/70 47P
タイプ

チューブレス
12 120/70 51Pチューブレス
12 120/80 62Pチューブレス
12 130/70 62Pチューブレス

インチ

12
ロードインデックスサイズ

100/90 49M
タイプ

チューブレス
12 110/70 47Rチューブレス
12 120/ 70 55Rチューブレス

12 130/70 62Rチューブレス
12 120/ 70 62Rチューブレス

DM1162_g
商品ID 価格（税込）　

4,130円4282
2,750円4274
5,070円4272
4,870円4284

DM1107A_h
商品ID 価格（税込）　

3,980円4285
4,300円4281
3,750円4275
5,050円4273
4,800円4283

DURO製タイヤ・チューブ各種 ■DURO社について
DUROのタイヤはホンダのTodayに純正装着品に採用されています。住友ゴム（日本ダンロップ）との
技術協力、EECによるEマーク承認、ISO-14000証明書の取得など信頼のおけるタイヤブランドです。
タウンユースはもちろんの事、補修用としてもお使いいただけます。タイヤ

DUROチューブ_i
商品ID 価格（税込）　

1,030円4295
インチ

8
サイズ

3.50
バルブ 

TR4
1,030円4294 8 3.50 JS87C
1,030円4297 8 3.50/4.00 TR4
1,030円4296 8 3.50/4.00 JS87C
1,030円4302 10 3.00 TR4
1,030円4290 10 3.00 JS87C
1,030円4289 10 3.00/3.50 TR4
1,030円4291 10 3.00/3.50 JS87C
1,030円4292 10 3.50/4.00 TR4
1,030円4293 10 3.50/4.00 JS87C
1,030円4298 12 3.00/3.50 TR4
1,030円4299 12 3.00/3.50 JS87C
1,030円4300 12 4.00/4.50 TR4
1,030円4301 12 4.00/4.50 JS87C

チューブ
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780円

5293 400円

4954 310円

2350 165円 1731 875円

1655 310円 2953 1396 360円

愛車の足回りのイメージチェンジに
お薦めなタイヤレターペンです。レ
タータッチペンでビンテージなイ
メージを手軽に楽しめます！

メッキバルブカバー付きチューブレ
ス用ストレートバルブ。
全長 35mm
全幅 φ19/15mm
適合リム穴 φ14.5mm
２ヶ入り

汎用バルブキャップの交換にご使
用可能です。
カラー クロームメッキ
入り数 2ヶ

10インチタイヤ用サイドリボン。足
廻りが一段と輝くホワイトカラー。
オールドルックやタイヤサイド保護
にお薦めです。
偏平タイヤには取り付けできませ
ん。

メッキバルブカバー付きチューブレ
ス用ストレートバルブ。
全長 42mm
全幅 φ19/15mm
適合リム穴 φ11.5mm
２ヶ入り

L型金口チューブレスバルブ。バルブ
キャップデザインは若干の仕様変更
の場合がございます。
アルミ製
ナット固定方式

チューブレスバルブの交換用です。
２ヶ入り。
材質 ゴム
全長 63.4mm
幅 Φ19/15mm
適合リム穴 Φ11.5mm

モーターサイクルタイヤ
用レターペンホワイト

チューブレスバルブ

六角アルミ製チューブ
バルブキャップ

１０インチタイヤ用
サイドリボン左右１組 

チューブレス用ストレート
バルブ

L型チューブレスバルブ L型チューブレスバルブ

ミシュランS1_a
商品ID

5,800円4105
インチ

10 
7,500円4107 10 

サイズ

100/90-10
110/80-10

ロードインデックス 価格（税込）　

56J
58J

3,950円4110 10 90/90-10 50J

商品ID

9,200円3262
メーカー品番

75134
9,600円3263 75135
10,100円3146 75136

サイズ

120/90
130/90
120/70

ロードインデックス 価格（税込）　

56J
61J
51J

10,900円3152 75137

インチ

10
10
12
12 130/70 56J

ＭＡＸＸＩＳ Ｍ６０２４_b

商品ID

6,400円3142
メーカー品番

805660
6,700円3143 886560 

サイズ

3.50
3.50

ロードインデックス 価格（税込）　

46J
59J

インチ

10
10

ＭＩＣＨＥＬＩＮ  Ｓ８３_d

商品ID

6,700円3145
メーカー品番

1201900 
サイズ

130/70
ロードインデックス 価格（税込）　

59J
インチ

10

ＰＩＲＥＬＬＩ  ＳＬ３８_c

a

b

c

d
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ワイドピッチハンドルバー

8,985円

9,342円

10,300円

純正4Lモンキー・ハンドルバーの立
ち上がりが左右平行のバーピッチ
100mm。
適合 Z50J 1000001～1195595
純正ハンドル高さ比較 ±0ｃｍ

モンキーハンドルバー左右セット。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～
純正品番
右バー 53110-GFL-J40
左バー 53120-GFL-J40

モンキーハンドルバー左右セットです。
適合
AB27-1400001～1499999
AB27-1700001～1799999

クロームメッキ仕様のスチール製ハ
ンドルバー。汎用ハンドルバーとして
様々な車種にお薦めです。
寸法 W650-H25-D120mm
取り付けピッチ 60mm

純正ゴリラハンドルバー。
バー径 φ22.2mm
全幅710mm
高さ230mm
純正品番 53100-165-710

モンキー純正ステムにボルトオンで
きる取り付けピッチ100mmです。
寸法φ22.2
全幅670mm
高さ150mm
取り付けピッチ90mm

モンキーノーマルタイプハンドル、ハ
ンドルブラケット付き。純正モンキー
ハンドルと比較して握る部分が狭め
です。
セットのため、すぐにご使用いただけ
ます。

純正ダックスハンドル左右。
適合車 ST50/70 K1、K2
純正品番 53110-098-010
53120-098-010

クロームメッキ仕様のスチール製ハ
ンドルバー。汎用ハンドルバーとして
様々な車種にお薦めです。
寸法 W765-H85-D50mm
取り付けピッチ 60mm

スワロータイプのバーハンドルです。
ハンドルバーエンド(内側)はアルミ
製CNC加工バーエンドキャップ使
用です。
寸法 W690-H180-D100mm
取り付けピッチ 100mm

スワロータイプのバーハンドルです。
ハンドルバーエンド(内側)はアルミ
製CNC加工バーエンドキャップ使
用です。
寸法 W690-H180-D100mm
取り付けピッチ 60mm

4Lモンキー専用ヒストリック
絞りハンドルバー高さ±0ｃｍ

5509 8,960円

モンキー、ゴリラなどにお薦めです。
取り付けには７ｃｍロングケーブル
が必要です。
寸法 W670×Ｈ190×Ｄ190mm 
クランプ取り付けピッチ 60mm
ハンドルバー径 φ22.2mm

REVレーシングハンドルバー

2090 4,700円

ホンダ純正モンキー
ハンドルバー

5851

ホンダ純正モンキー
ハンドルバー左右セット

5874 8,920円

ストリートバトラーハンドルバー
クロームφ22.2/W650mm

5248 3,800円

ホンダ純正ゴリラ
ハンドルバー

5469

ゴリラハンドル
バーロータイプ

1722 1,440円

モンキーハンドルバー
セット

0420 4,300円

ホンダ純正ダックス
ハンドル

3028

雷神ハンドルバークローム
φ22.2/W765mm

5247 3,800円

ゴリラハンドルバースワロー
タイプクローム

5607 2,780円

ゴリラハンドルバースワロー
タイプクローム

0863 2,780円

ゴリラヒストリックハンドルバー

※備考 ホンダ純正12Vモンキーハンドルサイズ W575×H170×D88(mm)。ハンドルバー左右セット（ホルダーは別販売）です。
ホルダーは純正品が使用可能です。アップハンドルは交換時にロングケーブルへ変更が必要です。

モンキー折り畳みしぼり ハンドルバー

W×H×D(mm)

535×150×115
ポジション(純正比）

2cmダウン
仕上げ

スチールメッキ
565×200×72 3cmアップ スチールメッキ
580×220×76 5cｍアップ スチールメッキ
580×240×83 7cｍアップ スチールメッキ

モンキーZクラシックシリーズ_a

商品ID 価格（税込）　

5,800円2397
5,800円2398

W×H×D(mm)

380×210×270
ポジション(純正比）

4cｍアップ
仕上げ

SUSポリッシュ
380×260×300 9cｍアップ SUSポリッシュ

モンキーラビットシリーズ_b

商品ID 価格（税込）　

6,700円2328
6,700円2329

5,800円2292
5,800円2293

a

b

商品ID 価格（税込）　

4,400円
4,800円

5598
5599

ブレースなし
ブレースあり

ブレース仕様

■特長
純正パーツのゴリラハンドルバーを忠実に再現した同寸法のハンドルバーに仕立てました。
クロモリ製ハンドルバーをクロームメッキで仕上げた高品質ハンドルバーです。純正ハンドルバ
ーの代用品として、純正ハンドルバークランプへ取り付けできます。ズレ防止ローレットは粗目に
仕上げたことで、走行中のバーのズレ防止効果を一段と高めました。ブレースつきのため、剛性
がアップしダイレクトなハンドルフィーリングへグレードアップしました。
■仕様
クロモリ製、クロームメッキ、バー最大幅610mm、バー高さ242mm、バークランプピッチ60mm

0115

2,780円
1,540円

0115
1984

バー＆クランプ
バー

655×210×65mm 
655×210×65mm 

■特長
ホンダモンキー純正ステムにボルトオンできる、他社ではほとんど販売さ
れていないオリジナルサイズのハンドルです。
■仕様
バークランプ取付ピッチ100mm 

1984
商品ID 価格（税込）　内容 バーサイズW×H×D



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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2557

2558 2777

詳細画像
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アルミ製Zストリートスポーツバー

アルミ製Zワインディングロードバー

4Lモンキーハンドルバー

BP ヤマトレトロトップナット

アルミ製ハンドルバークランプ

ホンダ純正ハンドルホルダーノブ

商品ID 価格（税込）　

4,700円
4,700円

4778
4779

4,700円
4,700円

4780
4781

4,700円4782

シルバー
シャンパンゴール
ソリッドブラック
パッションレッド
ディープブルー

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,700円
4,700円

4773
4774

4,700円
4,700円

4775
4776

4,700円4777

シルバー
シャンパンゴール
ソリッドブラック
パッションレッド
ディープブルー

カラー

■特長
モンキー等の4miniバイク向けアルミ製ハンドルバーです。モンキー、ゴリラに取り付けす
ることを前提にしたクランプピッチ60mm。スタイリッシュなアルミ製CNCハンドルブレー
ス装備。純正ケーブルがそのままご使用可能なモンキーカスタムに最適なサイズ設計。
■仕様
W635×H195×D50mm、クランプ取り付けピッチ60mm
握り部分幅 160mm、ハンドル φ22.2mm、アルミ A6061製
※表記記号 Ｗ＝幅/Ｈ＝高さ/Ｄ＝奥行mm
※当製品を使用する場合は純正ケーブルのご使用が可能です。

■特長
モンキー等の4miniバイク向けアルミ製ハンドルバーです。モンキー、ゴリラなどに取り付けすることを
前提にしたクランプピッチ60mm。スタイリッシュなアルミ製CNCハンドルブレース装備。
アップポジションでリラックスしたライディング向けです。
■仕様
w645×H230×D65mm クランプ、取り付けピッチ 60mm
握り部分幅 160mm、ハンドル φ22.2mm、アルミ A6061
※表記記号 Ｗ=幅/Ｈ=高さ/Ｄ=奥行(mm)
※当製品を使用する場合は７ｃｍロングケーブルが必要です。

■特長
ホンダ純正4Lモンキーハンドルバー基準の設計です。純正のスタイリン
グを崩さずレストアを行うユーザーにお薦めです。
純正レバー、ミラー、スロットルグリップ、ケーブルがそのままご使用可能
です。
※注意 ハンドル高さは純正バーとの比較です。
■仕様
カラー クロームメッキ、材質 スチール製

商品ID 価格（税込）　

8,960円
8,960円

4936
4937

±0cm
＋3cmアップ

ハンドル高さ

商品ID 価格（税込）　

1,650円2557

4,800円2558

適合

モンキー（12V）Z50J9 AB27-1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J-2000001～AB27-1000001～
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J-1300017～1510400

ダックス　1２Ｖ車（ST）  
Z50A/Z50Z/K1

カラー

53740-098-970  2ケ
94002-080000S  2ケ

3,700円2777 Z50J 1000001～119559553741-120-000  2ヶ
53741-045-030  2ヶ

商品ID 価格（税込）　

2,370円
2,470円

2120
2119

φ22.2×50mm
φ22.2×75mm

2,570円1920 φ22.2×100mm

バー径×高さ

■特長
モンキー＆ゴリラステム専用ハンドルブラケットです。
ボリューム感のあるアルミ製削り出しです。
■仕様
アルミ製削り出し
■付属品
ボルトM10 2ヶ

■特長
ホンダ純正ホルダーノブセットです。各年式に適した専用ノブをご用意しています。
※年式によってねじの長さが異なります。
■入り数
2ヶ

商品ID 価格（税込）　

10,100円
10,100円

3013
3014

モンキー用
ダックス分割式ハンドル用

タイプ

モンキー
ダックス

適合 ■特長
レバー方向調整機能付きです。バーハンドルタイプは本体とハンドルが
干渉する為、取り付けできません。高品質です。
■生産国
日本

1621 3,500円1456 3,500円

6,300円1721 8,700円 5606

5697 3,500円

モンキーアルミ製くるくるハンドルノ
ブタイプ3。モンキーZ50J用のノブ
として純正ブラケットに対応。
セット 左右ノブ

モンキーくるくるハンドル
ノブアルミビレッドタイプ3

モンキーアルミ製くるくるハンドルノ
ブタイプ1。モンキーZ50J用のノブ
として純正ブラケットに対応。
5Lモンキー、インジェクションモン
キーにご使用が可能です。

モンキーくるくるハンドル
ノブアルミビレッドタイプ1

ホルダー、ノブにアルミ製ビレット加工
を施したホルダーセットです。ハンドル
回りのカスタマイズにお薦めです。
5Lモンキー、インジェクションモン
キーにご使用が可能です。

モンキーくるくるハンドル
ホルダーセット

5Lモンキー、インジェクションモン
キーにご使用が可能です。ノブは付
属しません。

モンキーハンドルホルダー
アルミ製ビレットブラケット

モンキーアルミ製くるくるハンドルノ
ブタイプ2。
モンキーZ50J用のノブとして純正
ブラケットに対応。

モンキーくるくるハンドル
ノブアルミビレッドタイプ2

3,900円

モンキー、ゴリラなどに取り付けす
ることを前提にした、クランプ取り付
けピッチ60mm。人気のハンドル
バーです。
寸法φ22.2
全幅570mm
高さ245mm

スクエアナローハンドル

2590
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6Vダックスと同じデザインパターン
のグリップ。ダックスやモンキー等の
汎用ハンドルバー外径φ22.2に対
応します。
内側のリブは純正よりも大きくなっ
ています。

ダックス・レトログリップ
左右

5395 1,200円

シャリィハンドルクッションアッパー
ラバー2ヶ入りです。
適合 CF50 K1 K2、CF70 K1 K2
純正番号 53133-124-000

ホンダ純正シャリィハンドル
クッションアッパーラバー2ヶ入り

5899 490円

モンキー用クラッチレバー。
レバーピポット部分にゴムキャップ
を取り付けするタイプ。ゴムは付属
しません。
適合 12Vモンキー、ゴリラ全般
純正品番 53178-165-980

ホンダ純正モンキーカバー
Ｌハンドルレバー

3203 900円

1,372円

1,600円

1,544円

1,250円

2,380円

5,500円

3,800円

930円

12Vモンキー用モンキーグリップス
ロットルセット。左右グリップをセッ
トにいたしました。
5L、インジェクション、12Vゴリラに
使用が可能です。

ホンダ純正モンキーグリップ
スロットルセット

5097 3,661円

12Vモンキーグリップ左右セット。
右側グリップにはスロットルコーン
が付属します。
5L、インジェクション、12Vゴリラに
使用が可能です。

ホンダ純正モンキーグリップ
左右セット

5101

CD70用レバーピポットボルトです。
モンキーやダックスへはシャフト太
さが異なるため、ご使用いただけま
せん。

レバーピポットボルト
CD70用

5384 350円

ロングサイズのブレーキレバーです。
真鍮製アジャスターで走行中にアジャ
スターナットが緩みにくい仕様です。
レバー長 165mm
ブレーキスイッチ付き
ミラーネジサイズ M10正ネジ

フロントブレーキレバーロング
ミラー台座あり正ネジＭ10

5003 1,700円

ロングサイズのクラッチレバーです。
真鍮製アジャスターで走行中にアジャ
スターナットが緩みにくい仕様です。
レバー長 165mm
ミラーネジサイズ M10正ネジ

クラッチレバーロングミラ
ー台座あり正ネジＭ10

5004

モンキーダックスブレーキ
レバーキット

1210 5,200円

純正モンキーZ50A、Z50Z用左右
ハンドルレバー。当時のオリジナルと
ほぼ同じです。
純正品番 53175-081-306

ホンダ純正モンキーＺ５０Ａ・
Ｚ５０Ｚ用Ｒ・Ｌハンドルレバー

3781 900円

12Vモンキー、ゴリラ用ブレーキレバー。
純正品番
ハンドルレバー右 53175-165-980 
レバーピポットカバー 53176-170-700
ピポットボルト 90115-170-700
ナット 90302-435-761

ホンダ純正モンキー
フロントブレーキレバー

5098

ウエイトバランス仕様のため、振動軽減効果が
あります。シンプルなデザインにクロームメッキ
を施し、オーソドックスなバーエンドに仕上がっ
ています。サイズ 外径22mm/長さ21mm
ハンドル内径19.0mm前後に対応（アルミハン
ドルには取り付け不可）、重量 70g（１個あたり）

発売のディスクブレーキ車体、ディスクブ
レーキフォークセットに含まれるレバー。
有効長 L150mm（ピポット～レバー外
側迄）
適合 No.1,8,12,16,17,18,19,20,25

純正シャリィ前ブレーキレバー右
です。
適合 CF50-1000002～2599988
純正品番 53175-147-010

12Vモンキー、ゴリラ用クラッチレバー。
純正品番 ハンドルレバー左 53178-165-980
レバーピポットカバー 53179-170-700
ピポットボルト 90115-170-700 
ナット 90302-435-761

コンパクトなレバーサイズでミニバイ
クのハンドル周りにジャストサイズ！
クロームカラーのレバーでハンドル
周りをスタイリッシュに演出。付属品 
バンジョーボルトM10×ピッチ 1.25 
1ヶ、クラッシュワッシャーM10 2ヶ

ウエイトバランス仕様のため、振動軽減効
果があります。カラーはクロームメッキ。
外径22mm、長さ21mm
ハンドル内径19.0mm前後に対応（アルミ
ハンドルには取り付け不可）
重量 70g（１個あたり）

レバー用アジャスターナット。
真鍮製で指先にフィットするギザギ
ザを刻んでいます。
仕様
M8×20 P/T1.25mm、アジャスター部外径φ12mm
アジャスターナット外径φ20mm

アルミ材を削り出し、豪華さと迫力のある
仕上がり。自由に番数部分へペイントを施
し、カラーデコレーションを楽しめます。
ノブ部分 アルミ材
ノブサイズ 直径47mm
重量 620g（2ヶ/左右1セットの場合）

ホンダ純正ハンドルパイプホルダー。
適合 ゴリラ全年式、エイプ全年式
純正品番 ホルダー上 95014-21101 2ヶ
ホルダー下 95014-32100 2ヶ
ホルダー下ナット 90304-GE8-003 2ヶ

ゴリラハンドル用バークランプ。
ポリッシュ仕上げ（ラフ仕上げ）です。
バー φ22.2mm
ハンドル芯高さ 31.5mm

モンキーZ50A/Z/ZK1専用ハンド
ルホルダーナット。
1台には左右ハンドル分、2ヶ必要です。
純正品番 53143-045-000

純正シャリィハンドルパイプホルダー。
取り付けに必要なゴムクッションや
ナット、ボルト、ワッシャーなどセット
です。
適合 シャリィ4本スポーク車

バーハンドルクランプ左右セットです。
仕様
バー芯高さ 31.5mm
バー径 φ22.2mm
ステム取り付けネジ M10

純正初期型グリップ左右セットです。
適合 Z50A、Z50Z、6Vダックス、6Vシャリィ等
純正品番 
右側 95011-12100
左側 95011-12200

ホンダモンキーのピッチステアリングハ
ンドルホルダーステム（100mmピッチ）
にゴリラ車両のパイプステアリングハン
ドルをホルダーハンドルアンダーへ取り
付けできる”ピッチ変換クランプ”です。
ハンドル高さ 30mm

ホンダ純正モンキーホルダーステア
リングハンドルです。
5L、インジェクションに使用が可能
です。
純正品番 53131-165-640

癖がなく、握りやすいスモールダイヤ
目パターンのグリップ仕様です。サイ
ドエンドはバーエンド装着時にグリッ
プカットが可能なスリッド入りです。
長さ115×φ30mm

4Lモンキーハンドルグリップの左右セット。
適合 Z50J-1000001～1195595
純正品番 右側 53165-120-000
左側 53166-120-000

ホンダ純正モンキー
クラッチレバー

5099 2,138円

汎用バーエンドキャップ
防振タイプ

2419 1,030円

ディスクブレーキレバーク
ローム単品

5209

ホンダ純正シャリィ
前ブレーキレバー右

2248 970円

ホンダ純正モンキーＺ５０Ａ/
Ｚ用ハンドルにはめるゴム

3615 220円

レバー用アジャスターナット
真鍮製

5231 420円

ミニモトＴｈｅサイコロ
アルミ製ハンドルノブ

2171 6,000円

ホンダ純正
ハンドルパイプホルダー

2699

モンキー用ハンドルバーク
ランプ

3658 1,540円

ホンダ純正モンキーＺ５０Ａ/
Ｚ用ハンドルホルダーナット

2708 918円

ホンダ純正シャリィハンドル
パイプホルダーセット

4124

バーハンドルクランプ
左右セット

4823 1,580円

ホンダ純正
初期型グリップ左右

1771 620円

モンキーノーマルステム用
ゴリラハンドルバークランプ

1515

ホンダ純正モンキー
ハンドルホルダー

2977 6,048円

ミニモトハンドルグリップ
ブラック・エンドあり

2118

ホンダ純正４Ｌモンキー
ハンドルグリップ左右

2464 3,580円

1069 2,470円

モンキー、ダックス共通の折り畳み
ハンドル用ハンドルポスト。表面に
はポリッシュ加工を施しています。
ハンドルによっては取り付け前に噛
み合わせ部分を削るなどの調整が
必要です。

モンキーハンドルホルダー



ハンドル
ハンドル

掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。
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商品ID カラー 価格（税込）　

2,960円
2,960円

5447
5448

シャンパンゴールド
シルバー

2,960円5449 レッド
2,960円5450 ブルー

商品ID カラー 価格（税込）　

2,960円
2,960円

5505
5506

シャンパンゴールド
シルバー

2,960円5507 レッド
2,960円5508 ブルー

商品ID 価格（税込）　

2,580円
2,580円

4600
4601

シルバー
ゴールド

2,580円4603 ブルー
2,580円4602 レッド

カラー

■特長
モンキー・ダックス用アルミ製ハンドルブレースです。不足しがちな外方向への剛性をアップさせるハンドル
ブレースです。カラフルなアルマイト4色をご用意しております。ハンドル周りのアクセントにお薦めです！
■適合
モンキー（FI） Z50J9 AB27-1900001～
モンキー（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
モンキー3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400
折り畳みハンドル仕様の各年式ダックス
■備考　モンキー用アルミ製ハンドルブレース ※しぼりハンドルバーへも使用可能です。

■特長
クランプ部は2ピース構造のため取り付けは簡単装着が可能。ブレースバー最大口径φ22mm、クラン
プ部は総アルミ削り出しのためドレスアップに効果的。ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外
にも様々なアクセサリーアタッチメント等が装着可能。ジュラルミン削り出し。
■仕様
ブレースボルトセンター間175mm、対応バー口径Φ22.2mm
※ハンドル幅700mm以下のロードバイク向け
※ホンダ純正ゴリラバーハンドルにも最適
※ホンダ純正GROM/MSXにボルトオン可能
※初期型GROM/MSX125（MSX125D）に適可、2016年6月発売車～（EBJ-JC61）には適合不可

■特長
ホンダ純正モンキーハンドル全年式やしぼりハンドルバーへ装着が可能です。クランプ部は2ピース構
造のため脱着時にスイッチ類の取り外しは必要ありません。
全5ピース構造で総アルミ削り出しのためドレスアップに効果的です。ブレースとしてハンドル強度の向
上が期待でき、アクセント効果も抜群です。
■仕様
アルミ製ジュラルミン総削り出し、ブレース取り付けクランプP/T166mm、
適合ハンドルバー口径φ22.2mm
※ホンダ純正モンキーハンドルに取り付けが可能です。
※ホンダ純正ゴリラバーハンドルにはご使用できません。

商品ID 価格（税込）　

2,960円
2,960円

4928
4929

シャンパンゴールド
シルバー

2,960円4931 ブラック
2,960円4930 レッド

2,960円4932 ブルー

カラー

ブレーキ

クラッチ

商品ID 価格（税込）　

1,700円
1,700円

3925
3928

1,600円3926
1,600円3927
1,600円3929
1,700円5071

レバー×クランプ

シルバー×シルバー
シルバー×シルバー
シルバー×シルバー
シルバー×シルバー
シルバー×シルバー
ブラック×ブラック

ミラーサイズ

M8/正ネジ
M8/正ネジ
M8/正ネジ

ー
M8/正ネジ
M8/正ネジ

1,700円
1,600円

5072
5073

1,600円5074
1,600円5075
1,700円5226
1,700円5227

ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
シルバー×ブラック
シルバー×ブラック

M8/正ネジ
M8/正ネジ

ー
M8/正ネジ
M8/正ネジ
M8/正ネジ

1,600円5228 シルバー×ブラック M8/正ネジ
1,600円5229 シルバー×ブラック ー
1,600円5230 シルバー×ブラック M8/正ネジ

レバーサイズ

120mm
165mm
130mm
130mm
165mm
120mm
165mm
130mm
130mm
165mm
120mm
165mm
130mm
130mm
165mm

タイプ

ブレーキ
ブレーキ
クラッチ
クラッチ
クラッチ
ブレーキ
ブレーキ
クラッチ
クラッチ
クラッチ
ブレーキ
ブレーキ
クラッチ
クラッチ
クラッチ

商品ID 価格（税込）　

980円
980円

2420
2421

ブルー
レッド

カラー

980円2422 ゴールド

商品ID 価格（税込）　

1,100円
1,100円

5385
5386

ブレーキレバー
クラッチレバー

レバータイプ

■特長
モンキー、ゴリラのハンドルグリップと同じ形状です。
純正と同じ幅、グリップパターンでレストアにお薦めです。
■内容品
ハンドルグリップ左右 1セット

商品ID 価格（税込）　

870円
870円

5721
5722

ブラック
グレー

カラー

モンキーハンドルグリップ左右

■特長
CD70用クラッチレバーです。
エンドにはラバーキャップが取り付けしてあります。
※画像はL/H、R/H用が掲載されていますが、各レバー単品での販売となり
ます。

CD70用レバー

モンキー・ダックスハンドルブレース

GROM/MSXハンドルブレース

モンキー・ダックスタイプＺハンドルブレース

GROM EBJ-JC61ハンドルブレース

■特長
モンキー等のハンドル専用に設計されたミニバイク向きレバーです。
真鍮製アジャスターを採用したことで、走行中にアジャスターナットが緩み
にくい仕様です。色、レバー長、ミラー台座の有無等のタイプ別に様々なレ
バーをご用意しております。
■ケーブル適合
発売中のケーブルはアジャ
スターナット付きレバーに
は対応していない場合がご
ざいます。適合に関する不
明点は当社までお問い合
わせください。
■生産国
台湾

クラッチレバー、ブレーキレバー各種

■特長
オーソドックスなバーエンドキャップ。シンプルなデザインにアルマイトのカラ
フルなカラー処理を施し、アクセントになるバーエンドに仕上がっています。
■仕様
材質 アルミ、　サイズ外径 22×長さ 20mm
適合ハンドル内径 14.0～19.5mm、　重量 35g
■生産国
台湾

アルミ製バーエンドキャップ

■特長
ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ハンドル部のアクセントとして効果抜群です。クランプ
部は2ピース構造のため、スイッチ類の取り外しが不要で取り付けが可能です。カラフルな4色をご用意!
■仕様
アルミ製ジュラルミン総削り出し、ブレースクランプ取り付けP/T205mm、
適合　ハンドルバー口径Φ22.2mm
※ホンダ純正GROM/MSXハンドルバーにボルトオンが可能です。
適合形式を下記よりご確認ください。取り付け不可となっている年式もございます。　
適合ハンドルバー純正品番 53100-K26-B00
※GROM 2016年6月発売車～（EBJ-JC61）



ステアリングダンパー
ステアリングダンパー

0261

0386 1413

1414
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2,950円

8,200円

ダックスフレームのプレス加工が施された平
な部分へブラケットを取り付けすることで、
ステアリングダンパーの装着が可能です。
汎用ステアリングダンパーの取り付けステ
ーネジサイズがＭ8であれば、取り付け可能
です。

アルミ製CNC加工を施したステアリングダン
パーフォーククランプです。ダックスAB26の
フォーク径φ25へ取り付けすることで、ステ
アリングダンパーの装着が可能です。ダック
スAB26専用にヘッドライトステーとの干渉
を無くすため、専用デザインを採用しました。

ダックスAB26フレーム専用のステアリング
ダンパーセットです。
滑らかな動作と16段階のダンパー調整機構
つきのため、セッティングの幅も十分です。
ホンダ純正フロントフォーク対応のステアリ
ングダンパーセットです。

メインフレーム取り付けブラケット
の単品販売。
取り付けには製品ID 4174 ストリ
ート走行ステアリングダンパー本体
とシリンダークランプ、フォーククラ
ンプが必要です。

走行安定性をアップさせ、余計なハンドル
のブレを抑えます。モンキーの場合、車体が
軽い上にエンジンからの振動の影響を受け
やすい為、ダンパー効果でハンドルのフラつ
きを抑えライダーの疲労も軽減します。
全長 333mm、ストローク 107mm

モンキーは車重が軽い上、エンジンからの振
動の影響を受けやすい為、ステアリングダン
パーを取り付けすることでハンドルのフラつ
きを抑えライダーの疲労を軽減します。
滑らかな動作と16段階のダンパー調整機構
つきのため、セッティングの幅も十分です。

アルミ製ステアリングダンパー
ブラケットダックスフレーム専用

5736 4,100円

発売中のステアリングダンパー専用
オイルシール。オーバーホールにご
使用ください。
適合製品ID 0261、0386、1413、
1414
入り数 2ヶ

ステアリングダンパー用
オイルシール

5980 820円

アルミ製ステアリングダンパーフ
ォーククランプダックスAB26用

5743

ダックスAB26専用ストリート
走行ステアリングダンパーセット

5745 14,800円

ストリート走行ステアリングダン
パーメインブラケット単品

5616 3,900円

ストリート走行ステアリングダン
パー本体&クランプ

4174

モンキーストリート走行ス
テアリングダンパーセット

5064 14,500円

5339（右）0807（左）

■特長
アルミ素材へマシニング切削加工を施してたステアリングダンパークラン
プです。クランプ取り付けサイズは全12種類をラインナップしています。
ゴムクッションなしでフォークへボルトオンが可能なサイズ設計です。
ステアリングダンパー側はM8ボルトに対応します。 

商品ID 価格（税込）　

2,980円
2,980円

0261
0386

4,300円1413
4,300円1414
310円0807
310円5339

商品名

汎用ステアリングダンパー
汎用ステアリングダンパー
モンキー・ゴリラ用
モンキー・ゴリラ用

ダンパーノブ
ダンパーノブ

カラー

シルバー
ブラック
シルバー
ブラック
シルバー
ブラック

内容

社外フォーク用
社外フォーク用

ホンダ純正フォーク用 
ホンダ純正フォーク用 
アフターパーツ
アフターパーツ

商品ID 価格（税込）　

2,870円
2,870円

5525
5526

26mm
27mm

2,870円
2,870円

5527
5528

28mm
30mm

2,870円
2,870円

5529
5530

31mm
33mm

2,870円
2,870円

5531
5532

34mm
36mm

2,870円
2,870円

5533
5534

37mm
39mm

2,870円
2,870円

5535
5536

40mm
45mm

カラー

ステアリングダンパー各種

アルミ製ステダン用フォーククランプ

ストリート走行ステダンブラケット

■特長
モンキーやゴリラなど様々なバイクにマッチングするステアリングダンパーです。ダイヤル操作で硬さを無段階セッティングが可能です。汎用タイプは横型エ
ンジンマウントステーとフォークL型ステーM8用がセットです。ホンダ6、12Vモンキーフォークへ取り付けされるお客様はモンキーステアリングダンパー
キット製品ID1413、1414がお薦めです。※製品ID0261、0386にはフォーククランプは付属しません。
■仕様　
L375mm、ストローク102mm、ロッドシャフトφ10、無段階アジャスト機構付、本体アルミ製
※こちらのステアリングダンパーは兼価版です。品質重視の場合はストリート走行ステアリングダンパーをお薦めします。

■特長
モンキーストリートライドステアリングダンパー専用ブラケットセット単品で
す。ホンダ純正フロントフォーク対応のステアリングダンパー部品セットで
す。アルミ製ブラケットがセットのため、取り付けは簡単に行えます。
■適合ステアリングダンパー
ストリート走行ステアリングダンパー本体&ブラケットNO4174    

商品ID 価格（税込）　

6,700円
6,700円

5065
5221

6,700円5222

モンキー純正フォーク
φ26
φ31

適合フォーク



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

スイッチ
スイッチ
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5692 5,640円 2371 3,650円

1,290円

3,600 円

1,750円

1,750円

800円

2552 2,120 円

2580 1,600円 2581 2846 7,880円

4599 1,700円 3931 3198

53885387

8,570円

2515 1,750円 3072 3955 6,300円

2681 1,540円 1326 5394 3,600円

5100 961円 5257 3790 1,750円

FIモンキーの純正ハーネスにカプラ
ーオンが可能です。ヘッドライトパッ
シング機能があり、エンジンを始動
せずにバッテリー電源を使用してパ
ッシングも可能です。また走行中の
パッシングも可能です。

FIモンキー用ハンドル
スイッチ

ウインカースイッチホーンボタン付き
（取り付けねじ付属）です。スロットル
ワイヤーを外してスイッチ交換の為、
右のグリップゴム交換必要です。
純正品番 35200-130-640

ホンダ純正ウインカー
スイッチホーンボタン付き

6VライトスイッチでHI/LO切替タイプです。
取り付けビスが付属します。
適合 CF70 1000002～2599988
純正品番 35250-126-701

ホンダ純正６Ｖライト
スイッチＨＩ/ＬＯ切替

ミニバイクから大型バイクまで幅広
くご使用できます。ハンドルクラン
プタイプで、カスタムしたハンドル
回りにスッキリ取り付け可能です。
ボタン機能 キル＆セルスイッチ
汎用タイプ

キルスイッチ＆セルスイッチ
ミニバイクから大型バイクまで幅広
くご使用できます。ハンドルクランプ
タイプで、カスタムしたハンドル回り
にスッキリ取り付け可能です。
ボタン機能 キルスイッチ
汎用タイプ

キルスイッチ

12Vダックス用スイッチです。スイッチ取り
付け用の長いネジ、短いネジも付属します。
適合 12VダックスAB26
純正品番 35020-126-A00

ホンダ純正ダックス
スイッチウインカー１２Ｖ用

H4ヘッドライト照明のON/OFFス
イッチです。H 4ヘッドライト
ON/OFFスイッチ(H4コネクター接
続)。

アルミビレット加工を施したライト
スイッチ。プラスチック製と比較して
質感がよく、ハンドル周りをスタイリ
ッシュに演出します。
取り付けハンドル φ22.2
スイッチ取り付け幅 20mm

コードカバーは灰色。スイッチ取り付けボ
ルトとレバー取り付けボルトがセットです。
純正品番 35020-GEF-700
94001-05000S
90115-147-000

当社販売中のモンキーハーネスセットに含まれる、
右側スイッチ＆グリップ（右側のみ）の販売です。
適合ハーネス
モンキーゴリラ１２Ｖハーネス電装セットNO0028 
１２ＶモンキーゴリラメインハーネスNO0814
注意 純正ハーネスへのカプラーオン取り付けはできません。

キットバイクNO16、17、18用スイッチ
もしくは、ハーネスNO0654用です。
仕様
右側スイッチ
スロットルグリップ
キルスイッチ

スイッチボックス本体にアルミビレ
ッド加工を施すことで、プレミアム感
に満ちたスイッチボックスです。高精
度なアルミ削り出し。
モンキーにポン付けできる配線類
のため、取り付けが簡単です。

ミニバイクに最適な遠心クラッチ専
用汎用スイッチです。
仕様
左側スイッチ
ミラーホルダーＭ８正ネジ
チョークレバー付き

キットバイクNO1、8、12用スイッチ
もしくは、ハーネスNO0028用です。
仕様
左側スイッチ
ミラーホルダーＭ８正ネジ
クラッチレバー付き

キットバイクNO1、8、12用スイッチ
もしくは、ハーネスNO0028用です。
仕様
右側スイッチ
スロットルグリップ
キルスイッチ

12Vモンキー用モンキーフロントブ
レーキスイッチです。
適合 5L、FIモンキー、12Vゴリラ
純正品番 35340-GAN-620

当社取扱いのショート＆ロングレバー専
用アフターパーツです。ブレーキスイッチ
の交換用部品としてご使用ください。
+端子 ギボシオス小
-端子 ギボシオス小
配線長 540mm

キットバイクNO1、8、12用スイッチ
もしくは、ハーネスNO0028用です。
仕様
左側スイッチホルダー仕様
ミラーホルダーＭ８正ネジ
チョークレバー付き、クラッチレバー

H4ヘッドライトスイッチ
キット

アルミビレッド製
ライトスイッチ

ホンダ純正１２Ｖモンキー
スイッチAssyウインカー

モンキーハーネスセット用
右側スイッチ＆グリップセット

ダックスハーネスセット用
右側スイッチ＆グリップセット

ミニタイプ集合スイッチ
モンキー用アルミビレッド

汎用小型スイッチボックス 小型スイッチボックス
クラッチレバーセット

汎用プッシュキャンセル
スイッチ

ホンダ純正モンキーフロント
ブレーキスイッチ

ショート＆ロングレバー用ブレーキ
スイッチ単品アフターパーツ

小型スイッチボックス
クラッチレバーセット

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,500円

5387
5388

35150-459-671
35150-459-670

互換品番

スイッチR/H
スイッチL/H

タイプ

商品ID 価格（税込）

3,900円
3,600円

3786
3784

12Vモンキーキャブ車
キットバイク01.08.12

3,900円4817 モンキー/ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400

適合

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,200円

3789
3787

12Vモンキーキャブ車
キットバイク01.08.12

適合

商品ID 価格（税込）　

4,700円
4,400円

1977
3782

12Vモンキーキャブ車
キットバイク01.08.12

適合

CT110ハンターカブスイッチ
■特長
ハンターカブは年式や発売各国毎に仕様が異なります。
■注意
※互換性純正品番をご確認の上ご注文ください。

ベーシックプッシュキャンセルスイッチ ■特長
ノーマル純正を意識して控えめなデザインです。純正のようなフィーリング
でご使用可能です。キットバイクに
もポン付けできる配線類のため、取り付けが簡単です。
■仕様
ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ、ウインカー左右引き戻し式
※FIモンキーは適合不可
※別途クラッチレバーが必要です。

ストリート走行ステダンブラケット 特長
幅の狭いハンドルバーに最適なチョイス！シンプルかつスタイリッシュなスイッ
チです。キットバイクにもポン付けできる配線類のため、取り付けが簡単です。
■仕様
ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ、ウインカーボタンプッシュ式、ホーンボ
タン
※FIモンキーは適合不可
※ご使用には別途クラッチレバーが必要です。

ベーシックプッシュキャンセルスイッチ ■特長
プッシュキャンセラー式のため、走行中のウインカー操作性が楽になります。
キットバイクにもポン付けできる配線類仕様も取扱中です。
■仕様
ヘッドライトHi/Low切り替えスイッチ
ウインカープッシュキャンセラー式ホーンボタン
※FIモンキーは適合不可です。
※別途クラッチレバーが必要です。キットバイクセル付きエンジンの場合、別途ス
タータースイッチの取付が必要です。



キーシリンダー
キーシリンダー

2691 2692

28452693
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1,200円

1,010円

2,710円

3,700円

3,700円

４Ｌモンキーの純正メインスイッチ
ブラケットです。
適合 Z50J 1000001～1195595
付属
取り付けボルト、ワッシャー各２ヶ

発売中のアルミ製ステム専用ハンドル
ロックステー。ハンドルロックステーの
アフターパーツとしてご使用ください。
内容
アルミ製ステー 1ヶ
キャップボルトM6×15 2ヶ

純正ハンドルクランプ取り付けヘル
メットホルダーです。
適合 バーハンドルφ22.2mm
純正品番 50710-397-007

5Lモンキー、ゴリラ全年式キーシリ
ンダーをタンク下フレーム部分へ取
り付けするためのステーです。純正
4Lモンキーイグニッションスイッチは
爪が凸のため取り付けできません。

5Lモンキー、FIモンキーへ4Lモンキー
ヘッドライト等（キーシリンダー装着不
可）を装着したときにキーシリンダーを
移設するためのステーです。
適合 5Lモンキー、FIモンキー、ゴリラ
全年式

ダックス・シャリィへボルトオンのイグニ
ッションスイッチです。
適合 CD50、CD70、CF50、CF50K1、
CF50K2、CF70、CF70K1、CF70K2、
S110、SS50、ST50、ST70、XL125
※このスイッチは4極ギボシ配線です。

モンキー用イグニッションキー。5L
ヘッドライトへ取り付け可能なタイ
プです。
カプラー1ヶ仕様です。各年式により
加工が必要です。

純正6Vシャリィメインスイッチです。
適合 CF50-2700000～
純正品番 35100-124-834

キットバイク用イグニッションスイッ
チです。4本配線でキットバイクハー
ネスにカプラーオンが可能です。
カプラー1ヶ仕様です。各年式により
加工が必要です。

ディスク仕様キットバイク＆輸入タ
ンク用キャップ＆ロック4点セットで
す。輸入タンクに取り付けできるキ
ャップがセットです。
カプラー1ヶ仕様です。各年式により
加工が必要です。

ホンダモンキー用キャップ＆ロック
４点セット。ホンダモンキー５Ｌタン
クに取り付けできるキャップがセッ
ト。イグニッション配線は４本（カプ
ラー１個）タイプです。各年式により
加工が必要な場合があります。

ミニバイクから大型バイクまで幅広
くご使用できます。ハンドルクランプ
タイプで、カスタムしたハンドル回り
にスッキリ取り付け可能です。
ボタン機能 キルスイッチ
汎用タイプ

ドラム仕様キットバイク＆輸入タンク
用キャップ＆ロック4点セットです。
輸入タンクに取り付けできるキャッ
プがセットです。配カプラー1ヶ仕様
です。各年式により加工が必要です。

ディスク仕様キットバイク＆輸入タ
ンク用キャップ＆ロック4点セットで
す。輸入タンクに取り付けできる
キャップがセットです。
カプラー1ヶ仕様です。各年式により
加工が必要です。

ホンダ純正メインスイッチ
ブラケット

2437 1,674円

アルミ製ステム用ハンドル
ロックステー

5569

ホンダ純正ハンドルクランプ
取り付けヘルメットホルダー

4119 3,720円

４Ｌモンキータイプイングニッ
ションキーフレーム取り付け

2153 1,290円

モンキー用キーシリンダー
ステーステム左裏取り付け

1431

ダックス・シャリィイグニッ
ションスイッチ

5401 1,950円

モンキーイグニッション
キー4本線タイプ

4076 1,400円

ホンダ純正6Vシャリィ
メインスイッチ

4999

キットバイク用
イグニッションスイッチ

5588 1,400円

ディスク仕様キットバイク＆輸
入タンクキャップ＆ロックセット

0810 3,900 円

ホンダモンキー用キャップ
＆ロック４点セット

3012

純正のキーセットです。1台のキー
がセットのため、1ヶのキーに集約で
きお薦めです。
今ならシャリィのキーセットも入手
することができます。

ホンダ純正メインスイッチ
セット

2260 13,280円

ミニキルスイッチ

2579 1,230円

ドラム仕様キットバイク＆輸入
タンクキャップ＆ロックセット

0365

ダックス３点キーセット
イグニッションスイッチ付き

0652 4,000円

■特長
5Lモンキー/FIモンキー/ゴリラのメインスイッチをハンドルブラケットへ移設
するためのステーです。
4Lモンキーヘッドライト、メーターなしのヘッドライトケースへ交換したときに
、メインスイッチをハンドルブラケットへ移設させるためのパーツです。
付属カラーを使用することで、2サイズのボルト穴共通でご使用いただけます。
ステンレス製のため腐食に強く高品質な仕上がりのパーツです。
■内容品
ステンレス製メインスイッチステー、スペーサー2ヶ

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,230円

1433
1432

M6・8
M8・10

取り付けボルト

※イグニッションスイッチとキーが2ヶセットです。 適合車以外の流用は当社では未確認です。

商品ID 価格（税込）　

3,035円
2,970円

2691
2692

3,000円2693

3,900円2845

タイプ

6Vモンキーゴリラ用
6Vモンキー

12Vモンキー用

12Vダックス用

適合

モンキー/ゴリラZ50J 1300017～1510400
モンキーZ50J 1600008～1805927

モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～
                              AB27-1000001～

AB26

純正品番

35100-159-047
35100-GBJ-730

35100-181-921

35100-126-A01

ホンダ純正メインスイッチ

モンキー キーシリンダーステー



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

キーシリンダー・ミラー
キーシリンダー ミラー

3833/3834

3907/3837

3903/3904

3831/3832

2434

2885 2367

3694 4649
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5919 4,233円

2848 3,218円

1,650円5723 5897 330円

ダックスメインスイッチです。
丸型コネクタータイプです。
適合 DAX ST50K1、K2、DAX ST70K1、K2
純正品番 35100-098-017

ホンダ純正ダックス
メインスイッチ

カプラーの色は赤色。６V車シャリィ
を１２Ｖ化・６本線。
カプラーの色は赤色です。12Vシャ
リィへ使用可能。
純正品番35100-GB2-790

ホンダ純正シャリィメイン
スイッチ１２Ｖ用

カブ用のメインキーシリンダーです。
4本配線タイプでほとんどの12V車
にご使用が可能です。
※5本配線タイプには使用できませ
ん。購入前に現車を確認の上ご注
文ください。

カブ用メインキー
シリンダー

シャリィキーキャップです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品番 35112-098-670

ホンダ純正シャリィ
キーキャップ

2433 4,900円

純正Z50A、Z50Z用メインスイッチ。
カプラー形状が丸タイプ。
手書き説明書付き
延長電線付き
適合車 Z50A/Z50Z

ホンダ純正メインスイッチ
Z50A/Z50Z

1,010円5402 4,300円 3715 3731 1,540円

適合  CF50、CF70、ST50、ST70、
年式により配線は異なります。この
スイッチは4極ギボシ配線です。

ヘルメットロックをハンドルバーに固定
できるアルミ製ブラケット。バー径φ２２.
２ｍｍ対応。
内容 ヘルメットロックホルダーマウント 
1ヶ、特殊六角ボルトショートＭ６×８ 2
ヶ、特殊六角ボルトロングＭ６×２０ 1ヶ

モンキーヘルメットホルダーの単品
販売です。純正のリアキャリアにも
取り付け可能です。

ダックス・シャリィイグニッション
スイッチ&2点ロックセット

ヘルメットロックホルダー
ハンドルバー固定用

モンキーヘルメット
ホルダー

■特長
バーハンドルホルダーに5Lモンキーサイズのイグニッションスイッチが取り
付けできる日本製ステーです。3694のステンレス仕様にはMade in japan
のレーザーマイキング入りです。
■適合
ゴリラ、APE、シャリィ、CT110など

商品ID 材質 価格（税込）　

1,850円
1,230円

3694
4649

ステンレス製
スチール製/黒

商品ID 価格（税込）　

1,600円2434

1,700円2885

270円2367

商品名

モンキー・ダックス

モンキー用

ハンドルロックねじ２本

適合

モンキー（ＦＩ） Z50J9 AB27-1900001～
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
＊年式によりロック本体のカラーリングがブラックです。

モンキーZ50J（6V）1000001～1195595

Z50A/Z50Z、Z50J-1000001～1195595
Z50J-1300000～1885477、Z50J-200000～

純正品番

53600-001-027

53600-GCN-003

90164-028-000

ハンドルホルダースイッチステー

ホンダ純正モンキー・ダックスハンドルロック

ホンダ純正モンキーブランクキー

ホンダ車・キットバイク各種スペアキー製作

商品ID 価格（税込）　

2,203円
2,120円

3833
3834

35121-GFL-Y20
35122-GFL-Y20

2,203円
2,203円

3907
3837

35121-GFL-Y30
35122-GFL-Y30

2,110円
2,110円

3903
3904

35121-GFL-Y81
35122-GFL-Y81

635円
635円

3831
3832

35121-GZ0-003
35122-GZ0-003

純正品番 ■特長
ホンダ純正各年代キを制作するためのブランクキー
（削る前の状態でお届けします)です。
近くの合鍵店で加工をされるお客様向けの販売です。
※キーは左右どちらか片側をキーマシンで加工するため、2種類あります。

■特長
お手元にあるマスターキーを当社までお送りいただければ、合鍵を製作してお届いたします。
国内有名メーカーの強度があるブランクキーを使用して合鍵を製作します。
特に折れやすいキットバイクのキーが折れてしまう前に、ぜひ合鍵製作をご依頼ください。
お客様からのマスターキーが到着後、2営業日以内に発送いたします。
■マスターキーのご返送時の注意
マスターキーの返送運賃はお客様ご負担でお願いします。
マスターキーと同時にシリンダーを一箇所(ヘルメットホルダーなど)をお送りください。
合鍵製作完了時に作動テストをした後、ご発送をさせていただきます。
■送付先
〒391-0013
長野県茅野市宮川7495
ミニモト合鍵製作係 宛て

商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

5037
5044

1,030円5045

キットバイク全車
4Lモンキー・DAX ST

5L以降モンキー、ゴリラ・AB26

適合



ミラー
ミラー

65

1,850円

純正品バックミラーです。Z50A/Z
型、ダックス初期型などへ最適です。
M8正ネジタイプ
純正品番 88110-063-405

ホンダ純正モンキー、ダックス
初期型ミラー

1780 1,100円

12Vモンキー用ミラーです。
左右共通で取り付けできます。
M8正ネジタイプです。
純正品番
ミラー本体 88210-GN2-000 1ヶ
取り付けナット 94001-080200S 1ヶ

 ホンダ純正12Vモンキー
バックミラー

5096 1,366円

メッキカラーのスタンダードサイズの
ミラー。モンキーはもちろん、ダックス、
シャリィにもよく似合うデザインです。
ミラー部分 W102×H61mm
ステー長さ 170mm
M8、M10正ネジタイプ（2サイズ用）

クアトロメッキミラー汎用
（左右セット）

3467

右ハンドル側ミラーとして使用可能
です。大きな直径φ100mmレンズ。
M8正ネジタイプです。
メッキミラー88210-126-750 1ヶ
M8ミラーナット90314-178-000 1ヶ

ホンダ純正スチールメッキ
ミラー右ハンドル側

3199 1,720円

2882

商品ID 価格（税込）　

980円
980円

3934
3935

シルバー
ブラック

カラー

M8正ネジ
M8正ネジ

980円
980円

3936
3937

シルバー
ブラック

M10正ネジ
M10正ネジ

ネジサイズ

商品ID 価格（税込）　

260円
260円

5488
5489

20mm/M8
20mm/M10

高さ/ネジ ■特長
ミラーアダプターの装着時に左右のミラー高さを均一に揃える時に便利
な高さ調整専用の20mm高さアップアダプターです。
ネジサイズは変更になりません。形状は六角形でメッキ仕上げです。

■特長
2本ネジ仕様でレバー、グリップは外す必要がなくミラーを好きなポジショ
ンへ取り付けが可能です。各種ミラーサイズ、アダプターカラーをご用意し
ています。
■仕様 
ハンドル径φ22.2mm
取り付け幅22mm

商品ID 価格（税込）　
260円
260円

1418
2126

1ケ
1ケ

入数
M8正ネジ→M8逆ネジ
M8逆ネジ→M8正ネジ

515円
515円

1420
1421

2ケ
2ケ

M8正ネジ→M10正ネジ
M10正ネジ→M8正ネジ

260円
260円

1419
2165

1ケ
1ケ

M10正ネジ→M10逆ネジ
M10逆ネジ→M10正ネジ

サイズ

■特長
ミラーとレバー側の異なるネジ規格をお好みのサイズへ変換ができるアダ
プターです。ミラー本体を交換せずにこのアダプターをしご使用することで、
コストを掛けずに現在使用中のミラーが新しいレバーへ装着可能です。経済
的に対応できる便利なパーツです。
※1418の場合、ミラー側M8正ネジ、レバー側M8逆ネジを取り付けするための
アダプターです。

商品ID 価格（税込）　

3,100円
3,100円

2882
2883

チョキ
チョキ

形状

ステー全長75、M8正ネジ
ステー全長75、M8正ネジ

3,100円
3,500円

2935
2972

チョキ
パー

ステー全長75、M10正ネジ
ステー全長190、M8正ネジ

ブラック
ホワイト

カラー

ブラック
ブラック

サイズ

商品ID 価格（税込）　

1,750円
1,750円

1384
1385

M8正ネジ
M10正ネジ

サイズ ■特長
ミニバイク定番のZⅡミラーです。高い人気でロングセラーのミラーです。
■仕様
ミラー本体 φ85mm
取り付け全長約120mm
※ミラー本体は左右共通です。左右どちらでもご使用が可能です。

■特長
人気のじゃんけんミラー各種です。見やすいロングタイプから、コンパクトなミ
ニサイズまであります。
■内容
左右セット

じゃんけんぽんミラー左右セット

ミラー取り付けクランプ式アダプター

ミラーアダプター同サイズネジ

ZⅡ Miniミラー

ミラー取り付けボルト変換アダプター
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メーター
メーター

3827

3828 3829 3853

3826

1166 1769
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ダックス・シャリィスピードメーター

4サイクル タコメーターLEDバックライト

メーターインジゲーター電球

ホンダ純正12Vモンキーメーター

4825 450円

1091 1,950 円 565円

450円

0996 6,200円

2384 4,600円 2270

0211 3,900円1865 5,800円

5184 2241 3,200円

当社発売の4Lヘッドライトに対応。
ホンダ純正4、5Lメーターいずれも
取り付けが可能です。純正ヘッドラ
イトケース、メーターの組み合わせ
でもご使用が可能。

4Lモンキーヘッドライト用
メーター取り付けスプリング

モンキー１２０ｋｍ/ｈスピードメーターです。
ボアアップエンジン搭載車両にお薦めの120
ｋｍ/ｈメーターです。ホンダ純正モンキーヘ
ッドライトのメーターマウントに取り付け可
能です。ワイヤーは別販売中です。ホンダ純正
メーターケーブルが使用可能です。

モンキー１２０ｋｍ/ｈ
スピードメーター

モンキー・ゴリラのハンドルに取り
付けが可能なスピードメーターで
す。１４０ｋｍ/ｈまで表示できます。
バックライトにはブルーＬＥＤを使
用。鮮やかな光を放ちます。

スピードメーター・１４０ｋｍ/ｈ・
６０パイホワイト

モンキー、ダックス、シャリィバイク専用
設計・オーバーヒートを防止するため
の必至アイテム。電気アクセサリー系
のカスタムを行ったバイクにオススメで
す。ＬＥＤブルー文字表示で見やく、油
温計は下桁（０～１２０℃）まで表示。

ＫＯＳＯ製
コンパクト油温計（℃）

コンパクトメーターをミラーステー
やハンドルバークランプへ取り付け
するためのアルミ製ステーです。メ
ーターの裏面に市販のマジックテー
プを貼り付けして取り付けしてくだ
さい。

コンパクトメーター
ステーアルミ製

スピード/タコメーターが横並びの2連
メーターです。ディスプレイ直径φ
70mm。アナログ表示、スピードメー
ターは機械式、タコメーターは電気式。
取り付けの際に必要な取り扱い説明書
はございません。取り付けサポート不可。

２連タコ＆スピード
メーターミニバイク向け

速度読み取り方式 機械式読み取り
です。ホンダ純正メーターケーブル
がご使用できます。ヘッドライト埋め
込みタイプのため、純正ヘッドライト
をご使用ください。

ダックスＬＥＤデジタル
おむすびメーター機械式

5Lモンキー、FIモンキー、12Vゴリ
ラヘッドライトにホンダ純正メータ
ー等を取り付けする際にケース内
部でメーターを固定するためのスプ
リングです。

モンキーヘッドライト用
メーター取り付けスプリング

コンパクトながらリアルタイムで電
圧を表示できるメーター。電気アク
セサリー系のカスタムを行ったバイ
クにオススメ。ＬＥＤブルー文字表
示で見やく、電圧は下桁（１/１０）ま
で表示。

ＫＯＳＯ製
コンパクト電圧計（Ｖ）

46552938257032554114/3038/3039 5010

商品ID 価格（税込）　

3,500円
4,000円

1166
1769

ブラック
ホワイト

文字盤カラー

140km/h
140km/h

速度表示

■特長
ダックス・シャリィヘッドライト用スピードメーターです。初期型ヘッドライト
にも取り付けが可能です。
■仕様
140km/h 表示・積算距離系（ODOメーター）
ディスプレイ照明 12V電源、ホンダ純正メーターケーブル対応
※年式によってカプラー配線の差し替えが必要。
※純正品と配線が異なるため、テスターで
導電確認を行い取り付けを行ってください。

商品ID 価格（税込）　

240円
250円

4114
3038

3.0W
1.7W

定格電力

クリア
クリア

230円
300円

3039
3255

3.4W
1.5W

クリア
クリア

240円2570 1.5W

6V
12V

電圧

12V
6V
6Vクリア

300円2938 2.0Wクリア
280円
290円

4655
5010

3.0W
4.0W

クリア
クリア

12V
12V
12V

G10
G10

ガラス

G10
T6.5
G10
T6
T6.5
T8.5

電球色

BA9s
BA9s
BA9s
BA7s
BA9s
BA7s

W2.2×5.2d
BA9s

金口 ■特長
高品質で球切れしにくいと好評なSTANLEY製をはじめ、各種いずれも日本
製です。ニュートラルランプ球、パネルシグナル球としてご使用いただけます。
※注文時にワット数をお確かめください。
※4655はキットバイクNo.1、8、12用スピードメーター電球です。
※5010はキットバイクNo.1、8、12用ニュートラル電球です。

■特長
モンキー、ゴリラ、ダックスのハンドルやフロントフォークトップボルトへ取り付けが可能なタコメーターです。純正車両や88ccボアアップカスタムに
適した12000回転表示ディスプレィで見やすさは抜群です。バックライトにはLEDを使用し、鮮やかな光を放ちます。
■適合　4サイクル単気筒（毎回発火タイプ）
※下記は使用不可能な車種
6V車、ポイント点火エンジン、CDI方式に制御信号のあるもの、バッテリーレス車、バッテリーの弱い車両、レジスター無しのプラグキャップ、スーパー
プラグを使用している車両。インジェクション車両（FIモンキー 09～）。
■参考事例
取り付けはとても簡単!トップブリッジ上側ボルトへボルトオン!口径Ｍ10用のボルト穴がタコメーターステーに
設置されています（走行時の衝撃を気にされる場合、ゴム類の衝撃緩和剤を推奨）。配線は全4本あります。

商品ID 価格（税込）　

6,200円
6,200円

0994
0995

6,200円5547

12V
12V
12V

6,200円5548 12V

電圧

ブルーLED
ブルーLED
ホワイトLED
ホワイトLED

バックライト

ホワイト/12000rpm
ホワイト/15000rpm
ブラック/12000rpm
ブラック/15000rpm

表示スケール

■特長
各年式に合わせ、様々なメーターを取り揃えています。
いずれも12V車の各年代のメーターです。
各年式によってメーターのロゴが異なります。
またコネクターの仕様も様 で々す。
※ホンダ純正でNIHONSEIKI社で生産されています。
■生産国
日本

商品ID 価格（税込）　

9,900円
7,900円

3826
3827

7,610円3828

37200-GFL-Y21
37200-GFL-J21
37200-GFL-J41

8,316円3829 37200-GFL-J61

純正品番

Z50J-６
Z50J-７
Z50J-９
Z50J-B

Z50J-４/Z50J-５/Z50J-６

適合モデル

9,900円3853 37200-165-A21

0094/0095

5547/5548
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575円

1,580円

930円

ダックスST50/70に取り付けでき
ます。その他、三角形タイプメーター
のクッションです。別体メーターに
は使用できません。

純正モンキースピードメータークッ
ション。スポンジ製のため劣化しま
す。定期的な交換がお薦めです。
適合 4L、5L、FIモンキー、ゴリラ
純正品番 37305-165-640

純正ダックスシャリィ6Vおにぎり
メーター下のパッキン。

CT110ハンターカブ/CL50用メー
タークッションゴムです。
台形タイプメーターのクッションです。
適合 CT110ハンターカブ、CL50など

ダックスのクッションにブーツを装
備した車体へ取り付けが可能。ダッ
クスのクッションにオイルが入った
フォークへは取り付け不可。
純正品番 44804-124-000

3本スポークシャリィメーターギャ。
純正品番 44804-170-000

純正モンキー用メーターギャ。
品質のよい純正品です。
適合 4L、5L、FIモンキー、ゴリラ
純正品番 44800-045-691

市販のメーターステー取り付けピッチが
45mmのメーターに適合します。メーターを
付属のステーでフォークボルトに取り付けし
た際にメーターが正面を向かない悩みを解消
します。またグロメット付きステーのため、メー
ターが受ける路面からの振動を緩和します。

スピードメーター、タコメーターなど
をハンドルクランプへ取り付けする
際に便利なクランプ。クランプサイズ
は付属ゴムシムで調整可能。

メータークッションゴム
三角タイプ

5369 750円

ホンダ純正モンキー
クッションスピードメーター

2870 345円

ホンダ純正ダックスシャリィ６Ｖ
おにぎりメーターパッキン

3372

メータークッションゴム
台形タイプ

5368 750円

390円

発売中のモンキーメータークッショ
ンと金属スペーサーのセットです。
ホンダ純正メーターには使用でき
ません。
適合製品 商品ID1091

発売中のモンキーメーター用照明
コネクターと電球のセット。トラブル
が起きやすい、配線と電球をセット
にしました。ホンダ純正メーターに
は使用できません。
適合製品 商品ID1091

モンキーメータークッション・
金属スペーサーセット

5977

モンキーメーター照明
コネクター・電球セット

5976 720円

ホンダ純正4本スポーク シャ
リィ ダックス メーターギャ

5032 1,320円

ホンダ純正3本スポーク
シャリィメーターギャ

5002

ホンダ純正モンキー用
メーターギャ８インチ

3949 3,470円

汎用メーター取り付けステー
オフセット量25mmタイプ

5744 2,100円

メーター取り付けクラン
プ２０～３０ｍｍ

1140 3372 575円

純正ダックスシャリィ6Vおにぎり
メーター下のパッキン。

ホンダ純正ダックスシャリィ6V
おにぎりメーターパッキン

スーパーメーターギャ

メーターギャ
■特長
ホンダ純正モンキーハブ用と左ディスクブレーキに使用が可能なメーター
ギャです。
■注意
左ディスク用はアクスルシャフトが2サイズあります。
※左ディスクはメーターギャのカラーが黒色です。
右ディスクブレーキは純正メーターギャと共通です。

商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

0925
0672

1,030円
1,030円

1493
1904

M12
M12
M12
M10

アクスルシャフト

純正フォーク/右ディスク用
純正フォーク/右ディスク用
左ディスクフォーク
左ディスクフォーク

基準タイヤ

8
10
10
10

インチ

■特長
ホンダ純正モンキー、ゴリラハブへボルトオンが可能です。高品質なスピードメー
ターギャで耐久性、精度を重視した設計と製品に仕上がっています。6、8、10、
12インチと豊富なバリエーションをご用意しています。
■仕様
各種メーターギャはそのインチサイズでよく愛用されているタイヤサイズを基
準に設計しています。
基準タイヤサイズ欄でご確認下さい。
■備考　メーター裏面にインチ数を刻印しています。

商品ID 価格（税込）　

2,700円
2,700円

4168
4169

2,700円
2,700円

4170
4171

960mm
1160mm
1349mm
1470mm

タイヤ円周

11×15
10×16
9×17
9×18

ギャ比

130/50-6
3.50-8
3.50-10
120/80-12

基準タイヤ

６
8
10
12

インチ
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ホンダ12Vモンキー適合ワイヤー
モンキークラッチケーブル_a

商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

1988
1989

1,900円1990

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本750mm(純正長)
820mm(7cmロング)

1050mm(30cmロング)
950mm(20cmロング)

1150mm(40cmロング)
1250mm(50cmロング)

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

1,900円
1,900円
1,900円

2924
2925
2926

モンキースロットルケーブル_b
商品ID 価格（税込）　

2,000円
2,000円

2098
2099

2,000円2100

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本610mm(純正長)
680mm(7cmロング)

910mm(30cmロング)
810mm(20cmロング)

1010mm(40cmロング)
1110mm(50cmロング)

ステンメッシュ 日本

モンキースロットルケーブル（Ｌ型曲がり）_c
商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

2635
2636

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本610mm(純正長)
680mm(7cmロング) ステンメッシュ 日本

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,000円
2,000円
2,000円

2921
2922
2923

モンキーブレーキケーブル_d
商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

1985
1986

1,900円1987

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本730mm(純正長)
800mm(7cmロング)

1030mm(30cmロング)
930mm(20cmロング)

1130mm(40cmロング)
1230mm(50cmロング)

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本

モンキーメーターケーブル_e
商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

2294
2295

1,900円2296

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本530mm(純正長)
630mm(10cmロング)
730mm(20cmロング)

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本

ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

1,900円
1,900円
1,900円

2927
2928
2929

FIモンキーステンレス クラッチケーブル_f
商品ID 価格（税込）　

2,000円
2,000円

4617
4618

2,000円4619

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本730mm(純正長)
800mm(7cmロング)

1030mm(30cmロング)
930mm(20cmロング)

1130mm(40cmロング)
1230mm(50cmロング)

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,000円
2,000円
2,000円

4620
4621
4622

FIモンキースロットルケーブル_g
商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,300円

4197
4176

2,300円4177

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本680mm(純正長)
750mm(7cmロング)

950mm(27cmロング)
850mm(17cmロング)

1050mm(37cmロング)
1150mm(47cmロング)

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,300円
2,300円
2,300円

4178
4179
4180

1250mm(57cmロング) ステンメッシュ 日本 2,300円4181

※70ページにて各種ケーブルの長さ計測方法の見方をご確認ください。
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当社エンジン・キットバイク用ケーブル

※70ページにて各種ケーブルの長さ計測方法の見方をご確認ください。

商品ID 価格（税込）　

1,750円
1,850円

750mm
1065mm

5658
5659

1,800円615mm5660

アウター部の長さ

スロットルケーブル
フロントブレーキケーブル

メーターケーブル

タイプ ■特長 
日本製の高品質なケーブルです。純正ケーブルを忠実に再現し、レストア
にお使いいただけます。純正品と同等の品質で製作しました。サイズは純
正ケーブルと同じです。現在のところAB26用のロングケーブルはお取り
扱いがありません。
■適合 
DAX ST50s(12V車) 

ダックスAB26ケーブル各種

Loncin125ccエンジンクラッチケーブル_a　※ホンダ純正クラッチレバー、弊社キットバイク共通クラッチレバー　（エンジン型式　FMI152）　
商品ID 価格（税込）　

1,700円
1,700円

2650
2651

1,700円2652

アウター金具間の寸法 カラー

黒
生産国

日本
1000mm
900mm

900mm
1100mm

1000mm
1100mm

黒 日本
黒 日本

ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,000円
2,000円
2,000円

2653
2654

150ccエンジン用クラッチケーブル_b　※ホンダ純正クラッチレバー、弊社キットバイク共通クラッチレバー　（エンジン型式　1P56FMJ）
商品ID 価格（税込）　

2,000円
2,000円

2656
2657

2,000円2658

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本
830mm
730mm

1030mm
930mm

1130mm

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本

2,000円
2,000円

2659
2660

2655
1200mm
1300mm

ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本

2,000円
2,000円

2758
2759

160cc用クラッチケーブル_c　(エンジン型式 1P60FMI)
商品ID 価格（税込）　

2,000円
2,000円

4111
4112

2,000円4113

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本800mm
900mm
1000mm

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本

タイプ2モンキースロットルワイヤー_d　※弊社キットバイク用
商品ID 価格（税込）　

1,230円2339
2,000円2301

アウター金具間の寸法 カラー 生産国

ジャバラブーツ_g
商品ID 価格（税込）　

495円
495円

3462
3463

495円3464

アウター金具間の寸法 カラー

黒
生産国

日本L50×W10.8×φ3/6mm
L45×W13×φ3.8/3.8mm
L70×W10.5×φ2.7/6.0mm

黒 日本
黒 日本

495円3465 L60×W8.8×φ4.3/4.3mm 黒 日本

950mm

675mm
610mm

710mm
810mm

赤 日本
ステンメッシュ 日本

ブレーキフルードホース_f　 (バンジョウボルト・銅ワッシャー付き)　モンキーステンレス　メッシュホースセット
商品ID 価格（税込）　

2,880円
2,880円

1247
1248

2,880円1684

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

中国800mm
900mm
550mm

ステンメッシュ 中国
ステンメッシュ 中国

左ディスク用メーターケーブル_e　※弊社キットバイク用 　(1、8、12)
商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

2297  
2298

1,900円2299

アウター金具間の寸法 カラー

ステンメッシュ
生産国

日本530mm（純正長）
630mm（10cmロング）
730mm（20cmロング）

ステンメッシュ 日本
ステンメッシュ 日本

ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,000円
2,000円
2,000円

1929
2302
2303

910mm
1010mm
1110mm

ステンメッシュ
ステンメッシュ
ステンメッシュ

日本
日本
日本

2,000円
2,000円
2,000円

2304
2305
2306
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クラッチケーブル_a
商品ID 価格（税込）　

1,976円
1,976円

3052
3053

1,804円3054

ホンダ純正互換品番

モンキー前期・ゴリラ前期22870-165-790
カラー

黒
生産国

日本
モンキー後期・BAJA22870-GAR-000 黒 日本

モンキー中期・AB27・ゴリラ22870-165-640 黒 日本

ブレーキケーブル_d

ブレーキケーブル_e

商品ID 価格（税込）　

1,600円
1,880円

3049
3050

1,600円3051

ホンダ純正互換品番

モンキー中期45450-165-640
カラー

黒
生産国

日本
モンキー前期45450-165-000 黒 日本

商品ID 価格（税込）　

5,800円
2,000円

3296
2327

ホンダ純正互換品番

モンキー(J1-1)
カラー

灰
生産国

日本
ダックスAB26 ステンメッシュ 日本

モンキー後期・BAJA45450-GAR-000 黒 日本

ゴリラ中期22870-165-630 黒 日本 1,570円3055

メーターケーブル_f
商品ID 価格（税込）　

1,400円
1,400円

3045
3046

1,400円3047

ホンダ純正互換品番

モンキー・ゴリラAB27全機種44830-165-A10
カラー

黒
生産国

日本
モンキー後期44830-165-640 黒 日本
モンキー前期44830-165-415 黒 日本
ゴリラ全機種44830-165-790 黒 日本 1,650円3048

スロットルワイヤー_b

スロットルワイヤー_c

商品ID 価格（税込）　

1,530円
1,530円

3040
3041

1,530円3042

ホンダ純正互換品番

モンキー中期17910-165-640
カラー

黒
生産国

日本
モンキー前期・ゴリラ全機種17910-165-730 黒 日本
モンキー・ゴリラAB27全機種17910-165-A11 黒 日本

商品ID 価格（税込）　

4,400円
4,400円

3292
3293

1,900円2326

ホンダ純正互換品番

モンキー(A1-A5)
カラー

灰
生産国

日本
モンキー(J1-J2) 灰 日本
ダックスAB26 ステンメッシュ 日本

モンキー後期17910-165-B10 黒 日本 1,530円3043
モンキー後期17910-181-930 黒 日本 1,530円3044

純正互換ミニモトオリジナルケーブル　※ホンダ純正品番をご参照ください。
a

b

c

d

e

f

商品ID 価格（税込）　

1,300円
1,300円

4857
4858

クラッチ用
スロットル用

タイプ

商品ID 価格（税込）　

2,300円
2,200円

5512
5513

スロットル
クラッチ

2,200円5515 メーター
8,760円5521 フルセット

2,200円5514 ブレーキ

タイプ

モンキー用プレミアムダークグレーメッシュケーブル ■特長
新素材プレミアムダークグレーメッシュケーブル採用のケーブルセットです。コーティングをダ
ークグレーにすることでUVによる劣化を最小限に止めます！日本国内で開発および生産する
ことで高いクオリティーを実現。ホンダ純正12Vモンキー（キャブレター車専用）に適合。ケー
ブル長は純正に合わせた設計です。
■注意 アジャスターナット装備レバーはインナーワイヤーが短くなるため、適正な
セッティングができない場合があります。6Vモンキー用レバーには対応しません。
■適合 モンキー/ゴリラ（12V）Z50J-2000001～
モンキー/ゴリラ（12V）AB27-1000001～ ※適合不可 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～

応急ワイヤーキット補修部品
■特長
ケーブルトラブル時の応急処置に便利なワイヤーキットです。工具ケースに入れておけば、
万が一のトラブル時にも安心です！
■内容
応急ワイヤーキットクラッチ用(長さ 1500mm)  1ヶ
タイコ 、六角棒スパナ 1ヶ　

1,100円

6V車モンキー、ダックスの1次側ク
ラッチ車用ケーブル。純正レバーを
併用してご使用ください。
サイズアウター全長 755mm

モンキー、ダックス1次側
クラッチ車ケーブル

5392 1,100円

モンキーの全年式に適合する延長
スピードメーターケーブルです。
純正スピードメーターケーブルをそ
のまま使い、10cmのケーブル延長
が可能です。

モンキーメーターケーブル
延長パーツ

4703

各 種 ケ ー ブ ル の 長 さ 計 測 方 法
※金具の隅から隅までの長さを計測しています。ケーブルの種類によってはイラストと実際の製品の仕様が異なる場合があります。

スロットルケーブル

ブレーキケーブル

クラッチケーブル

表記サイズ

表記サイズ

表記サイズ

※ミニモト製ケーブルの計測方法です
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GROM/MSX125スロットルケーブル（2本セット）_a
商品ID 価格（税込）　

2,530円
2,530円

4687
4688

2,530円4689

長さ

ノーマル長
カラー

ブラック
10ｃｍロング ブラック
20ｃｍロング ブラック
30ｃｍロング ブラック 2,530円4690

GROM/MSX125スロットルケーブル（2本セット）_b
商品ID 価格（税込）　

3,250円
3,250円

4691
4692

3,250円4693

長さ

ノーマル長
カラー

ステンレスメッシュ
10ｃｍロング ステンレスメッシュ
20ｃｍロング ステンレスメッシュ
30ｃｍロング ステンレスメッシュ 3,250円4694

GROM/MSX125クラッチケーブル_c
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

4695
4696

1,650円4697

長さ

ノーマル長
カラー

ブラック
10ｃｍロング ブラック
20ｃｍロング ブラック
30ｃｍロング ブラック 1,650円4698

GROM/MSX125クラッチケーブル_d
商品ID 価格（税込）　

2,100円
2,100円

4699
4700

2,100円4701

長さ

ノーマル長
カラー

ステンレスメッシュ
10ｃｍロング ステンレスメッシュ
20ｃｍロング ステンレスメッシュ
30ｃｍロング ステンレスメッシュ 2,100円4702

モンキーブレーキケーブル調整ナットレバー用（インナーワイヤーが15mmロング）_e 
商品ID 価格（税込）　

2,200円
2,200円

5684
5685

2,200円5686

長さ

純正長
カラー

ステンレスメッシュ
15ｃｍロング ステンレスメッシュ
30ｃｍロング ステンレスメッシュ

モンキークラッチケーブル調整ナットレバー用（インナーワイヤーが15mmロング）_f 
商品ID 価格（税込）　

2,200円
2,200円

5687
5688

2,200円5689

長さ

純正長
カラー

ステンレスメッシュ
15ｃｍロング ステンレスメッシュ
30ｃｍロング ステンレスメッシュ

GROMスロットル＆クラッチケーブル

ホンダ12Vモンキーに調整ナット付きレバーを組み合わせる場合のケーブル（キャブレター車用）

a

b

c

d

e

f

1,425円

シャリィスロットルケーブルグロメッ
トです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品番 17911-023-000

ホンダ純正シャリィ
スロットルケーブルグロメット

5896 300円

パフォーマンスZ-1型125ccエンジン専
用ケーブルです。仕様 パフォーマンス
Z-1型125ccエンジン専用ケーブル、ア
ウターの長さ 900mm(金具から金具
迄）、アジャスターナット付きレバー専用
(純正モンキーレバーには対応しません)

パフォーマンスZ-1型125cc
エンジン用ケーブル900mm

5696 2,300円

FIモンキークラッチケーブル。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー
（FI）へ適合します。
純正品番 22870-GFL-J40

ホンダ純正FIモンキー
クラッチケーブル

5821

FIモンキーブレーキケーブル。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー
（FI）へ適合します。
純正品番 45450-GFL-J41

ホンダ純正FIモンキー
ブレーキケーブル

5822 1,630円



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

ワイヤーケーブル
ワイヤーケーブル

72

ホンダ純正
生産終了モデル用
ケーブル

1,480円

1,800円

990円

5,500円

4741 1,550円 4742 4743 5,600円

2723 1,750円 2380 4740 1,500円

2560 1,260円 2561 2559 2,070円

4651 4652 1,200円

ダックスメーターケーブル。メータ
ーとヘッドライトが別体の車体に使
用可能です。
適合 スポーツダックス
※ST50K1,ST70K1-V
純正品番 44830-126-930

ダックスメーターケーブル。
適合 12Vダックス AB26
純正品番 44830-126-900

フロントブレーキスイッチ付き。
適合 ST50、ST70 フロントフォークに
蛇腹ブーツが付いているダックス用)
純正品番 45450-126-000

フロントブレーキワイヤーＣＯＭＰ。
適合 Z50J 1000001-1195595、
４Ｌモンキー前・後期、両方に使用
可能。
純正品番 45450-130-640

シャリィチョークワイヤー。
初期型用の短いケーブルです。
適合 CF50、70/CF50、70 K1
CF50、70 K2-2

ダックスメーターケーブル。ヘッドラ
イトステーが下がっているタイプに
使用が可能です。
適合 初期型ダックス
純正品番 44830-126-651

4Lモンキー前期型スロットルケー
ブル。キャブレター機号が052Aに
ご使用可能です。
適合 Z50J 1000001～
1028999
純正番号 17910-130-690

4Lモンキ後期型ースロットルケーブル。
キャブレター機号がPA03Aに使用
可能です。
適合 Z50J 1100000～1195595
純正番号 17910-130-640

4Lモンキーメーターケーブルです。
長さ 445mm（アウターチューブ）
適合車 Z50A/Z50Z
Z50J 1000001～1195595
純正番号 44830-130-690

フロントブレーキスイッチ付ケーブル。
適合 ST50、70(フロントフォークに
蛇腹ブーツが付いているダックス用)
純正品番 45450-126-000

ダックススロットルケーブル。
適合 エキスポート・遠心クラッチ付車
ST50、70 K2、K3(7ケタ車体番号/
クラッチ付車OK)
純正品番 17910-098-673

ホンダ純正ダックス
メーターケーブル

ホンダ純正ダックス
メーターケーブル

ホンダ純正ダックスフロントブ
レーキコンプリートスイッチ付

ホンダ純正フロント
ブレーキワイヤーＣＯＭＰ

ホンダ純正シャリィ
チョークワイヤー

ホンダ純正ダックス
メーターケーブル

ホンダ純正４Ｌモンキー
前期型スロットルケーブル

ホンダ純正４Ｌモンキー
後期型スロットルケーブル

ホンダ純正４Ｌ
メーターケーブル黒

2776 2,376円

シャリィメーターワイヤーケーブル。
ヘッドライトケースへメーターが入
る車体に使用可能です。
適合 CF50 1000002～2599988
純正品番 44830-124-900

ホンダ純正シャリィ
メーターワイヤーケーブル

ホンダ純正ダックスフロントブ
レーキコンプリートスイッチ付

ホンダ純正ダックス
スロットルケーブル



フェンダー
フェンダー

5175

5174 51775173

5176

0839 0840

1679 1680

5178

5205

初期型ダックス兜フェンダー各種

5Lモンキーフェンダー各種
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ダウンフロントフェンダー単体

φ31正立フロントフェンダー&ブラケット

倒立フェンダーブラケット

Z50Jトップブリッジへ取り付けする
場合はM6ボルトをブリッジ上から
下へ止めてください。
仕様 幅115mm

モンキー、ゴリラ用フェンダー前後
セット。ホワイトカラー。
適合 5L、FIモンキー、ゴリラ

モンキーZ50A
ミニフェンダー

1346 2,570円

モンキー＆ゴリラフェンダー
前後セットホワイト

1159 4,500円

商品ID 価格（税込）

7,600円
6,500円

5173
5174

フロント
リア

タイプ

9,100円
8,200円

5175
5176

フロント
リア

9,100円
8,200円

5177
5178

フロント
リア

1,900円5205 初期型ダックス兜フェンダー
フロント用SUS製バンド左右

サーフェイサー
サーフェイサー
クローム
クローム

クラシカルホワイト
クラシカルホワイト
ステンレス製

材質

■特長
人気のモンキー、ゴリラ用フェンダーです。 樹脂製、スチール製の2タイプを
ご用意しています。フェンダーグロメットは付属します。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400

■特長
倒立フォークの場合はフォークストロークが115mmのためタイヤとフェン
ダ―が接触する可能性が十分にあります。取り付けやカスタムの際には、扁
平タイヤを履かせるなどの工夫をしてください。
■適合フォーク
1227、1337
■仕様
フェンダーサイズ 長さ幅120×長さ330mm
ブラケット径 52mm　

商品ID タイプ 価格（税込）　

1,850円
2,570円

0367
0406

フロント
フロント

2,880円0876 リア
3,800円1604 リア
4,600円1057 フロント/リアセット
6,300円1607 フロント/リアセット

材質

プラスチック製
スチール製

プラスチック製
スチール製

プラスチック製
スチール製

■特長
モンキー＆ゴリラ用フロントダウンフェンダーです。
タイヤとフェンダーのクリアランスを最小に保ち8、10インチ問わず最適な
スタイルを演出します。
■仕様
取り付けピッチ 50mm
フェンダーサイズ 幅120×長さ330mm

■特長
フォーク長が600mmあるため、純正フェンダーの場合、タイヤとのクリアランス
が広くなってしまいます。それを解消するフェンダーがこちらのダウンフェンダー
セットです。アウターパイプの最も太い部分に付属クランプを固定してください。
■適合
1231
■仕様
フェンダーサイズ 幅120×長さ330mm
ブラケット径 52mm　

■特長
初期型ダックス兜フェンダースチール製です。本製品は台湾生産のためバリ
取りやプレス加工も納得のいくレベルです。SUS製バンド左右は純正フォー
ク対応です。純正スチール製フェンダーにもご使用いただけけます。
■適合
ST50Z、ST70Z
■取り付け時の注意事項
インナーフォークにステーが溶接されていない車体はブラケット金具が必要
です。純正品をご使用ください。インナーフォークにステーが溶接されている
車体はブラケット金具がなくても取り付け可能です。）
 

商品ID 価格（税込）　

2,980円
2,980円

0839
0840

ホワイト
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

6,700円
6,700円

1679
1680

ホワイト
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

6,700円
6,700円

1547
1548

ホワイト
ブラック

カラー

1547 1548



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

フェンダー
フェンダー

1340

398539823980

74

倒立フェンダー＆ブラケット

ダックスフェンダー各種

フロントフェンダーブラケット

エイプアルミ製リアフェンダー

モンキーアルミ製フェンダープレート

商品ID 価格（税込）　

3,500円
4,800円

1037
1546

34mm
52mm

4,800円1678 52mm

クランプ径

50mm
50mm
50mm

取付ピッチ
純正フォーク
1220・1225

1230・1231
1227・1337

適合フォーク

商品ID 価格（税込）　

4,200円3982 レッド
4,200円3985 ゴールド

4,200円3980 シルバー
サイズ

※注意レストア使用にお薦めするダックス用フェンダー前後セットです。海外からの輸入品のため、一部純正とは仕様が異なりますので、下記仕様をご
確認ください。フロントフェンダーのケーブルガイドはフェンダーの右側にあり、左ディスクブレーキ車用の設計です。純正へご使用いただく場合はス
テーの移設加工が必要となります。

■特長
モンキー、ゴリラ用フロントフェンダーとアルミ製ブラケットのセットです。ホン
ダ純正モンキー、ゴリラフロントクッション（6、12V共）にも取り付けが可能で
す。また当社のダックス用フロントフォークキットにも取り付け可能です。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400、モンキーZ50J（6V）1000001～1195595
■適合フォーク　1220、1225、1229、1400、1461

■特長
本製品はスチール製、フェンダー後方へプラスチックプレートを取り付けるた
めのボルト穴があります。フロントサスペンションへ取り付けるためのステー
が溶接されています。本体は重厚な造り、耐久性は抜群。
※フロントフェンダーは取り付けピッチ35、40mmに対応します。

■特長
アルミ製フロントフェンダーブラケットです。別販売のフェンダーと組み合わ
せれば、様々なフォークのダウンフェンダー化が可能です。1037の適合
フォークは代表製品のみ記載しています。
■適合フェンダー
0839、0840

■特長
ミニモト製バッテリーレスキットとの併用が可能です。幅広なデザインの
ため、塵、水の撥ね上げを軽減します。
リアショックとの干渉を避ける加工を施しています。
■生産国
日本

■特長
リア周りのカスタム定番製品、アルミ製フェンダープレートです。テールや
ナンバーステーと干渉する場合はショートタイプがお薦めです。プレートタ
イプのため、ロングスイングアーム装着時にタイヤとフェンダーの干渉を
防ぐことができます。日本製です。
■仕様
サイズ 355×110mm（ロング）、305×90mm（ショート）
素材 アルミ製、　表面処理 硬質アルマイト仕上げ
■適合
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400

商品ID 価格（税込）　

5,700円
5,700円

0854
0881

ホワイト
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

2,370円
2,370円

2113
5057

シルバー
ブルー

カラー

2,370円
2,370円

5058
5059

レッド
ブラック

2,570円
2,570円

1509
5050

シルバー
ブルー

2,570円5051

ショート
ショート
ショート
ショート
ロング
ロング

2,570円5052 ブラック ロング
ロング

タイプ

レッド

5,200円1340 フロント＆リア

商品ID 価格（税込）　

2,780円
2,570円

0719
0793

タイプ

フロント
リア

5362 4,500円 1828 4,600円

3,600円

3,700円

3,500円

2273 3,100円

4007 3,900円 2908 1775 5,780円

0969 4,300円 0970 0977 7,500円

1056 4,700円 0131 1428 6,700円

シャリィレッグシールド
適合 CF50/CF70
64301-124-000の互換タイプ
クラシックホワイトカラー

シャリィレッグシールド
CF50/CF70クラシックホワイト

モンキー、ゴリラのカスタムバイク向
けフロントフェンダーです。無加工で
の取り付けはできませんが、フォー
クピッチ199ｍｍのフォークに最適
です。フォーク左右に穴が2ヶ所づ
つあります。

カスタムバイクフロント
フェンダー

汎用フロントフェンダーです。
仕様
カラー ホワイト塗装仕上げ
前後ステーの取り付け穴ピッチ 75mm
フォーク左右の取り付けピッチ前ステー 155mm
フォーク左右の取り付けピッチ後ステー 175mm

レーシングタイプ
フロントフェンダー

φ３０ＮＳＲフォーク向けフェンダー
です。ＦＲＰ製ゲルコート仕上げです。
＊巾は 約147mmのため、ステー等
の準備が必要です（ステー等は付属
しません）。

ＮＳＲフォーク向けエアロ
フェンダーＦＲＰタイプ１

塗装無のABS製シャリィレッグシー
ルドです。ホワイト。
キットバイクに使用されているフェ
ンダーのアフターパーツとして使用
可能です。

シャリィレッグシールド

純正シャリィレッグシールド。ホンダ
カラーのクラシカルホワイトカラー
です。
純正部品 64301-124-000ZB

ホンダ純正シャリィ
レッグシールド

シャリィ兜フェンダーフロント単品。
メッキ仕上げです。隅に十分な処理
が施されていないため、バリがある
場合があります。お取り扱い時の怪
我にご注意ください。

シャリィ・カブトフロント
フェンダー

シャリィ兜フェンダーリア単品。メッ
キ仕上げです。隅に十分な処理が施
されていないため、バリがある場合
があります。お取り扱い時の怪我に
ご注意ください。

シャリィ・カブトリア
フェンダー

シャリィ・カブトフェンダー前後セッ
ト。メッキ仕上げです。隅に十分な処
理が施されていないため、バリがあ
る場合があります。お取り扱いには
怪我にご注意ください。

シャリィ・カブトフェンダー
前後セット

モンキー/ゴリラ用のＺ５０Ａ＆Ｚ５
０Ｊ用のフェンダー前後です。フロン
トはＺ５０Ｊにて取り付け確認がで
きましたが、リアはＺ５０Ｊには取り
付けできません。※Ａタイプは取り
付けできます。

モンキーＺ５０Ａ＆Ｚ５０Ｊ
フェンダー前後クローム

ホイールサイズを問わず、幅広くカバー
します。一般的なフェンダーに比べ、コ
ンパクトでスタイリッシュなデザイン。
モンキー・カスタム用として最適です。
十分なドロ掃け効果が期待できるアー
チ形状です。

モンキーラップリアフェン
ダーチェーンカバー装備

下地仕上げの未塗装フェンダー前
後セット。お客様による塗装を前提
にした製品です。取り付けステーが
純正とは異なる仕様です。画像にて
ご確認ください。

シャリィ・カブトフェンダー
前後セット未塗装

08810854

1509

5051

5050

5052



フェンダー
フェンダー

36973692

36963616

27032702

47054704

1342

75

エイプフェンダー

ホンダ純正4Lモンキーフェンダー

高品質スチールメッキフェンダー

モンキー Z50Z/ZK1フェンダー

ホンダ純正ダックスフェンダー

ホンダ純正モンキーフェンダー各種

■特長
カスタムされたエイプをスタイリッシュに演出するクロームフェンダーです。
前後セットはリーズナブルな価格で販売しています。
■適合
エイプ全年式

3841

3842

3844

3840

3845

3948

3847

3886

商品ID 価格（税込）　

2,930円
2,930円

1343
1344

5,300円1342

クローム
クローム
クローム

カラー

フロント
リア

フロント＆リア

タイプ

■特長
生産終了になるであろう、4Lモンキー用のフェンダーです。
■適合車 Z50J 1000001～1195595

■特長
モンキー・ゴリラ用スチール製フロントフェンダーです。
中国製と比較して台湾製のため品質が良く、全体的に優れた仕上がりです。
■備考
フロントフェンダーはスチールにφ8取り付け穴です。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400

商品ID 価格（税込）　

12,500円
14,904円

2702
2703

クローム
クローム

カラー

61100-130-690-XW
80100-130-690-XW

ホンダ純正品番

フロント
リア

タイプ

商品ID 価格（税込）　

4,100円
5,900円

4704
4705

フロント/スチール製
リア/スチール製

タイプ

商品ID 価格（税込）　

2,420円
4,072円

3842
3841

2,420円3849

2,420円3843

ホンダ純正品番

61100-165-000ZJ
61100-165-A10ZF
61100-165-000ZM

61100-165-000ZN

適合

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-５

タイプ

フロント
フロント
フロント

フロント

5,840円

2,420円

3840

3844
3,810円3845
6,000円3948
3,810円3847

61100-165-700

61100-165-000ZF
80100-165-790ZJ
80100-165-A10ZF
80100-165-790ZF

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-５

フロント

フロント
リア
リア
リア

3,810円3846

9,450円3886

80100-165-790ZN

80100-165-700

リア

リア

材質

プラスチック製
プラスチック製
プラスチック製

プラスチック製

スチール製

プラスチック製
プラスチック製
プラスチック製
プラスチック製

プラスチック製

スチール製

■特長
ホンダ純正モンキー用フェンダーを各種取り揃えています。年式によって微妙に塗装色味が異なる場合がございますので、適合をご確認の上ご注文ください。
■備考
いずれも5Lモンキーのフェンダーです。前後をご用意しています。メッキフェンダーは1種類、
ホワイトはクラシカルホワイトとソリッドホワイトがあります。シルバーはスペンサーです。

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-９
Ｚ５０Ｊ-Ｂ
Ｚ５０Ｊ-６
Ｚ５０Ｊ-９
Ｚ５０Ｊ-Ｂ

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-９
Ｚ５０Ｊ-Ｂ
Ｚ５０Ｊ-６
Ｚ５０Ｊ-９
Ｚ５０Ｊ-Ｂ

Ｚ５０Ｊ-６
Ｚ５０Ｊ-７

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-７

Ｚ５０Ｊ-４
Ｚ５０Ｊ-７

1,880円

8,400円

デザインは8～12インチにマッチす
るショート＆ワイドタイプ。
カーボンへの衝撃を和らげるグロメ
ットと段付きボルトが付属します。
純正フォークへボルトオンが可能で
す。

モンキー・ゴリラカーボン製
ワイドミニフェンダー

5165 5,500円

輸入品のフェンダーのため、仕上げ
はラフでリーズナブル。ホワイトは純
正のクラシカルホワイトではなく、一
般的なホワイトです。入荷時期によ
りわずかにメタリックが混ざってい
る仕様の場合があります。

モンキー樹脂製フロント
フェンダーホワイト

5760

輸入品のフェンダーのため、仕上げ
はラフでリーズナブル。ホワイトは純
正のクラシカルホワイトではなく、一
般的なホワイトです。入荷時期によ
りわずかにメタリックが混ざってい
る仕様の場合があります。

モンキー樹脂製
リアフェンダーホワイト

5761 2,880円

バックステップ使用時、リア足回り
のカスタム車両にお薦めするカーボ
ン製パーツ。純正8インチホイール
～カスタム車両10インチまでスタイ
リッシュなLOOKSにイメージチェン
ジ。

モンキーカーボン製
ロングフェンダープレート

4924 5,600円

10ｃｍロングスイングアーム&10
インチホイール車両への取り付けを
考慮し、リアフェンダーのカーブを
若干緩やかに設計。リアショックの
収縮時にリアフェンダーとタイヤが
干渉しにくい設計です。

モンキーカーボン製
リアフェンダーブラック

4922

カーボン製モンキー、ゴリラ用フロ
ントフェンダー。
純正形状のフェンダーで8インチ～
10インチまでスタイリッシュな
LOOKSにイメージチェンジ。

モンキーカーボン製
フロントフェンダーブラック

4919 7,800円

■特長
いずれ廃盤が予想される純正フェンダーです。
■適合
モンキー Z50Z/ZK1

価格（税込）　商品ID

10,700円
14,400円

3616
3696

フロント
リア

タイプ

61100-045-670XW
80100-045-672XW

ホンダ純正品番

■特長
いずれ廃盤が予想される純正フェンダーです。
■適合
CT70エクスポートダックス

価格（税込）　商品ID

12,200円
6,700円

3692
3697

フロント
リア

タイプ

61100-098-970XW
80100-098-670ZB

ホンダ純正品番



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

フェンダー
フェンダー

76

フェンダーロングステー

NSRフォーク用FRPフェンダー

アルミ製ダウンフェンダーブラケット

2592

2476

価格（税込）　商品ID

4,900円
5,700円

1719
2587

5,300円
5,700円

2583
2592

5,300円

4,900円

2591

1472

5,300円1538

シルバー
ブラック
ブラック
シルバー
シルバー

シルバー

シルバー

カラー

中国
日本
日本
日本
日本

日本

台湾

生産国

純正モンキー
0086・1225

0087・1224(廃盤)
1225

1224(廃盤)
APE100/HC07
APE50/AC16

1231

適合

価格（税込）　商品ID

1,440円
5,900円

3802
4008

3802 4008

ステーのみ
フェンダーセット

製品名

価格（税込）　商品ID

2,850円
2,950円

1325
2476

4～6cmロング
8～10cmロング

適合スイングアーム

■特長
ミニモトオンライン発売の表記製品に対応した、強化フェンダーブラケット。
スタビライザー効果も併せ持つ、高性能パーツです。足回りの強化にも絶対
的な信頼性があるパーツです。
左右ショックの剛性アップとダウンフェンダー取り付けが可能、純正ノーマ
ルフェンダーがボルトオンで取り付け可能です。
■注意
製品ID 1719は中国製、1538は台湾製です。

■特長
5cmロングスイングアームを取り付けした際にフェンダーを移動させるた
めのステーです。マシンを横方向から見た時に、フェンダーがタイヤとマッチ
ングするため美しく見えます。このパーツにはステンレス素材を使用して、高
強度、耐久性を確保しました。国内生産のため、高品質な仕上がりとなって
います。
■生産国
日本

■特長
4008は50mmダウンが可能なステンレス製フェンダーステーがセットで
す。10～12インチホイール装着の車体へ取り付けが可能です。
FRP製ゲルコート仕上げです。
■適合フォーク　
NSR50/80、NS-1
■ステー仕様
取り付けピッチ 65mm、取り付けピッチ 42mm
ダウンポジション 50mm、穴サイズ φ6mm、板厚 2mm

1,900円

415円

2364

51462452 5249 1,600円

４Ｌモンキーのリアフェンダーを取
り付けするためのゴム類、ボルト類
一式セット。
適合 Z50J-1000001～1195595

モンキーリアフェンダーグロメット2
ヶ入りです。高品質なＥＰＤＭ素材
を使用しました。リアフェンダーへご
使用の場合は2ヶ入りが2セット必
要です。

純正リアフェンダーゴム２個
適合 Z50J-1300000～1885477
Z50J-200000～
純正品番 80101-165-000 
２ヶ

ダックス12V AB26、前後共通とし
て取り付けできます。穴空け位置が
若干ズレていますが、取り付けには
問題ないレベルです。

ホンダ純正リアフェンダー
取り付けゴム・ボルト一式

455円

220円

2453

純正フェンダー取り付けボルト2ヶ入り
適合 Z50J-1300000～1885477
Z50J-200000～
純正品番 90113-449-000 
2ヶ

ホンダ純正
フェンダーボルト

モンキーリアフェンダー
グロメット

ホンダ純正リアフェンダー
ゴム

復刻ダックス用前後共通
フェンダー樹脂製ガード



カバー・カウル・スクリーン
カバー カウル スクリーン

2745 3914

77

5Lモンキーサイドカバー

4Lモンキーサイドカバーセット

モンキーサイドカバーセット

アルミフィンサイドカバーセット

ホンダ純正4Lモンキーサイドカバー

モンキーFRP製サイドカバー

モンキーFRP製アンダーカウル

Ｚ２形状シートテールカウルNO2271は販
売中のシートへ無加工で取り付けできませ
ん。穴の開け直しをすることで、タックロー
ルやＴＬシートへ取り付けが可能です。
カラー ホワイト
取り付け穴ピッチ 70mm

Ｚ２形状シート
サイドカバー左右

2272 3,300円

セイシェルナイトブルーカラーのサイド
カバーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-9 AB27
モンキー（FI）Z50J-B AB27
モンキー（FI）Z50J-C AB27
純正品番  83600-GFL-J40ZD

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

5826 3,974円

5,200円

3,800円

クロームメッキカラーのサイドカ
バーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-9 AB27
純正品番 83600-GFL-Y40ZA

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

5827 9,558円

細部までスチール製パーツで仕上
げられたスタイリッシュなサイドカ
バーです。YTR-4ABSバッテリー
(12Vユアサ製 等)が収まります。

ゴリラバッテリーカバー
スチール製クローム

4706 4,200円

モンキー用ＦＲＰ製５Ｌデザインノーマル
サイドカバー右側用、ゲルコート仕上げ、
モンキー、ゴリラに取り付け可、ダウンマ
フラーを取り付けの場合、右側シート下フ
リースペースに取り付け可能です。アップ
マフラー使用車へは取り付けできません。

モンキー５Ｌノーマル
サイドカバー右側ＦＲＰ製

1500

APE50,100用サイドカバー左右
セット。
内容 
APE50,100用サイドカバー左右セット
カラー クロームメッキ

エイプ５０・１００シェラウド
左右セットクローム

1341 3,100円

待望のタックロールシート専用Z２
テールカウルです。取り付けには別
途テールランプ、ウインカー移設ス
テーが必要です。

モンキーFRP製Z2
テールカウル

5331 8,750円

当製品の取り付けには加工が必要
です。穴の開け直しをすることで、タ
ックロールやＴＬシートへ取り付け
が可能です。ホワイトカラー。
取り付け穴ピッチ 42mm

Ｚ２形状シート
テールカウル

2271

純正 Bajaリアカウルプラスチック製
です。
適合 Baja
純正品番 80100-GW8-670ZB

ホンダ純正Ｂａｊａ
リアカウルプラスチック製

2857 16,500円

商品ID 価格（税込）　

4,400円
4,400円

2079
2555

83640-130-640ZC
83640-130-640ZA

ホンダ純正品番

ホワイト
イエロー

カラー

0862 0946

0950

商品ID 価格（税込）　

1,230円
1,440円

0356
0868

1,440円0869

0356 0868

27492748

0869クローム
ホワイト
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

8,000円
8,000円

2026
2267

エイプ
モンキー/ゴリラ

適合

商品ID 価格（税込）　

10,900円
12,200円

2745
3914

ゲルコート
ブラック

カラー

商品ID 価格（税込）　

2,880円
3,100円

0862
0946

620円0950

ホワイト
クローム
ステー

カラー

左右セット
左右セット
右側ステー

タイプ

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,500円

1501
1502

ホワイトゲルコート
ホワイトゲルコート

カラー

右側
左側

車体取付位置

1,540円1522 ブラックアルマイト取り付けステー

商品ID 価格（税込）　

4,900円
4,900円

2748
2749

クローム
ホワイト

カラー

■特長
5Lモンキーフレームへ取り付けが可能です。輸入品のため表面の仕上げが
荒い場合があります。シックなカラーリングを3色取扱しています。
6、12V車に適合します。
■注意
グロメットピンは差し込みされていますので、取り付け前に瞬間接着剤で外
れないように補強をしてください。

■特長
4Lモンキーフレーム用のサイドカバーです。左右セットでダウンマフラー装
着時にお薦めです。
左側カバーの取り付けに必要な金具ステーもセットです。
■適合
Z50J 1000001～1195595

■特長
樹脂製のサイドカバーセットです。右側の取り付けにはダウンマフラーへ変
更する必要があります。
■適合
5Lモンキー、ゴリラ全車
■備考
ステーは別販売のため0950をご注文ください。

■特長
人気のアルミ製フィンタイプサイドカバーです。
■適合
2026 モンキー、ゴリラ、2267 エイプ
■注意
鋳物のため表面に模様が浮き上がっていることや煤があります。生産段階の
仕上げの粗さが残る製品です。
ご使用前にバフ掛けをお薦めします。

■特長
4Lモンキーのサイドカバーです。ホンダ純正部品で旧車のレストアにお薦め
の部品です。工場にてZ50 のディカール貼り付け済み、塗装済みです。
■適合
モンキーZ50J 1000001～1195595

特長
5Lモンキー、ゴリラに取り付け可能な4Lモンキー形状のサイドカバーを
イメージした製品です。FRP製でカスタムペイントにお薦めです。
左右単品での販売です。
■取り付けについて
左、右カバーは取り付けには1522が必要となります。
片側のみの場合も1522が必ず必要です。

モンキーエンジン用に設計されたＦＲＰ製カウルです。マシンの風格を格段
にアップさせます。
■注意
取り付けマフラーやステップによっては干渉する場合があります。
■内容品
アンダーカウル本体
取り付けステー1式
取り付けボルト類1式

25552079

22672026

15011522



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

取り付けイメージ

36043603

カバー・カウル・スクリーン
カバー カウル スクリーン

78

アルミ製モンキープレーンサイドカバー

レーシングスクリーン

ミニスクリーンタイプZ

ホンダ純正ゴリラサイドカバー

価格（税込）　商品ID

4,300円
4,300円

5138
5139

4,300円
4,300円

5140
5141

シルバー
ブルー
レッド
ブラック

カラー

価格（税込）　商品ID

4,200円
4,200円

4813
4814

スモーク
ブルー

4,200円4815 レッド

カラー

価格（税込）　商品ID

5,200円
5,200円

5522
5523

スモーク
イエロー

カラー

5,200円5524 グリーン

■特長
ホンダ純正ゴリラ用バッテリーカバーです。
ホワイト、ブラックのソリッドカラーをご用意しています。

■特長
4L、5Lモンキー、ゴリラなど幅広い年式に対応します。シンプルなアルミ製プ
レートタイプのサイドカバーです。アルミ製のモンキー用サイドカバーで、純正
のバッテリーカバーと同じ方法で取り付け可能です。
こちらの製品は日本国内で生産されています。
■適合
モンキー/ゴリラ Z50J 2000001～/AB27 1000001～、モンキー/ゴリラ3.1PS Z50J 1600008～1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS Z50J 1300017～1510400、モンキーZ50J 1000001～1195595
※適合不可 インジェクション車 Z50J9～

■特長
人気のレーシングカウルです。セットに含まれるステーは日本製です。
衝撃吸収性にすぐれたウェルナット(ゴムへボルトが埋め込みされています)の
ため、走行中の振動によるスクリーンへのダメージを軽減します。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927、モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
エイプ50、100

■特長
モンキーヘッドライトステーピッチ仕様のタイプZミニスクリーンです。カウルをスタイリッシュに取
り付けでき、モンキー、エイプ専用設計のため、抜群のフィット感を実現しました。ヘッドライトボル
ト左右を使用し、スクリーンステーを固定します。 こちらの製品は日本国内で生産されています。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927、モンキー/ゴリラ2.6PS（6V）Z50J 1300017～1510400
エイプ50、100

価格（税込）　商品ID

3,700円
3,700円

3603
3604

ホワイト
ブラック

カラー

83640-165-790ZB
83640-165-790ZF

ホンダ純正品番

4,050円

3,974円

5831 4,050円 5832 5849 3,974円

5828 4,050円 5829 5830 7,236円

ブラックカラーのサイドカバーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-E AB27
純正品番 83600-GFL-Y70ZA

ブラック（くまモン）カラーのサイド
カバーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-E AB27
純正品番 83600-GFL-Y80ZA

FIモンキーのレッドカラーサイドカ
バーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-9 AB27
モンキー（FI）Z50J-B AB27
純正品番 3600-GFL-J40ZE

ブラックカラーのサイドカバーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-B AB27
純正品番 83600-GFL-Y50ZB

プラズマイエローカラーのサイドカ
バーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-C AB27
純正品番 83600-GFL-J70ZA

シルバーカラーのサイドカバーです。
適合 モンキー（FI）Z50J-C AB27
純正品番 83600-GFL-Y60ZA

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

7,614円5924 4,136円 5925 5926 11,880円

ハーベストベージュカラーのサイド
カバー。
適合 モンキー（FI）Z50JG AB27
純正品番 83600-GFL-Y90ZA

50周年記念のホワイトサイドカバー
適合 モンキー（FI）Z50JH-YD AB27
純正品番 83600-GFL-YD0ZB

50周年記念のメッキサイドカバー。
2017年に500台のみ生産された、
最終モデルのサイドカバーです。
適合 モンキー（FI）Z50JH-YE AB27
純正品番 83600-GFL-YE0

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

ホンダ純正FIモンキー
サイドカバー

2,050円

4,860円

5493 7,614円 5046 1739 2,470円

5143 10,206円 5144 3606 7,830円

5120 4,860円 5128 4,871円

純正品番FIモンキーサイドカバー
です。
純正品番 83600-GFL-YD0ZB

ホンダ純正バッテリーサイド
カバー83600-GFL-YD0ZB

モンキー、エイプレーシングスクリーン
のアフターパーツ用ステーセットです。
内容 左右ステーセット

モンキーエイプレーシング
スクリーン用ステーセット

モンキースモークスクリーンカウル。
空力カッティングでライダーへの空
気圧を軽減します。モンキーやゴリ
ラの大幅なイメージチェンジに効果
的です。スクリーンサイズ（最大部
分） Ｗ２２０ｍｍ×Ｈ１９０ｍｍ。

モンキースモークスクリーン
ヘッドライトカウル

５Lモンキー用サイドカバーです。
Z50J 6、Type1

ホンダ純正バッテリーサイド
カバー83600-GFL-Y20ZA

５Lモンキー用サイドカバーです。
Z50J 6、Z50J 7

ホンダ純正バッテリーサイド
カバー83600-GFL-J00ZB

５Lモンキー用サイドカバー。
キャブレターの最終モデル４０周年
記念カバーです。
純正品番 83600-GFL-Y30ZA

５Lモンキー用サイドカバーです。
フォトNO.3 Z50Js 
Z50J-2200001～2299999、
フォトNO.7 Z50Jy 
AB27-1000001～1099999

５Lモンキー用サイドカバーです。
すでにメーカー廃盤の製品です。
フォトNO.1　Z50J4-YD 
AB27-1400001～1499999

ホンダ純正モンキーバッテリー
カバーＬサイド４０周年記念

ホンダ純正バッテリーサイド
カバー83600-GFL-J00ZA

ホンダ純正バッテリーサイド
カバー83600-GFL-Y00ZA

※廃盤のお知らせ/レンズカラーのミラーは廃盤のためお取り扱いを終了いたしました。



カバー・カウル・スクリーン
カバー カウル スクリーン

5949

5939

5948

5938

5940
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アルミ製キャップボルトピアス

モンキーカウルマーシャルペイント  

620円

2,500円

高品質なEPDM素材を使用したグ
ロメット。モンキーのバッテリーカバ
ーの留め具、定番のフロントフォー
クエンブレムの留め具として使用可
能です。
３ヶ入り

ホンダ純正グロメットです。モン
キーのバッテリーケースカバーを取
り付けする際に使用します。
3ヶ入り 
純正番号 83551-300-000

モンキーエイプレーシングスクリー
ンのアフターパーツセット。
内容品
ウェルナットC-550L、ネジM5×20
PCワッシャーM5、以上各4ヶ入り

製品ID 5330 モンキーFRP製スーパー
ミニカウルフロント（12Vゴリラ共通）。
内容
特殊高ナットステー 2ヶ
平ワッシャーM8 4ヶ

廃盤となったブラスターカウル用取
り付け部品セット。
ロゼットやクッション、専用ステーが
セットです。

モンキーバッテリーケース
グロメット

0791 310円

ホンダ純正グロメットエ
アクリーナーケース３ヶ

2572

モンキーエイプレーシングスク
リーン用アフターパーツセット

4822 1,200円

モンキーFRP製スーパーミ
ニカウルフロント専用ステー

5355

ブラスターカウル用
取り付け部品

1756 1,850円

3269

3271

■特長
キャップボルトのヘッドに取り付けすれば、センスの良いバイクに仕上がりま
す。アルマイトでカラフルなためアクセント効果が期待です。
■入り数
10ヶ
■生産国
日本

価格（税込）　商品ID

1,540円
1,540円

3266
3267

M10ゴールド
M10レッド

サイズ/カラー

1,540円3268 M10ブルー
1,540円
1,540円

3269
3271

M8ゴールド
M8ブルー

1,340円3458 M6ゴールド

■特長
熟練の塗装職人が仕上げたスペシャルなフロントカウルです。
ヘッドライトボルト左右を使用してスクリーンステーを固定します。
衝撃吸収性にすぐれたウェルナットのため、走行中の振動によるスクリーンへの
ダメージを軽減します。
■注意
職人による手仕上げのため、ロットごと仕上がりに多少の差があります。
製品は少量生産のため、入荷までお待ちいただく場合があります。
■適合
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V）Z50J 2000001～/
AB27 1000001～1899999
モンキー/ゴリラ3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927
エイプ50、100  

商品ID 価格（税込）　

9,800円
9,800円

5938
5939

9,800円5940

マーシャルブラック×ブルー
マーシャルブラック×レッド

マーシャルブラック×ゴールド
9,800円5948 マーシャルスぺシャルゴールド

カラー

9,800円5949 マーシャルスぺシャルシルバー



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

燃料タンク
燃料タンク

1349 1355

80

5Lモンキー燃料タンク

4Lモンキー燃料タンク

Z50Aモンキー燃料タンク

4Lモンキータンクペイント済み

アルミ製モンキー燃料タンク

5Lモンキーペイントタンク

■特長
5Lモンキーフレーム用燃料タンクです。塗装済みタンクで6、12V車に取り
付けできます。専用コック、キャップが付属します。
輸入製品のため多少の錆が発生している場合があります。
■付属品
燃料キャップ、コック、キー2ヶ

■特長
燃料キャップは鍵無しタイプです。各年式のフレームに合わせ、2種類のタン
ク（4L・5L）があります。
タンクは塗装ムラがある場合があります。
■付属品
燃料キャップ、コックM12またはM16(ロットにより異なります)

■特長
Z50A型のタンクです。リア側はボルトなどで、ゴムバンドを引っ掛けるため
のフックを立ててください。
円形エンブレムマウントあり、純正エンブレムが取り付け可能です。
エンブレムは当社にて取り扱いしています。
■付属品
燃料キャップ、コック、キー2ヶ

■特長
4Lモンキータンクを5L、FIモンキーフレーム用に設計した燃料タンクです。
4Lモンキーには取り付けできません。
クラシカルホワイトに塗装を施しました。
■仕様
タンクは純正部品のボルトオンが可能です。
※キャブ車とFI車用の2タイプのタンクがあります。ご注文の際には、ご注意
ください。

4400 4403

※ブルーはメタリックカラーです。

商品ID 価格（税込）　

6,100円
6,100円

1567
1568

ホワイト
ブラック

6,100円
6,300円

1572
1570

ブルー
クローム

カラー

商品ID 価格（税込）　

6,700円
6,700円

2027

2027

2029
ホワイト
ブラック

6,700円2618 ホワイト

カラー

5Lフレーム専用
5Lフレーム専用
4Lフレーム専用

適合フレーム

商品ID 価格（税込）　

22,500円
22,500円

1479

1479

1481

■特長
アルミ製タンクです。キャブレター、インジェクション車に対応するタンクです。
表面処理はバフ掛け状態です。
４Lモンキーフレームはトンネルとの隙間スペースが狭く取り付けはお薦め
できません。
■仕様
キャップ、コックはホンダ純正部品が使用可能です。
5Lフレーム用はコックサイズがM14です。

■特長
ハーレーダビッドソンのペイントで有名なHORIZONpaintmentworksによ
る手塗りのタンクです。
個性的で独創的なカラーリングを施しています。熟練職人によるアーティス
ティックなペイントワークは芸術的な仕上がりです。芸術的なアートペイント
はソリッドペイントとは一線を画すプレミアムな仕上がりです。
■適合
5Lモンキーフレーム(6、12V)
※純正コック、キャップが使用可能です。

5Lモンキー、ゴリラ
FIモンキー

適合

商品ID 価格（税込）　

5,800円
5,800円

0897
1153

0897 1153

レッド&シルバー
シルバー

カラー

商品ID 価格（税込）　

16,800円
16,800円

4400
4403

パッション
ミステリアス

カラー

商品ID 価格（税込）　

18,000円
18,000円

1349
1351

5Ｌ
5Ｌ

19,000円
19,000円

1353
1355

FI
FI

適合

4L型
FI型
4L型
FI型

タンク形状

4678 8,000円 5442 22,500円

32,940円

34,900円

2169 44,712円

2265 45,300円 5492 3895 4,160円

1305 35,200円 1306 5431 7,900円

5Lモンキーフレーム用（キャブレ
ター車）のFIタンク形状燃料タンク。
5Lモンキーシートをゴリラシート、
又はタックロールシート（別途ス
ペーサー必要）に交換する必要あ
り。

FIモンキー燃料タンク
(キャブレター車用)ブラック

モンキーインジェクション車のタン
ク形状を再現したキャブレター車用
アルミ製タンクにZ50J1タイプの
ディカールを貼り付けしました。５L
モンキーフレーム専用タンク。

5Lモンキータンクキャブレター車
用Z50J1バニラホワイトタイプ

ホンダ純正燃料ゴリラ
タンクイエローNO.5

6、12Ｖ 5Ｌ車フレーム取り付け燃
料タンク、タンクキャップは純正品番
タンクキャップ6V・12V用使用可
（AB27用使用不可）、燃料コックは
純正品番  AB27タンク用使用可能

HORIZON paintmentworks
燃料タンクＭＩＮＩＭＯＴＯブルー

純正インジェクション車用燃料タンク
モンキー50周年アニバーサリータンク
純正品番 17500-GFL-YD0ZA

ホンダ純正モンキー燃料
タンク50周年記念

未塗装の下地処理済みタンク。お好
みの塗装をされるお客様向けのタ
ンクです。
ホンダモンキーのキャップ、コックが
使用可能です。

純正ゴリラ燃料タンク
フォトNO.5イエロー、
純正品番 17500-GEF-720ZA

スチールタンク未塗装
（純正キャップ用）

純正燃料タンク、
Ｚ５０Ｊ７ クラシカルホワイト（ＮＨ-
３８８）、フォトＮＯ.１０
純正品番 17500-GFL-J00ZA

ホンダ純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ-７

純正燃料タンク、
Ｚ５０Ｊ４　シャスタホワイト（ＮＨ-
１３８）、フォトＮＯ.１
純正品番 17500-GFL-Y00ZA

ホンダ純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ-４

本製品は輸入品タンクです。BAJA
タンクはモンキーフレームのタンク
後方取り付けマウント位置は数セン
チ前よりの設計です。そのためモン
キーフレームの場合は後方部のマウ
ント位置変更が必要です。

モンキーBAJA（バハ）
燃料タンクセット

31,500円1303 32,832円 3848 1304 35,300円

純正燃料タンク、Ｚ５０Ｊ４　
ブラック（ＮＨ-1）、フォトＮＯ.２
純正品番 17500-GFL-000ZA

ホンダ純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ４-７Ｊ NO.2 

純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ９－ＹＡ 
モンツァレッド（Ｒ-１１０）
純正品番 17500-GFL-Y40ZA

ホンダ純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ９-ＹＡ

純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ５　プレアディスシルバーメ
タリック-Ｕ（ＮＨ-１０４Ｍ-Ｕ）、
フォトＮＯ.４
純正品番 17500-GFL-Y10ZA

ホンダ純正燃料タンク
Ｚ５０Ｊ-５



燃料タンク
燃料タンク

1207

81

エイプ燃料タンク

タンクマウントゴムフロント側

モンキースポーツスター燃料タンク

アルミ製サブタンク　　　　　

ゴリラ燃料タンク

商品ID 価格（税込）　

260円
950円

5L、FIモンキー、ゴリラ、エイプ
Z50M、Z50Z/A、4Lモンキー

1894

3850

2366
600円Z50M、Z5Z/A、4Lモンキー3850

適合

商品ID 価格（税込）　

7,100円
7,100円

2737
2738

7,400円2914

2737 2738 2914ホワイト
ブラック
クローム

カラー

商品ID 価格（税込）　

8,600円
8,600円

1165
1207

8,100円0841

ダックス
モンキー
ダックス

10,300円2596 シャリィ

適合

商品ID 価格（税込）　

8,200円
8,200円

0625
0626

ホワイト
ブラック

8,200円
9,500円

0720
1734

0625 0626 0720 1734

シルバー
クローム

カラー

6,400円
6,400円

1576
1577

ブラック
ホワイト

7,100円
6,400円

1581
1582

クローム
レッド

商品ID 価格（税込）　
6,400円1575 15761577 1581 15821575シルバー

カラー

■特長
エイプ燃料タンクです。モノトーンなカラー4色をラインナップしています。
キャブレター車のフレームに取り付けが可能です。
■適合
エイプ50,100 キャブレター車
■付属品
燃料キャップ、コック、キー2ヶ

■特長
スポーツスタータンクです。モンキーフレームのタンクマウントへ取り付けが
可能です。
5Lモンキー向け3cmロングフレーム専用設計です。純正フレームへ取り付
けした場合、ハンドル周りと干渉します。
■仕様
容量 ６L
■付属品
キャップ、コック付属、キー2ヶ

■特長
タンク容量が1.5Lほどあり、補助的なタンクとしてご使用いただけまます。タ
ンクはアルミ製バフ仕上げです。特にダックスのように約2.5Lほどの小タン
ク容量の場合、このサブタンクをセットすることで長距離ライドで効果を発揮
します。
■内容
キャップ、ホース、タイラップ、取り付けボルトが付属します。
2596はステンレス製ステーが付属します。

■特長
ゴリラ燃料タンクです。全5色をラインナップしています。
6、12Vでご使用可能です。
■付属品
燃料キャップ、コック、キー2ヶ

■特長
モンキーフレーム前側マウントクッションゴムです。
2366はホンダ純正品番17611-045-670です。
その他は当社オリジナル製品です。
■入り数
2ヶ

600円

2,800円

8,700円

細密バスケットフィルターの使用で
ろ過能力をアップしています。
仕様
ホース内径φ4.5～5.0mm
サイズ最大L55×最大φ18×フィル
ター部L27mm

細密バスケットガソリン
フィルター仕様

5326 550円

ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中
間性能タイプです。
仕様
ホース内径φ6mm
サイズ最大L60×最大φ21×フィル
ター部L32mm

メタルファイバーガソリン
フィルター仕様

5327

モンキー、ゴリラのタンクマウントク
ッションセットです。リア側取り付け
ボルト、ナットは付属しません。
適合
モンキー、ゴリラ、エイプ

ダックスのフレーム、シート左側へ
取り付けするサブタンクです。アルミ
製でスタイリッシュな筒形コンパク
トサイズです。サブタンク装着時に起
こりやすい、ガソリン逆流防止のコ
ック付タイプです。

スーパーカブ、リトルカブ（いずれも
キャブレター車）専用のコック＆
ホーン取付けステーセット。レッグ
シールドの加工なしにPC20キャブ
レターとコック＆ホーン取り付けス
テーが取り付け可能。

オイル内の不純物を除去するオイル
フィルター。ステンレスフィルターを
標準装備。オーバーホールが可能
なタイプです。
サイズ 縦 80×φ28mm
ステンレス製フィルタータイプ

5Lモンキーフレーム（6Vもしくは12Vいずれも
対応）の無加工で取り付けが可能です。ポリッ
シュ仕上げのため、コンパウンドで磨けば輝き
が復活します。キャップ、コックが付属します。
仕様　タンク容量 4L、
タンクサイズ L265×W150×H120mm

シート下へ取り付けできるコンパク
トなアルミ製サブタンクです。
仕様
容量 約700ml
ホース取り付け口径 φ8mm
キャップ付き

ダックスのフレーム、シート右側(サ
イドグリップ穴を使用)へ取り付けす
るサブタンクです。アルミ製でスタイ
リッシュな筒形コンパクトサイズで
す。

モンキー燃料タンクマウント
クッションセット

0725 390円

ダックスコンパクトフュー
エルサブタンク1000cc

5539 9,600円

カブ用コック＆ホーン取付け
ステーセット(コック付属）

5333

オイルフィルターφ6mm
ホース用

2711 310円

モンキーアルミ製ファット
燃料タンク

0400 9,900円

シャリィアルミ製燃料
サブタンク

2444

ダックスコンパクトフュー
エルサブタンク1100cc

5617 9,600円

680円

875円

ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間
性能タイプガソリンフィルターです。
仕様
ホース内径φ6～6.5mm
サイズ最大L56×最大φ21×フィル
ター部L34mm

メタルファイバーガソリン
フィルター仕様

5325 600円

ダックス用ホンダ純正ガソリンタン
ク止めゴム四角です。
適合 ダックス6V車(ST初期)鉄タンク用

ダックス用ガソリンタンク
止めゴム四角

5435

ホンダ純正モンキー後ろゴム一式
です。ホンダ純正部品のセット、取り
付けボルト付属。
適合 モンキー、ゴリラ、エイプ

ホンダ純正モンキー
後ろゴム一式

2383 502円

オイル内の不純物を除去するオイル
フィルター。ステンレスフィルターを
標準装備。オーバーホールが可能
なタイプです。
サイズ 縦 80×φ28mm
ステンレス製フィルタータイプ

オイルフィルターφ6mm
ホース用

2713

ステンメッシュの採用で流量及び耐久
性を重視したガソリンフィルターです。
仕様
ホース内径φ6～6.5mm
サイズ最大L56×最大φ21×フィル
ター部L34mm

ステンレスメッシュガソリン
フィルター仕様

5324 600 円



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

燃料タンク
燃料タンク

225422552218

21682167
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ホンダ純正Z50Aタンク部品

モンキービックフロー燃料コックφ8ホース

ホンダ純正ダックスタンク部品

ホンダ純正モンキーコック

ダックスタンク

 

ホンダ用コック

ホンダ純正燃料ホース1000mm

カラーガソリン強化ホース

ガソリンホース

商品ID 価格（税込）　

980円
1,290円

17613-045-000
17670-045-670

2167
2168

適合エンジン

2250

商品ID 価格（税込）　

1,290円
775円

2218
2254

620円2255

リット鉄
ゴム四角
パットゴム

部品名

初期型(6V車・鉄タンク)
初期型(6V車・鉄タンク)
初期型(6V車・鉄タンク)

適合

商品ID 価格（税込）　

4,900円0648

11,500円2250

～6V ST50-6300000
1２Ｖ ST50S AB26-1000001～

～6V ST50-6300000
7,800円2821 1２Ｖ ST50S AB26-1000001～

タイプ

社外品

17500-098-030
17500-126-851

ホンダ純正品番 ■特長
ダックス用スチール製燃料タンクです。6、12V用があります。
■備考
0648はタンク止めゴム一式と止めリット、キャップがセットです。
他はタンク単品での販売です。

■特長
各年式やタンク周りの仕様に合わせて取付けタイ
プを選択ください。4Lモンキーと5Lモンキーでは
ねじサイズが異なります。
■注意
コックを取り付けする際は素手でナットを
廻してください。工具を使用
するとパッキンを破損
する恐れがあります。

■特長
ホンダ純正Z50Aタンクをフレームへ固定する部品です。

■特長
燃料コックをビックフロー化にすることで燃料供給が安定します。
燃料供給不足を改善しビックキャブレターの性能を引き出します。
■製品の詳細
通路径が純正3mm→モンキービックフロー燃料コック5mmへ拡大されます。
■内容品
ホース、バンド2ヶ(ホースは画像と異なる場合があります)

■特長   
ホンダ純正のスチール製タンク部品です。
■適合
ダックス

商品ID 価格（税込）　

2,870円
2,690円

1295
3200

5Lモンキー/ゴリラ
5Lモンキー/ゴリラ

2,680円2211 4Lモンキー Z50A/Z50Z

タイプ

16950-065-922
16950-163-035
16950-045-005

ホンダ純正品番

商品ID 価格（税込）　

1,800円
1,800円

4529
4530

M12×P/T1.0mm
M14×P/T1.0mm

1,800円4531 M16×P/T1.5mm

ネジサイズ

4Lモンキー/A型/Z型
5Lモンキー/エイプ

XRモタード/海外生産タンク

適合

■特長
ホンダ純正タンクへ取り付けが可能なコックをご用意しています。
接続ホースは内径4～5mmをご使用ください。
■仕様
ホースの取り付け向きはL型方向です。
リザーブ切り替えがあります。

■特長
ホンダ純正モンキー、ダックス用の燃料ホースです。
純正のホースはブラックのゴム材質です。
■仕様
モンキー、ゴリラ 内径φ5mm
ダックス、シャリィ内径φ6mm

■特長
外径φ8mmのため衝撃に強い強化ガソリンホースです。
ホンダ純正モンキーコックに対応します。
■仕様
ホースサイズ
外径φ8×内径φ5mm、長さ300mm

商品ID 価格（税込）　

210円
415円

1269
1270

4mm
4mm

230円
455円

2694
2695

5mm
5mm

サイズ内径φ

200mm
400mm
200mm
400mm

長さ

商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2341
1788

M12/ピッチ1.0mm
M14/ピッチ1.0mm

1,030円0813 Ｍ16×P/T1.5mm

ネジサイズ

4Lモンキー
5Lモンキー
キットバイク

適合

商品ID 価格（税込）　

620円
825円

1294
1491

4.5mm
5.5mm

内径φ

95001-4500160M
95001-5500160Ｍ

ホンダ純正品番

商品ID 価格（税込）　

415円
415円

3170
3171

3170 3171

蛍光イエロー
オレンジ

カラー

■特長
汎用のガソリンホースで経年劣化でも硬くなりにくい素材を使用しています。
柔軟性がありバイク用ホースとして最適です。
■生産国
日本

1295 32002211

0900 10,100円 0403 4,900円 5183 250円

ホンダ・マグナ５０燃料タンク。
カラー ブラック
付属品 スピードメーター（アナログ
速度計１２０ｋｍ/ｈ、アナログ積算
距離計）、タンクキャップ、イグニッシ
ョンキー、コック、メーターケーブル

マグナ５０燃料タンク＆
スピードメーターブラック

ホンダのオフロードミニバイクCRF
燃料タンク。セットにはアルミ製
CNCキャップ（ブリーザー付き）が
含まれます。
コックOn⇔Offの切換タイプ

CRF系燃料タンク＆
アルミキャップ

ホンダ純正モンキーコックパッキン
です。劣化時の交換にお薦めです。
5Lモンキー、ゴリラへ使用可能です。
純正品番 16958-GT4-004

ホンダ純正モンキー・ゴリラ
コックガスケット



燃料タンク
燃料タンク

594759465945

59445943

83

メタルファイバーガソリンフィルター

モンキー燃料タンクマーシャルペイント  

980円

1,030円

1,030円

3,000円

キットバイク用シャリィ型燃料タン
クに装備されているコック用パッキ
ンです。
パネル型、リング型がセットです。
ホンダ純正のアフターパーツには使
用不可です。

ホンダFIモンキーフューエルセンサー
M18をコックM16へ変換させるため
の、アルミ製コックアダプターです。
仕様
アルミ製削り出し
対応コックネジM16/ピッチ1.5mm

ダックス、シャリィなどホース内径φ
5.5mmに対応。ホースサイズが合
えば、スクーター、サブタンクなどの
小型排気量バイクお薦めです。
仕様 ON/OFF切り替え

ダックス、シャリィなどホース内径φ
5.5mmに対応。ホースサイズが合
えば、スクーター、サブタンクなどの
小型排気量バイクお薦めです。
仕様 
ON/OFF/リザーブ、内径Φ3.0mm

サブタンクを取り付け時メインタンクの燃料
ライン(リザーブライン)に栓をするためのパー
ツ。サブタンクのホースラインをキャブレター
本体（条件：コック付きキャブレター。コックに
リザーブがあること。）へ接続可能です。
内径φ5mmホース用

ON・OFF切り替え仕様（予備タン
ク切り替えはありません）、ゴムパッ
キン付
純正品番 CF50-2700007～

M14/P/T1.0mm仕様の燃料コッ
クで下向きホースラインです。
ホースサイズ 内径Φ4.5mm
適合 5モンキー、ゴリラ、エイプ、CD50

ホンダSS50/CL50/CS50/CS65
タンク用コックです。
互換純正品番 16950-028-010
適合 ホンダSS50/CL50/CS50/CS65/CS90
中期～/CL90中期～

モンキービックフロー燃料コック用の
パッキン。コックネジ径M12、14、16
サイズ共通パッキンです。
アフターパーツとしてご使用ください。
外径φ15.6×内径φ8.7×厚み
2.4mm

純正シャリィ燃料コックです。Oリン
グパッキンが付属。
適合 CF50 1000002～2599988
純正品番 16950-124-015

純正６Ｖシャリィガソリンコックレ
バーと止めネジ付き。
適合 CF50 1000002-2599988
純正品番 16963-124-010
93700-040161A

キットバイク用シャリィ型
燃料タンクコック用パッキン

5340 720円

FIモンキー燃料センサーネジ
をコックに変換するアダプター

2134

ガソリンコックインライン
タイプ

2523 1,030円

ガソリンコック３Ｗａｙ
タイプ

2524

ダックスシャリィ
燃料ホース用燃料止め栓

ホンダ純正シャリィコック 
リザーブ無し

5000 2,560円

モンキー/エイプ/CD50
燃料コック下向きライン

5370

ホンダSS50/CL50/CS50/CS65
コックCL50/CS50/CS65コック

5371 2,500円

4144 350円

シャリィフレーム専用に開発した日
本製ブラケットと耐久性に優れた
3Wayコックがパッケージになりま
した。サブタンクの分岐に使用しや
すいように、内径φ5.5mmホース対
応です。

シャリィ用３Ｗａｙコック
取り付けブラケットセット

2666 2,060円

モンキービックフロー
燃料コックパッキン

5207 260円

ホンダ純正シャリィ
燃料コックＡｓｓｙ

2775

ホンダ純正６Ｖシャリィガソリン
コックレバーと止めネジ付き

2257 1,030円

価格（税込）　商品ID

600円
600円

5738
5739

内径φ6mm
内径φ8mm

適合ホース

90度曲がり
90度曲がり

タイプ

2,570円

6,700円

FIモンキーフューエルリザーブセンサー。
取り付け時に必要なパッキンが付属します。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 37810-MFE-641

ホンダ純正FIモンキー
フューエルリザーブセンサー

5825 4,557円

シャリィ燃料コックです。切り替えレバー
はホンダ純正部品が取り付け可能です。
仕様
ON/OFF/リザーブ切り替え式
ゴムパッキン付き
適合 CF50-2700007～

FIモンキーフューエルフィード。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合
します。
純正品番 17570-GFL-J41

FIモンキーフューエルポンプASSY。
適合モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合
します。純正品番 16700-GFL-J42

モンキーフレームのシート右側へ取り付
けするサブタンクです。アルミ製でスタイ
リッシュな筒形コンパクトサイズです。
タンク筒状寸法 W195×φ95mm
取り付けポジション モンキー、ゴリラフ
レーム右側

モンキーフレームのシート右側へ取り
付けするオイルキャッチタンクです。
アルミ製でボリューム感がある筒形
形状のオイルキャッチタンクです。
タンク筒状寸法 W155×φ95mm
取り付けピッチ 27mm/M8

シャリィ燃料コックAssyです。
純正コックとは異なり、ホース接続
口が下向きです。切り替えレバーは
純正部品が取り付け可能です。
適合 CF50 1000002～2599988 6V

シャリィ燃料コックAssy
純正互換タイプ

5717 1,450円

ホンダ純正FIモンキー
フューエルフィード

5823

ホンダ純正FIモンキー
フューエルポンプASSY

5824 20,736円

モンキーコンパクトフューエ
ルサブタンク1100cc右用

5690 9,600円

モンキーファットオイル
キャッチタンク右側用

5691

シャリィ燃料コックAssy
互換性品番6950-124-015

5716 1,650円

■特長
ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間性能タイプのガソリンフィルターです。
90度曲がり仕様は省スペースでも取り付けができるため、お薦めです。
■仕様
90度曲がりタイプ
取り付けホース 内径φ6mm(IN、OUT共に同じ)
サイズ 高さL37.5×
最大φ30.5×フィルター長さL34.0mm(ホース接続部は除く)

■特長
熟練の塗装職人が仕上げたスペシャルな5Lモンキー燃料タンクです。
日本国内のタンク、ヘルメットのペイント専門メーカーで仕上げています。
4miniでも人気のマーシャルのトレードマークのペイントです。
■製品詳細
ホンダ純正燃料キャップ、コックM14がご使用可能です。
■注意
輸入タンクを使用しているため、タンク内部にわずかな錆が発生している
ことがあります。
職人による手仕上げのため、ロットごと仕上がりに多少の差があります。
製品は少量生産のため、入荷までお待ちいただく場合があります。
■適合
モンキー（12V）Z50J 2000001～/
AB27 1000001～1899999
モンキー3.1PS（6V）Z50J 1600008～1805927  

商品ID 価格（税込）　

16,800円
16,800円

5943
5944

16,800円5945

ブラック×ブルー
ブラック×レッド

ブラック×ゴールド
16,800円5946 スぺシャルシルバー

カラー

16,800円5947 タンクスぺシャルゴールド
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燃料タンク・燃料キャップ
燃料タンク タンクキャップ

84

鍵なしキャップ

アルミCNC燃料キャップ

高性能燃料フィルターガラス×クローム

ホンダ純正燃料キャップパッキン  

310円

1,540円

5,360円

4,100円

1,080円

1,540円

5363 1,550円

5060

5662 850円

5664 5665 1,970円

2376 1,015円

5663 850円3830

2942 2952 724円

2210 2,160円 2956 1674 980円

1292 4,350円 2696 1753 1,540円

ダックスなどのキー無キャップをキ
ー付きにするためのキャップです。
４Lモンキー、５Lモンキー、ダックス、
シャリィ、カブなど様々な車種へ使用
可能です。

当社発売のタンクキャップ専用パッ
キン。パッキンサイズをご確認の上
ご注文ください。
サイズ 外径φ54.5×内径φ
33.0×H10.3mm
社外燃料キャップ専用

ゴリラ燃料タンク用のキャップ。キー
はなく、キャップを捻り開け、閉めし
ます。
適合12Vゴリラ
※モンキーは使用不可。

ゴリラ燃料タンク用のキャップです。
鍵ありタイプでキャップを捻り、開け
閉めします。操作は純正の12Vゴリ
ラと同じです。
適合 12Vゴリラ

ゴリラ燃料タンク用のキャップ。鍵あ
りタイプでキャップ本体をタンクへ
ワンプッシュさせて施錠、キーを回
すと解錠となります。操作がとても
楽に行えるキャップ。
適合 12Vゴリラ

純正ダックスプラスチック製燃料キ
ャップです。
適合 STダックス6V初期型
純正品番 17620-098-010

純正ＦＩモンキーキャップ。
１２Ｖ電源、モンキー（ＦＩ） Z50J9 
AB27-1900001～
純正品番 17620-GFL-J41

薄型形状の燃料キャップです。
適合 シャリィ CF50-1/K1/K2
シャリィ CF70-1/K1/K2
カブ C50/C70/C90
互換品番 17620-041-000

純正鍵付き燃料キャップです。
適合 ゴリラ（12V） Z50J-2000001
～/AB27-1000001～
純正品番 17620-402-732

純正シャリィ燃料キャップ（鍵無しタ
イプ）です。
生産国が日本製からタイ製へ変更とな
っています。デザインが一部変更あり。
純正品番 17620-KEV-900

純正スライドレバー式キャップです。
適合 Z50J-1000001～1195595
Z50A/Z50Z、ダックス6V車
純正品番 17620-165-642

純正GASロゴ入り燃料キャップです。
適合 Z50J-1000001～1195595
Z50A/Z50Z、ダックス6V車
純正品番 17620-102-730

純正燃料キャップ。鍵なしのシンプ
ルなデザインです。
適合 ゴリラ全般
純正品番 17620-402-010

純正タンクキャップ、５Ｌモンキー前年式対
応タンクキャップ、スペアキー１本付属。
注意：モンキー（ＦＩ） Z50J9 
AB27-1900001～へは取り付けできません。
またゴリラ全年式へも取り付けできません。
純正品番 17620-181-923

純正モンキー燃料タンクキャップの
代用として使用可能です。
適合 5Lモンキー

発売中の社外品モンキー、ゴリラ燃
料タンクキャップ専用品です。
注意 純正タンクには使用出来ませ
ん。

燃料キャップ鍵付きモン
キー/ダックス/カブ

モンキー燃料キャップ交換用
パッキン（指定品番・専用部品）

310円5935

当社発売のタンクキャップ専用パッ
キン。パッキンサイズをご確認の上
ご注文ください。
サイズ 外径φ43×内径φ
28×H2.5mm
社外燃料キャップ専用

モンキー燃料キャップ交換用
パッキン（指定品番・専用部品）

ゴリラ燃料キャップキー
なしタイプ

ゴリラ燃料キャップ鍵あり
捻りタイプ

ゴリラ燃料キャップ鍵あり
ワンプッシュタイプ

ホンダ純正ダックスプラス
チックタンクキャップ

ホンダ純正ＦＩモンキー
キャップ

シャリィ燃料キャップ薄型タイ
プC50/C70/C90

ホンダ純正ゴリラタンク用
燃料キャップ１２Ｖ用鍵付き

ホンダ純正シャリィ燃料
キャップ

ホンダ純正モンキーダック
スタンクキャップ

ホンダ純正ＧＡＳロゴ
COMPサブタンク

ホンダ純正ゴリラタンク用
燃料キャップ

ホンダ純正Ｚ５０Ｊモンキー
１２Ｖタンクキャップキー付

モンキー燃料タンク
キャップ純正互換

モンキー燃料タンク
キャップ＆キー２本セット

商品ID

商品ID

価格（税込）　

1,130円
1,230円

ダックス/シャリィ
モンキー4L/A/Z

1447
2101

適合

価格（税込）　

1,750円
1,750円

レッド
グレー

2403
2406

カラー

2213

■特長
モンキー、ダックスなどに取り付けが可能なキャップです。
鍵なしのシンプルなタイプです。
■注意
ダックスのプラスチックタンクには取り付けできません。

■特長
アルミ製CNC加工を施した燃料キャップ。
斬新な六角ナットデザインの燃料タンクキャップです。
鍵なしでシンプルなデザインを採用しています。
■仕様　重量 85g
■適合　モンキー、ダックス（FIモンキーは適合不可です）

商品ID 価格（税込）　

1,680円
1,680円

φ6mm
φ8mm

5972
5973

適合ホース内径

■特長
状況を一目で判断できるクリア強化ガラスのため、メンテナンス時期を適
時に知ることができます。優れたろ過性能を発揮するマイクロフィルターを
採用しました。金属性ボディにより、丈夫で優れた耐久性を発揮します。
分解が可能な構造でフィルター部の清掃が行えます。
■適合
汎用タイプ
■製品仕様
製品寸法 長さ88×幅φ28mm

■特長
ホンダ純正燃料キャップパッキンです。経年劣化でひび割れした
パッキンをご使用すると、燃料漏れの原因となります。
定期的なパッキン交換をお薦めします。

商品ID 価格（税込）　

240円
240円

2213
2261

355円2673

Z50J-1000001～1195595、Z50A/Z50Z、ダックス6V(鉄タンク)
6Vゴリラ

ダックス鉄タンク、C70k1-diii（カブ）
385円2767 12Vゴリラ

適合

375円3889 2Vモンキー ※FIモンキーは使用不可

17631-096-7010
17631-329-003
17512-086-010
17632-176-771

ホンダ純正品番

17632-383-831

5973



シート
シート

0701 2243

85

4Lモンキーシート

モンキーローダウンタックロールシート

モンキーZ50A,Z型シート
■特長
リーズナブルの輸入シートとホンダ純正シートです。
いずれもZ50A、Zに取り付けが可能です。

ゴリラノーマルシート
■特長
シートはノーマル形状シートです。リーズナブルな輸入製品です。
カラーは2色をラインナップしています。

5,000円

19,500円

タンデムベルト、モールなど当時の
シートを再現。純正シートよりも深
いあんこ抜き加工を施しています。
シート後方のコーナー部分のモー
ル曲げが歪な部分があります。

ダックス用ローダウンタックロール
シート。シート中央部分のアンコ抜
きを施し、シート高を抑えたデザイ
ン。弊社、他商品と比較してシート高
が低くなっております。ダックスに使
用できる取り付けステーとボルトが
付属します。

社外品ダックスホンダＳＴシリーズ
タイプシートです。シート裏にはダッ
クスフレームへの取り付けブラケッ
トが付属しております。シート側面
は鋲打ちのクラシカルなスタイルの
シートです。

キットバイクのシャリィフレーム専用
シート。
ホンダシャリィ（CF型）へは使用で
きません。輸入型のシャリィフレーム
用に設計された専用シートです。

GROMシートはお尻を置くポジション
が深く凹んでいるため、走行して間もな
くお尻が痛くなります。これを緩和すべく
低反発素材を入れます。約60mmほど
シート高が上がります。アルカンターラ
生地20種類からご選択が可能です。

Ｑ５０シート張り替え工賃です。アル
カンターラ生地２０種類からご選択
が可能です。画像のカラーは紺色です
が、モニターによっては実際のカラー
と見栄えが異なる場合があります。
※ホンダロゴ入れはお受付できません。

CUB(カブ)シートの張り替え工賃で
す。ハンターカブCT110の張替えも
行います。仕上がりは素晴らしく、職
人が手作業にて完璧な作業を行い
ます。

シャリィあんこ抜きフラット
シート

3076 9,900円

初期型ダックス用のフラット型シー
ト。刺繍によるタックロールです。
適合 初期型ダックス ST50/70
※AB26、アメリカンダックスは取り
付け不可。

初期型ダックスシート

5959 5,680円

ダックスローダウンシート

2447 5,000円

ダックスノーマルシート

0650

キットバイクシャリィフレー
ム専用シート

0971 5,300円

ＧＲＯＭシート低反発加工＆
アルカンターラ単色張り替え工賃

4207 27,000円

ＱＲ５０シートアルカンターラ
単色張り替え工賃

4208

CUB/CT110シート張り
替え工賃

6150 19,800円

商品ID 価格（税込）　

6,200円
6,200円

ブラック×ブラック
ブラック×ホワイト

2619
5053

6,200円
6,200円

ブラック×レッド
ブラック×ブルー

5054
5055

6,200円ブラック×イエロー5056

2619

5053 5054

5055 5056

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,900円
4,900円

5L
5L

1919

1919

2440

2440

4,900円
4,900円

5L
5L

2441

2441

8,200円
8,200円

4L
4L

3959
3960

8,200円4L3961

2442

2442

8,200円4L3958

適合

黒×黄
黒×赤
黒×青
黒×白

黒×赤
黒×青
黒×白

黒×黄

カラー

商品ID 価格（税込）　

4,500円
28,100円

社外品
77100-045-671A

0701
2243

ホンダ純正品番

社外品
Z50A・Z

適合

商品ID 価格（税込）　

4,500円
4,500円

0114
0837

0114 0837

ブラック
ブラウン

カラー

■特長
カラーパイピング仕様のZ50J初期型タイプシートです。
純正スタイルを崩さない、スタンダードなフォームクッション材を使用して
います。シート裏鉄板には段付きプレス加工を設け、強度と耐久性をアップ
しました。シートは4、5Lモンキーフレームに取り付け可能な共通ステー設
計です。左右各5ヶの鋲がクラシックでモダンなイメージを演出します。
■仕様
サイズ L365×W215×H207mm
適合フレーム 4L、5Lモンキーフレーム専用
※フレームにスペーサー（ご用意
ください）を入れることで5Lフ
レームにも取り付けが可能です。

■特長
ＴＬシート中央部分のアンコ抜きを施し、シート高を抑えたデザインです。
各年代のモンキーに使用できる取り付けステーとボルトが付属します。
※ゴリラへ取り付けの場合には5L用をご注文いただき、ゴリラ用カラー
1831も併せてご購入ください。
■4Lモンキーについて
4Lモンキーシートは日本製ステーが付属します。
スチール製ステーはブラックメッキ塗装を施し、耐久性があり錆に強い仕上
がりです。
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シート
シート

86

25,920円

29,160円

28,200円

27,120円

25,920円

25,920円

25,920円

6200 25,920円 6201 6202 25,920円

6117 25,920円 6118 6119 29,160円

6114 28,200 円 6115 6116 29,760円

6111 25,920円 6112 6113 29,160円

6107 25,920円 6108 6109 27,120円

6104 30,840円 6105 6106 25,920円

6100 26,520円 6101 6102 27,120円

シート面 エナメルホワイト、
側面 エナメルホワイト、 
パイピング ラメ入りパープル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

キットバイクNO17用
ローダウンシート

6110 24,120円

シート面 ブラック荒肌生地
側面 ブラック荒肌生地
パイピング グリーン
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

キットバイクNO17用
ローダウンシート

シート面 エナメルホワイト、
側面 エナメルホワイト、
パイピング エナメルゴールド
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

キットバイクNO17用
ローダウンシート

パターン 座面中央部ダイヤ模様、
シート面 ブラウンレザー調、
パイピング 濃いブラウンレザー調
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 全面ダイヤ目ブラックレ
ザー調生地
側面部 ブラックレザー調生地
パイピング レッドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 センターダイヤ目/エナメ
ルホワイト
側面部 エナメルホワイト
パイピング エナメル銀
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 センターダイヤ目/エナメ
ルホワイト、
側面部 エナメルホワイト、
パイピング エナメル/ラメ入り/
グリーン

シート面 センターダイヤ目/エナメル
ホワイト
側面部 エナメルホワイト
パイピング エナメル銀
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工していま
す。カラーオーダー可能。

シート面 全面ダイヤ目パールホワ
イト表皮
側面部 全面パールホワイト表皮
パイピング 青エナメル・ラメ入り
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤ目ホワイトレ
ザー調生地・刺繍
側面部 ホワイトレザー調生地
パイピング オレンジエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックレザー調、
側面部 ブラックレザー調、
パイピング ブラックレザー調
技術の優れた熟練職人により、国
内工場にて重要な座面を加工し
ています。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、
パイピング ブラック表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤホワイト艶あり
表皮、
側面部 ホワイト艶あり表皮、
パイピング 紫エナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ブラックメッシュ、側面部 
ブラックメッシュ、パイピング ライト
グリーン
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラック、
側面部 ブラック、
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、 
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国
内工場にて重要な座面を加工して
います。カラーオーダー可能。

シート面 蛇柄、
側面部 パールホワイトエナメル、
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング レッドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックレザー調、
側面部 ブラックレザー調、
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブラック表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング レッドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

キットバイクNO17用
ローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート

シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート シャリィローダウンシート
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シート面 ブラックメッシュ、
後方部 ブラックレザー、
パイピング エナメルブルー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9077 19,080円

シート面 アルカンターラブラック、シ
ート面ステッチ　レッド、
後方部 アルカンターラブラック
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9078 22,800円

19,080円

19,080円

19,080円

19,080円

19,080円

19,080円

19,080円

19,080円

21,000円

シート面 アルカンターラブラック、
シート面ステッチシルバー（ダイヤ目）、
後方部 アルカンターラブラック
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。　

モンキーローダウンタック
ロールシート

9079 29,640円

シート面 ブラックレザー、
後方部 ヒョウ柄、
パイピング レッドレザー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9074 19,080円

シート面 ブラックレザー、
後方部 オーストリッチ、
パイピング シルバーレザー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9075

シート面 蛇柄、
後方部 ブラックメッシュ、
パイピング 蛇柄
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9076 21,000円

シート面 ブラックレザー、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ブラックレザー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9071 19,080円

シート面 ホワイトエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング 紺エナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9072

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング レッドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9073 19,080円

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
前パイピング ブラックエナメル、
後パイピング ゴールドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリラは別販売の
専用カラーを使用することで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9068 19,080円

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング ゴールドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9069

シート面 ブラックレザー、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ブラックレザー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックメッシュ、
後方部 イエローレザー、
パイピング エナメルレッド
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックメッシュ、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ゴールドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング レッドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 グリーンラメエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング ホワイトエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ホワイトエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング ブラックエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブルーラメエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング ホワイトエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 レッドチェック、
後方部 ブラックレザー、
パイピング シルバー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックノンスリップ、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ホワイト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックメッシュ、
後方部 ブラックメッシュ、
パイピング ホワイト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング ブラックエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ホワイトエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング レッドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 オーストリッチ、
パイピング オーストリッチ
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 レッドチェック、
後方部 レッドチェック、
パイピング ホワイト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックメッシュ、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ホワイト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング ホワイトエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 レッド、
後方部 レッド、
パイピング ホワイト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 蛇、
後方部 蛇、
パイピング 蛇
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 エナメルシルバー、
後方部 エナメルシルバー、
パイピング エナメルシルバー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

モンキーローダウンタック
ロールシート

9070 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9065 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9066

モンキーローダウンタック
ロールシート

9067 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9062 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9063

モンキーローダウンタック
ロールシート

9064 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9059 21,000円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9060

モンキーローダウンタック
ロールシート

9061 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9056 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9057

モンキーローダウンタック
ロールシート

9058 21,000円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9053 21,000円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9054

モンキーローダウンタック
ロールシート

9055 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9050 19,080円

モンキーローダウンタック
ロールシート

9051

モンキーローダウンタック
ロールシート

9052 19,080円
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9083 17,880円 9304 19,440円

16,080円

17,880円

17,880円

17,880円

21,000円

21,000円

24,480円

24,480円

9303 19,440円

9080 16,080円 9081 9082 16,080円

9301 17,880円 9302

9088 17,880円 9089

9300 17,880円

9085 17,880円 9086

9087 17,880円

9084 17,880円

8004 22,800円 8005 8006 28,200円

8001 21,000円 8002 8003 19,080円

9093 25,680円 9094 8000 29,640円

9090 24,480円 9091 9092 24,480円

シート面 ブラックオーストリッチ
側面部 ブラック光沢レザー
パイピング ホワイトエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート

シート面 レザー調ブラック
側面部 レザー調ブラック
パイピング レザー調ホワイト
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
ローダウンタックロール

シート面 レザー調ブラック
側面部 レザー調ブラック
パイピング 明るいグリーンエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
ローダウンタックロール

シート面 ブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
シート面 ホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ブラック
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
シート面 ブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ホワイト
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ゴールドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
シート面 ホンダタータンパターン、
側面部 シルバー表皮、
パイピング シルバー
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート
シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ライムグリーン表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ゴリラオーダーシート

シート面 グレー表皮、
側面部 グレー表皮、
パイピング ホワイト表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ホンダタータンパターン、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ホワイト
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラック表皮、
パイピング レッドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、
パイピング レッドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 アルカンターラブラック、
シート面 ステッチブラック、
後方部 アルカンターラブラック
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。　

シート面 レッドチェック、
後方部 ホワイト、
パイピング ゴールドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラック/パンチング、
後方部 ブラック/パンチング、
パイピング シルバー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 レッドチェック、
後方部 オーストリッチ、
パイピング シルバー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 蛇柄、
後方部 青表皮、
パイピング 黒表皮
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 中央ブロックパターン・ブ
ラックレザー、
後方部 ブラックレザー、
パイピング ブラックレザー
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリラは別販売の
専用カラーを使用することで取り付けが可能です。

シート面 マーブルブラウン、
側面部 マーブルブラウン、
ベルト マーブルブラウンシャフト
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング 合成皮革
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 アルカンターラブラック、
シート面 ステッチレッド（ダイヤ目）、
後方部 アルカンターラブラック
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。　

シート面 ブラック表皮、
後方部 ブラック表皮、
パイピング ブラック表皮
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ブラックエナメル、
後方部 ブラックエナメル、
パイピング ブラックエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

シート面 ホワイトエナメル、
後方部 ホワイトエナメル、
パイピング ゴールドエナメル
4Lモンキーは別販売のステー、ゴリ
ラは別販売の専用カラーを使用す
ることで取り付けが可能です。

ゴリラオーダーシート

ゴリラオーダーシート ゴリラオーダーシート

ゴリラオーダーシート

ゴリラオーダーシート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキータイプFスポーツ
スタイルシート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキーローダウン段付き
Ｋ０シート

モンキーローダウン段付き
Ｋ０シート

モンキーローダウンタック
ロールシート

モンキーローダウン段付き
Ｋ０シート

モンキーローダウン段付き
Ｋ０シート

モンキーローダウン段付き
Ｋ０シート
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シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング グリーンラメエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7029 24,120円

シート面 アルカンターラブラック、
側面部 ブラック表皮、
パイピング シルバー
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウン段付き
シート

7030 29,640円

27,720円

24,120円

24,120円

24,120円

25,320円

24,120円

24,120円

25,920円

24,120円

シート面 ダイヤブラック表皮
側面部 ブラック表皮
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7031 24,120円

シート面 ダイヤブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7026 24,120円

シート面 ヘビ柄 ダイヤ柄、
側面部 ヘビ柄、前部 &後部 ブラッ
クメッシュ、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7027

シート面 ダイヤブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング パープルエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7028 24,120円

シート面 ダイヤブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、
パイピング エメラルドグリーン
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7023 24,120円

シート面 ブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ブラックエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7024

シート面 マーブルブラウン、
側面部 マーブルブラウン、
パイピング 濃いブラウン
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウン段付き
タックロールシート

7025 25,320円

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング レッド
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7019 24,120円

シート面 ダイヤホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ホワイトエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

7020

シート面 ダイヤホワイトエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤエナメルブラック、
側面部 エナメルブラック、
パイピング エナメルシルバー
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部ブラック、
パイピング ホワイト
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング レッド
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブラック表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブラック表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング グリーン表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ブロックパターン・ブ
ラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ブラック表皮
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤ目ホワイトエナメル
側面部 ホワイトエナメル
パイピング レッド
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング オレンジ
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤブラック表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング シルバーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ダイヤ目オーストリッチ、
側面部 オーストリッチ、
パイピング ブラック
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ブラウン、
側面部 ブラウン、
パイピング タックロール濃いブラウン
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工していま
す。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤ目ホワイトエナ
メル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ホワイトエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 中央ダイヤ目ホワイトエナ
メル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ホンダタータンパターン、
側面部 ブラック、
パイピング ホワイト
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

ダックスローダウンシート

7021 24,120円

ダックスローダウンシート

7016 24,120円

ダックスローダウンシート

7017

ダックスローダウンシート

7018 24,120円

ダックスローダウン段付き
タックロールシート

7013 25,320円

ダックスローダウン段付き
タックロールシート

7014

ダックスローダウンシート

7015 24,120円

ダックスローダウンシート

7010 24,120円

ダックスローダウンシート

7011

ダックスローダウンシート

7012 24,120円

ダックスローダウンシート

7007 24,120円

ダックスローダウンシート

7008

ダックスローダウンシート

7009 24,120円

ダックスローダウンシート

7004 24,120円

ダックスローダウンシート

7005

ダックスローダウンシート

7006 24,120円

ダックスローダウンシート

7000 24,120円

ダックスローダウンシート

7001

ダックスローダウン段付き
タックロールシート

7003 25,320円
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24,120円

24,120円

7039 27,720円

7036 24,120円 7037 7038 24,120円

7032 24,120円 7033 7035 24,120円

シート面 花柄、
側面部 ブラックレザー、
パイピング ホワイトレザー、
ベルト 花柄
技術の優れた熟練職人により、国内工場にて重要
な座面を加工しています。カラーオーダー可能。

シート面 中央ダイヤ目ホワイトエナメル、
側面  ホワイトエナメル、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ダイヤブラックメッシュ、
側面  ブラック、
パイピング ブラック
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ダイヤブラックメッシュ、
側面部 ブラックメッシュ、
パイピング エナメルブルー
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ホワイトエナメル、
側面部 ホワイトエナメル、
パイピング ゴールドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

シート面 ブラックダイヤメッシュ表皮、
側面部 ブラック表皮、
パイピング ゴールドエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。 

シート面 ブラックエナメル、
側面部 ブラックエナメル、
パイピング ブルーエナメル
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ダックスローダウンシート

ダックスローダウンシート ダックスローダウンシート ダックスローダウンシート

ダックスローダウンシート ダックスローダウンシート ダックスローダウンシート
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モンキーサーキットスタイルを中心
に人気が衰えないQRシートです。
QRシートブラケットがマイナーチェ
ンジし、クオリティが格段にアップい
たしました。別途、QRシートが必要
です。

モンキー・ゴリラQRシートサー
キットブラケットバフ仕上げ

4011 8,300円 930円

515円

305円

825円

4,400円

13,500円

13,500円

20,150円

14,790円

付属のステーと比較して、良質な仕
上がりです。５Lモンキー用ステーと
してご使用いただけます。
適合シートはホームページにてご確
認ください。

TLシート＆タックロール
シート共通ステー

5446 2,300円

ゴリラタンクとの同時装着が不可能
だったＴＬシートやアンコ抜きシー
ト（タックロール、Ｚ2シートなど）の
取り付けを可能にするカラー。シー
トによっては前方ステーが溶接され
たシートにはご使用できません。

タックロール＆ＴＬをゴリラ
タンク取り付けするカラー

1831

モンキーシート取り付けボルト。5L
モンキー、ゴリラなどのシートをフレ
ームに取り付けするボルト。フロント
側のステー用です。
ボルト有効長 100mm

モンキーシート取り付け
ボルト

2025 310円

錆ないステンレス製モール。モール
をシートに取り付けするため、裏側
レールの端から７０ｍｍの位置に引
っ掛け用の口開きを施しています。
モール幅 9mm。

ステンレス製モールセット

3148 1,850円

ダックスシート用のラバーシート
セッティング2ヶ。このラバーは高さ
15mmの6V用です。
参考 12Vフレーム＝高さ22mm、
6Vダックス＝高さ１15mm

ダックスシートセッティング
ラバー

2985

タックロールシートを4Lモンキーフレー
ムにボルトオンするためのステーセッ
ト。お持ちの5L用タックロールシートを
4Lモンキーフレームに装着が可能なス
テーです。
適合 Z50J 1000001～1195595

４Ｌフレーム用タックロール
取り付けステーセット

3956 3,400円

純正ダックスシートキャッチ、
適合　ST50 K1、ST70 K1
純正品番　ダックスシートキャッチ 
77230-098-680 １ヶ
スプリングワッシャーＭ６、94111-06000 ２ヶ
六角ボルトＭ６×１６ 92101-060160A ２ヶ

ホンダ純正ダックスシート
キャッチ

3033 1,520円

純正ダックスツールスプリング
適合
ダックス６Ｖ車（ＳＴ初期型）
純正品番
77207-098-310

ホンダ純正ダックスツール
スプリング

3608

ダックスシートブラケット
適合 ダックスＳＴ初期(６Ｖ車・鉄タンク)
純正品番 77210-126-000、
77211-098-000、90101-001-010、
各1ヶ

レストア向けメッキ鋲セット。簡単に
セットアップができるピン“ベンド”点
タイプです。
仕様 ボルトサイズ M5×12 、鋲 φ12mm
入数 10ヶ

レストア向けメッキ鋲セット。簡単に
セットアップができるピン“ベンド”タ
イプです。
仕様
鋲サイズ シャフトφ3.9×L18.0mm
鋲 φ12mm
入数 10ヶ

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-YD1ZA

エイプの純正フレームに取り付け可能なシー
トです。純正よりもアンコ量が少なく、ローダ
ウンカスタムなどにお薦めです。取り付け方法
はタンク後方コの字ステーにシート前方フラ
ットステーを差し込む方式で取り付けます。リ
アステーはφ6穴を使用して取り付けます。

純正ＱＲシート。カラーレッド
純正品番 77100-GF8-690
ＱＲシートブラケット砂型鋳造
NO4011を使用することで、モンキ
ー、ゴリラフレームにも取り付け可
能です。

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-J60ZC

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-Y50

純正モンキーシートです。
キャブレター車用シートです。
モンキー40周年限定車シート
純正品番 77100-GFL-Y30

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-Y60

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-Y70ZA

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-J60ZB

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
純正品番 77100-GFL-J40

純正モンキーシートです。
キャブレター車用シートです。
モンキー茶色シート
純正品番 77100-181-920

純正モンキーシートです。
FI車用シートです。
初代FIモンキーシート
純正品番 77100-GFL-Y40

純正モンキーシートです。
※6V車Z50J-1300000以上は黒色シ
ートに統合されています。※12V車
Z50J-2000000以上は黒色シート
（77100-GFL-J00）に統合されています。
純正品番 77100-GFL-J00

純正モンキーシートです。
キャブレター車用シートです。
モンキースペシャルCB750シート
純正品番 77100-GFL-Y10

純正モンキーシートです。
キャブレター車用シートです。
モンキー・リミテッド2006年2月14
日より発売開始シート
純正品番 77100-GFL-Y20

ホンダ純正ダックスシート
ブラケット

2223 1,230円

シート専用鋲セット

2351

シート専用鋲セット

4988 1,550円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-YD1ZA

5494 13,500円

エイプ50・100ローダウン
シートブラックシボタイプ

0920

ホンダ純正ＱＲシート
レッド

3056 13,200円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-J60ZC

4754 13,500円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y50

4755

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y30

4756 14,680円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y60

4751 13,500円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y70ZA

4752

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-J60ZB

4753 13,500円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-J40

4748 14,250円

ホンダ純正モンキーシート
77100-181-920

4749

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y40

4750 15,012円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-J00

4744 14,790円

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y10

4746

ホンダ純正モンキーシート
77100-GFL-Y20

4747 14,680円

712円

50周年記念のシート。2017年に
500台のみ生産された、最終モデル
のシート。
適合 モンキー（FI）Z50JH-YE AB27
純正品番 77100-GFL-YE1ZA

シャリィストッパーラバーセット。
適合 CF50/50 K1、CF70/70 K1
純正品番 77151-041-000（右側）
77152-041-000（左側）

ホンダ純正FIモンキー
シート

5927 13,500円

ホンダ純正シャリィストッパー
ラバーセット

5888

4788 20,304円

純正品番 77100-GEF-7306V、
１２V   ゴリラ共にこの純正品番に
統一されました。
技術の優れた熟練職人により、国内
工場にて重要な座面を加工してい
ます。カラーオーダー可能。

ホンダ純正ゴリラシート
77100-GEF-730
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クラブバー・キャリア
クラブバー・キャリア
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6,700円

5,200円

2,570円

3,300円

3,300円

4,400円

9,288円

7,700円

3543 7,900円

3544

0641 2,880円 5317

4809 4,100円 0736 1672 4,600円

1168 2,570円 1121 2683 4,900円

0282 2,570円 0670 1046 4,400円

0842 7,000円 1287 1520 4,900円

1741 3,700円 5077 0905 3,700円

0048 5,300円 0140 0019 3,600円

ＧＲＯＭやＺＯＯＭＥＲ-Ｘに最適な
コンパクト“モノロックケース”です。
コストパフォーマンスが高く、細部の
作りもシッカリとしています。
容量 26リットル

ＧＩＶＩ製モノロックケース
ＭＩＣＲＯ [Ｅ２６ＮＣＤ]

ＧＲＯＭやＺＯＯＭＥＲ-Ｘに最適なコンパクト
“モノロックケース”。コストパフォーマンスが高
く、細部の作りもシッカリとしています。快適な
ツーリングのためにお薦めします。ヘルメットが
入る位の十分なスペースが確保されています。
容量 28リットル

ＹＵＮＭＩＮＧ製
モノロックケース２８Ｌ 

適合フォーク
NO 0086、0087、1224、1225
純正フロントサスペンションを用いる場合、
フォーク上部の取り付けボルト位置が5ｍｍ
ほどずれ、加工が必要です。キャリア側の穴
を長穴にすれば、取り付け可能です。

モンキーフロントキャリア
メッキ

ホンダモンキー、ゴリラ用ステンレ
ス製フロントキャリア。耐久性に配
慮したφ8ステンレス製パイプ仕様
です。取り付けにはヘッドライトス
テー穴、フォークトップボルトを使用
します。

モンキーステンレス製
フロントキャリアラック

シャリィ丸目ヘッドライト用アルミ製
グラブバー。
パイプ径 φ18.5mm
材質 アルミ製
適合 シャリーCF50/70、シャリー
K1/K2

エイプ50/100用スチール製グラブ
バー。エイプのカスタマイズで人気
のグラブバーです。
材質 スチール製
パイプ径 φ16mm

モンキーを普段使いされるお客様
向けのバスケットタイプのキャリア。
ホンダ純正のため品質が良く、安定
感のあるキャリアです。
最大積載量 3kg
純正品番 08103-16550

1、2型へ取り付け可能ですが、ウイ
ンカーステーとウインカーが干渉し
ます。ウインカー（ウインカーは直付
けタイプを使用してください）をグラ
ブバーへ取り付けするか、ウインカ
ーステーをカットしてください。
パイプ径 φ16mm

1、2型へ取り付け可能ですが、ウインカー
ステーとウインカーが干渉します。ウインカ
ー（ウインカーは直付けタイプを使用してく
ださい）をグラブバーへ取り付けするか、ウ
インカーステーをカットしてください。
パイプ径 φ16mm

純正シャリィリアキャリア。
適合
CF50/CF50K1　
CF50K2-2/CF70K2-2
CF50K2-3/CF70K2-3
純正品番81350-124-000

純正キャリアを取り外し、交換する
だけの簡単取り付け部品です。適合
形式 Ⅰ、Ⅱ型へ取り付け可能ですが
、ウインカーステーとウインカーが
干渉しますので、ウインカー（ウイン
カーは直付けタイプを使用してくだ
さい）。

グラブバーの後ろにリアキャリアが
装備されています。ウインカーステ
ーは純正ウインカーと干渉するため
、工具でカットしてください。
スチール製
クロームメッキ

純正キャリアを取り外し、交換する
だけの簡単取り付け部品です。適合
形式 Ⅰ、Ⅱ型へ取り付け可能です。
材質 アルミ製
パイプ径 φ18mm

モンキー、ゴリラに対応するリアキャ
リア。リアキャリア以外にもウインカ
ー、テールランプ、工具ボックス付属。
12V電源仕様です。6V車は球交換
が必要。

モンキー、ゴリラ用アルミ製グラブ
バー。別途専用マウントへテールラン
プ、ウインカーの取り付けが必要です。
材質 アルミ製
パイプ径 φ18mm

5Lモンキーフレームへ4Lテールランプ
取り付けマウントを取り付けした際にフ
ィットするグラブバー。
4Lモンキーテールランプ用のため、バ
ーの幅を狭め、更にテールランプとの干
渉を避けるため、握り部を高めに設計。

モンキー、ゴリラ用アルミ製グラブバ
ー。アルミ製の太パイプ（２０パイ）
仕様。前後調整機能あり。別途テー
ルランプ、ウインカーの取り付けが
必要。5Lモンキーフレーム用。

5Lモンキー用リアキャリア。U字ロッ
ク（オプションパーツ）取り付け仕様
です。
純正品番 81200-GFL-000

リアキャリアやグラブバーなど取り
外し、リア回りをすっきりと演出。テ
ールランプ別販売。
ステー素材 アルミ
ウインカーレンズ クリア

モンキーにマッチングするグラブバ
ーとテールランプセット。駐車時に
グラブバーを握れば、軽 と々車体の
方向転換が可能。

モンキーマッチングするグラブバー
と12Vクリアウインカー＆テールラ
ンプセット。スタイリッシュなデザイ
ンでインパクト抜群のクリアウイン
カーがセットです。

社外テールランプ、社外ウインカー
が必要が必要です。純正ウインカー
をご使用いただく際には、ミニモト
製L型ステー（M10タイプをＭ6に
変換するステー）を別途ご用意くだ
さい。5Lモンキー用です。

シャリィアルミ製
グラブバー

エイプグラブバー ホンダ純正モンキーフロント
キャリア＆バスケットセット

シャリィグラブバー シャリィリアキャリア付
きグラブバー付

ホンダ純正シャリィ
リヤキャリアメッキ

ダックスグラブバー ダックスキャリア付き
グラブバー

ダックスアルミ製
グラブバー

モンキーリアキャリア
純正タイプ

モンキーゴリラアルミ製
グラブバー

ステンレス製4Lモンキー
テールランプ用グラブバー

モンキーアルミグラブバー
前後調整あり

ホンダ純正 
モンキーリアキャリア

モンキーウインカー付き
キャリアレスキット

モンキーゴリラ
グラブバーセット

モンキーゴリラ
グラブバーセット&ウインカー

モンキーゴリラグラブバー



エンブレム・ステッカー
エンブレム・ステッカー
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ジャズフォーク用ＨＯＮＤＡエンブレ
ムです。
サイズ 取り付けボルトピッチ 92mm、
幅240×高さ34mm
純正品番 61401-GS3-000

ホンダ純正ジャズフォーク用
ＨＯＮＤＡエンブレム

1951 2,635円

純正ダックスエンブレムです。フレー
ム左右に必要ですが、1枚単位で販
売です。左右必要な場合は2枚ご注
文ください。
純正品番 87121-098-690

ホンダ純正Ｚ５０Ａタンク
エンブレム左右＆ビス付き

2166 4,620円

1,230円

920円

2,370円

2,370円

2,370円

純正ダックスエンブレムフレームボ
ディＳＴ５０。
アルミ製ステッカー。
1枚入り。
純正品番 87121-098-690

ホンダ純正ダックスエンブレム
フレームボディＳＴ５０

2672 1,660円

人気キャラクター諏訪姫を５Ｌモン
キータンクディカールにデザインし
ました。鮮やかに描かれた「諏訪姫」
があなたのバイクをより個性的に演
出します！

諏訪姫５Ｌモンキータンク
ディカール

3984 2,900円

ゴリラタイプタンクディカール左右セ
ット。左右非対称デザインのセット。
カラーはシルバーにブラックストライ
プ入りです。

ゴリラタンクディカール
左右セット

1407

スタイリッシュなゴールドカラーのFIモ
ンキータンクディカールです。ストライ
プはホワイトと同色のゴールドで、クー
ルなイメージのタンクに仕上がります。
3M製素材(日本製)のディカールのた
め、比較的貼りやすいステッカーです。

FIモンキー燃料タンク
ディカール1台分

2760 2,200円

Z50モチーフのステッカー左右セットで
す。耐候性に優れた3M製素材を使用し、
破れにくく、シワになりにくい、粘着力に
優れてたステッカーです。初心者の方で
も安心をして貼れるステッカーです。
デザイン Z50

Z50モチーフのステッカー左右セットで
す。耐候性に優れた3M製素材を使用し、
破れにくく、シワになりにくい、粘着力に
優れてたステッカーです。初心者の方で
も安心をして貼れるステッカーです。
デザイン Z50

排気量アップ時に必要となる原付
第二種表示ステッカー。日本製の高
品質タイプにバージョンアップしま
した。
内容品
フロントフェンダー用 1ヶ
リアフェンダー用 1ヶ

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

シールは自動車ラッピング用として
使用されている素材のため、エアが
抜けやすい溝加工が施されています。
オーバーラミネートフィルム加工のた
め、耐久性があり色あせが起こりにく
い仕様です。

モンキーZ50Jディカール
サイドカバー用

2163 920円

モンキーZ50J1ディカール
サイドカバー用

2162

原付第二種表示ステッカー

4212 310円

ダックスDAX HONDAディカール
3Mラミネート仕様ホワイト

4732 2,370円

モンキーZ50J1ディカール
3Mラミネート仕様カーボン/オレンジ

4739 2,370円

ダックスSTディカール
3Mラミネート仕様ホワイト

4729

ダックスSTディカール
3Mラミネート仕様イエロー

4730 2,370円

モンキー北米Ver.斜字ディカール
3Mラミネート仕様ホワイト

4736 2,370円

モンキー北米Ver.斜字ディカール
3Mラミネート仕様オレンジ

4737

モンキーZ50J1ディカール
3Mラミネート仕様カーボン/ブルー

4738 2,370円

ダックスDAX HONDAディカール
3Mラミネート仕様イエロー

4733 2,370円

モンキー北米Ver.太字ディカール
3Mラミネート仕様ブラック

4734

モンキー北米Ver.太字ディカール
3Mラミネート仕様オレンジ

4735 2,370円

商品ID 価格（税込）　

1,540円
1,540円

0809
0830

1,540円0831

ゴリラ用立体
モンキー用立体

タイプ

モンキー用立体

ゴールド
メッキ

ゴールド

カラー

■特長
高品質な３M製のオーバーラッピング用の材料を使用しています。表面には
ラミネートを掛け、色褪せや劣化速度の抑制に効果的です。日本製のステッ
カーです。
■貼り付け
70℃ぐらいまでの焼き付け塗装が可能です。クリア塗装は吹き付けできます。
エアが抜けやすいよう極細溝があり、比較的一般
ユーザー様でも綺麗に貼り付けできます。

商品ID 価格（税込）　

2,370円
2,370円

1705
1706

Z50J1
Z50J

2,960円1707 AK3

デザイン

４Lモンキーディカールセット

■特長
エンブレムは燃料タンクやバッテリーカバーの装飾にお薦めなエンブレムで
す。強着シール付きでしっかり貼り付けできます。樹脂成型の立体タイプのた
め、マシンの存在感を一段とアップさせます。
■注意
こちらの製品は中国からの輸入部品です。メッキのムラや表面にわずかな接
着剤の付着がある場合があります。

タンク用立体エンブレム

■特長
ホンダ純正部品のステッカーです。HONDAマーキングです。
■内容品
左右単品販売

ダックスフレームディカール
商品ID 価格（税込）　

2,290円
2,290円

2674
2675

右
左

タイプ

0830 08310809

1705 1706 1707
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エンブレム・ステッカー
エンブレム・ステッカー
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290円

2247 340円 2372 195円

2232 2233 260円

1301 5,100円

純正シャリィスイッチマーク。トップ
ブリッジのメインスイッチ上に貼る
マーク。
適合 CF50-1000002-2599988
純正品番 87507-124-000

純正４Ｌモンキーヘルメットステッ
カー。
適合 Z50J-1000001～1195595
純正品番 87511-323-000

モンキー用レジスタッドプレート。
適合 ６Ｖ Ｚ５０Ｊ-１５０００００～
純正品番 87501-165-670

モンキー用レジスタッドプレート。
適合 １２V ＡＢ２７
純正品番 87501-165-Y20

純正シャリィエンブレム左右セット。
留め具クリップ付属４ケ（１台分）入り。
純正品番
87122-124-720ZA 1ヶ
87121-124-720ZA 1ヶ
87311-634-600 4ヶ

ホンダ純正シャリィ
スイッチマーク

ホンダ純正４Ｌモンキー
ヘルメットステッカー

ホンダ純正レジスタッド
プレートモンキー緑

ホンダ純正レジスタッド
プレートモンキー赤

805円2220 2074 799円

STダックス70用レジスタッドプ
レートです。

4Lモンキーのタンク前方、右側に取
り付けします。
適合 Z50J 1000001～1195595

ホンダ純正STダックス
70レジスタッドプレート

ホンダ純正Z50Jモンキー
レジスタッドプレート

972円

864円

972円

5772 972円 5773

5774 648円

5769 864円 5770

5771 972円

5766 972円 5767 5768 972円

転写タイプ
左右セット サイズ:左右110mm
注意 フィルムに印刷したステッカー
とは異なり、粘着転写マークですの
で取り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9P-K11

Honda NEWウイングデカール
11(パールブラック 11)

転写タイプ
左右セット サイズ:左右110mm
注意 フィルムに印刷したステッカー
とは異なり、粘着転写マークですの
で取り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9P-W11

Honda NEWウイングデカール
11(パールホワイト)

素材:PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ:左右45mm
純正品番 0SYWG-R9D-H4

左右セット
素材:PVC(ポリ塩化ビニール)
サイズ:左右140mm
純正品番 0SYWG-C9L-Y14

転写タイプ
左右セット
素材:PVC(ポリ塩化ビニール)
サイズ:左右90mm
純正品番 0SYWG-C9V-W9

転写タイプ
左右セット サイズ:左右110mm
注意 フィルムに印刷したステッカー
とは異なり、粘着転写マークですの
で取り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9P-R11

転写シール サイズ:左右350mm
注意 左右セットではありません。
フィルムに印刷したステッカーとは
異なり、粘着転写マークですので取
り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9N-R35

転写シール サイズ:左右350mm
注意 左右セットではありません。
フィルムに印刷したステッカーとは
異なり、粘着転写マークですので取
り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9N-K35

転写シール サイズ:左右350mm
注意 左右セットではありません。
フィルムに印刷したステッカーとは
異なり、粘着転写マークですので取
り扱いにご注意ください。
純正品番 0SYWG-D9N-W35

ホンダHRC ステッカー
45X2(トリコロール)

Honda CLASSICS オールドウイング
ステッカー14(イエロー 14)

Honda CLASSICS クラシック
ウイングデカール9(ホワイト 9)

Honda NEWウイングデカール
11(パールレッド)

Honda デカール 35
(パールレッド 35)

Honda デカール 35
(パールブラック 35)

Honda デカール 35
(パールホワイト 35)

ホンダ純正シャリィエンブレム
左右クリップ付

■特長
自賠責シールをこのプレートへ貼り付けすれば、ナンバーへ直接貼り付けせ
ずに済みます。カラフルな2色をご用意しています。
■備考
ゴールドは廃盤となりました。
■生産国
日本

アルミ製自賠責シールプレート
商品ID 価格（税込）　

1,340円
1,340円

3070
3071

レッド
ブルー

カラー

使用例

194317991809

■特長
純正フロントフォークへ取り付けできるエンブレムセットとステー単体です。
ステンレス製ステーも高品質な日本製です。
セットはエンブレムと取り付けステーがセットです。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ、エイプ

HONDA立体フォークエンブレム
商品ID 価格（税込）　

4,200円
4,200円

1809
1945

モンキー・ゴリラ
ダックス・シャリィ

適合

4,200円1948 エイプ
4,000円1843 モンキー・ゴリラ
4,000円1944 ダックス・シャリィ
4,000円1947 エイプ
3,024円1799 ー
2,916円1842 ー
1,850円1800 モンキー・ゴリラ
1,850円1943 ダックス・シャリィ
1,850円1946 エイプ

セット
セット

内容

セット
セット
セット
セット

エンブレム単品
エンブレム単品
ステー単品
ステー単品
ステー単品

小
小

エンブレムサイズ

小
大
大
大
小
大
ー
ー
ー

ダックスST50用レジスタッドプ
レート。
適合 初期型ダックスST50

ホンダ純正レジスタッド
プレートダックスST50

2221 775円

素材:PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズ:左右115mm
純正品番 0SYWG-R9C-H11

ホンダHRC ステッカー
115(トリコロール 11)

5775 756円

700円

シャリィフロントエンブレムシールで
す。1台のフレームにつき、左右必要
（合計2ヶ）となります。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2 
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品番 87124-124-000ZA

ホンダ純正シャリィ
フロントエンブレムシール

5895

FIモンキーエンジン警告ラベルです。
純正品番 87505-GEY-640

ホンダ純正FIモンキー
エンジン警告ラベル

5871 230円
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320円

260円

260円

1,306円

1,296円

シャリィドライブコーションマークシ
ールです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2 
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品番 87560-115-050ZB

ホンダ純正シャリィドライブ
コーションマークシール

5894

ホンダ純正チェーンケースに貼り付け
するタイヤ空気圧のコーションラベル。
適合 Z50J-1100001～1195595
純正品番 87505-130-640

ホンダ純正モンキータイヤ
コーションラベルＢタイプ銀

2762

320円

465円

モンキードライブコーションラベル
です。
純正品番 87560-147-040

シャリィドライブコーションマークシ
ールです。
適合 CF50、CF50 K1、CF50 K2 
CF70、CF70 K1、CF70 K2
純正品番 87560-115-050ZA

モンキーオイル量ラベルです。
純正品番 87541-GFL-Y11

モンキースピード警告ラベルです。
純正品番 87504-165-670

モンキータイヤラベルです。
純正品番 87505-GAR-300

モンキー燃料タンク用ウイングステ
ッカー左右セットです。
適合 Z50J6 Z50J7
純正品番 87121-GFL-J00ZA
87122-GFL-J00ZA

モンキーレジスタッドプレートラベ
ルです。
適合 Z50J9
純正品番 87501-GFL-J41

モンキーレジスタッドプレートラベ
ルです。
適合 Z50J9
純正品番 87501-GFL-J42

モンキーサイドカバーステッカーです。
適合 Z50J6 Z50J7
純正品番 87128-GFL-J00ZA

モンキーサイドカバーステッカーです。
適合 Z50J5
純正品番 87128-GFL-Y10ZA

モンキーサイドカバーステッカーです。
適合 Z50J6
純正品番 87128-GFL-Y20ZA

モンキー燃料タンクストライプステッカ
ー左右です。キャブレター車、最終モデ
ルの立体エンブレムです。
適合 Z50J6-YB Z50J7-YB
純正品番 87121-GFL-Y20 
87122-GFL-Y20

モンキーサイドカバーステッカーです。
適合 Z50J4
純正品番 87128-GFL-000ZA

モンキーサイドカバーステッカーです。
適合 Z50J4
純正品番 87128-GFL-Y00ZA

ホンダ純正モンキー
ドライブコーションラベル

5872

ホンダ純正シャリィドライブ
コーションマークシール

5893 320円

485円

純正ナンバープレートブラケット上
面に貼り付けるフレームコーション
ラベルです。
適合 Z50J 1100001～
1195595
純正品番 87054-130-690

ホンダ純正シャリィドライブ
コーションマークシール

2763 545円

純正チェーンケースに貼り付けするタ
イヤ空気圧のコーションラベルです。
適合 Z50J 1000001～
1028999
純正品番 87505-130-690

純正チェーンケースに貼り付けするタ
イヤ空気圧のコーションラベルです。
適合 Z50J 1100001～
1195595
純正品番 87505-130-640

ホンダ純正モンキータイヤ
コーションラベルＡタイプ

2761

865円

純正モンキーA50A/Zステッカー
です。当時の両手ブレーキ車のサイ
ドカバーに貼ってあったディカール
です。

ホンダ純正モンキーA50A/Z
サイドカバーステッカー

3205

ホンダ純正モンキータイヤ
コーションラベルＢタイプ

2762 465円

ホンダ純正モンキー
オイル量ラベル

5868 290円

ホンダ純正モンキー
スピード警告ラベル

5869

ホンダ純正モンキー
タイヤラベル

5870 460円

ホンダ純正モンキー燃料タンク
ウイングステッカー左右セット

5865 2,656円

ホンダ純正モンキー
レジスタッドプレートラベル

5866

ホンダ純正モンキー
レジスタッドプレートラベル

5867 260円

ホンダ純正モンキー
サイドカバーステッカー

5862 1,306円

ホンダ純正モンキー
サイドカバーステッカー

5863

ホンダ純正モンキー
サイドカバーステッカー

5864 1,306円

ホンダ純正モンキータンク
ウイング立体エンブレム左右セット

5859 7,581円

ホンダ純正モンキー
サイドカバーステッカー

5860

ホンダ純正モンキー
サイドカバーステッカー

5861 1,296円

4,773円

モンキー燃料タンクストライプステ
ッカーです。
適合 Z50J-6 Z50J-7
純正品番 87123-GFL-J00ZB

モンキー燃料タンクストライプステッカー
左右です。スペンサーモンキーのシルバー
×ブルー&ブラックカラーステッカーです。
適合車 Z50J-5
純正品番 87121-GFL-Y10ZA 1ヶ 
87122-GFL-Y10ZA 1ヶ

ホンダ純正モンキー燃料
タンクストライプステッカー

5857

ホンダ純正モンキー燃料タンク
ストライプステッカー左右セット

5858 2,656円
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■特長
ホンダ純正メインハーネスを取り揃えています。12Vモンキーは3タイプ、エイ
プ2タイプ、12Vシャリィが1タイプです。モンキーはスタンドスイッチに応じて
3種類あります。
※ダックス12Vは2015年に廃盤となりました。

ホンダ純正12Vメインハーネス
商品ID 価格（税込）　

7,000円

9,400円

1761

3025

32100-181-921

32100-165-A11
7,000円
9,288円

3026
3854

32100-181-930
32100-GEY-000

純正品番

12Vモンキー※ＦＩモンキー不可

12Vモンキー※ＦＩモンキー不可
12Vモンキー※ＦＩモンキー不可

エイプ50 AC-140/150

適合

スタンドスイッチなし
9,130円2550 32100-GB2-780 シャリィ6Ｖ、12V変換用 ウインカーリレーサブコード付属

スタンドスイッチ2本線
スタンドスイッチ3本線

ー
8,910円3855 32100-KRL-000 エイプ100  HC-130/140/150 ー

詳細

■特長
現在では純正品が入手困難な6V機号のハーネスです。
純正部品がカプラーオン可能なハーネスです。各ハーネスには配線図が
付属します。
■生産国
台湾
※2589のみ日本製です。

6Vメインハーネス 
商品ID 価格（税込）　

4,000円
4,500円

3776
3772

Z50M
Z50Z（丸カギ）

4,300円
3,700円

3774
3771

Z50A（丸カギ）
4L前期（丸カギ）

5,300円
3,800円

2589
3773

4L後期
5Lモンキー前期・ゴリラ

4,400円
4,400円

3770
3775

ST50前期（丸カギ）
ST50後期

2,880円
2,880円

0957
1622

16、18
15、17

適合

■特長
キットバイク用アフターパーツのハーネスセットは0028、0654、1459です。
単品は0814、0957、1622スロットルケーブルはタイプ2をご使用ください。
50、125cc共通ハーネスです。
■セットに含まれる部品
CDI、レギュレーター、スイッチ、リレー、IGコイル、ホーン
■注意
ホンダ純正ハーネスの代用品としての使用に関しては、それなりの知識と技
術が必要となります。当社ではハーネス加工に関するお問い合わせにはお答
えができません。ホンダ純正ハーネスは別途取り扱い中のため、そちらをお薦
めします。

キットバイク用12Vハーネス
商品ID 価格（税込）　

7,800円
7,800円

0028
0654

1、8、12、25
16、18

7,800円
2,880円

1459
0814

15、17
1、8、12、25

適合キットバイク

■特長
この延長電線を使用すれば、ハンドルバーを大きなサイズに変更した場合に
もスイッチ配線を作り直す必要がなくなり便利です。取り付け後は30cm延
長です。
■生産国
台湾

ハンドルスイッチ30cm延長電線
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

3777
3778

6Vモンキー（84-91）
12Vモンキー（92-）※ＦＩモンキー不可

1,650円
1,650円

3779
3780

APE100TypeD (HC13-1000001-) 09-12APE100(HC07-1600001-)
APE100(-HC07-1599999) -08APE50(-AC16-1599999) -07

適合

■特長
キットバイクの生産は中国です。原因不明のトラブルも多く、ぜひこちらの配
線をお試しください。配線は0.75sqのため、配線が強化されています。
■注意
ホンダ純正ハーネスの代用品としての使用に関しては、それなりの知識と技
術が必要となります。当社ではハーネス加工に関するお問い合わせにはお答
えができません。ホンダ純正ハーネスは別途取り扱い中のため、そちらをお薦
めします。
■生産国 台湾

キットバイク用強化ハーネス
商品ID 価格（税込）　

3,600円
3,600円

4127
4128

1、8、12、25
15、17

3,600円4129 16、18

適合キットバイク

メインハーネス6VDAX ST50/70
です。
※純正品32100-098-621と同等
仕様です。※イグニッションスイッチ
はギボシ鍵タイプです。

メインハーネスCT70-KO
(輸出モデル/DAX)

メインハーネス6VDAX 
ST50/70

5360 6,300円

メインハーネスCT70-KO

5356 4,800円

※セルスイッチ類は含まれません。別途配線をご用意ください。
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9130円

1,004円

3,500円

5,200円

FIモンキーメインハーネスです。
適合 
モンキー（FI）Z50JB AB27 2000001～
※モンキー（FI）Z50J9に関しては別品
番のメインハーネスとなります。
純正部品番号 32100-GFL-J60

純正ハーネスとウインカーリレーサ
ブコードの２点セット。
ウインカーリレーサブコード（当社に
て製作します）付属。
簡単な配線図付き。
純正品番 32100-GB2-780

メインハーネスオフロード専用３輪
バギーATC70/12V電源仕です。
※110/185S/200は適合不可

FIモンキーチェンジスイッチコンタクト
ASSY。取り付けボルトが付属します。
適合 モンキー（FI）Z50J9AB27 
1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。

FIモンキーチェンジスイッチコンタクト
ASSY。取り付けボルトが付属します。
適合 モンキー（FI）Z50J9AB27 
1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。

ホンダ12Vモンキー用ハーネス。
純正バッテリーYTR4A-BSとのカ
プラーオンが可能。
純正互換品番 32100-181-921

ホンダ12Vモンキー用ハーネス。
YT4L-BSバッテリー専用端子に仕
様変更しています（純正はYTR４
A-BSです）。
純正互換品番 32100-181-921

メインハーネスCT70-K3-K4-
(輸出モデル/DAX)

メインハーネス6V C50です。
※全接続ギボシタイプ メインハーネスCT70-K1-K2

(輸出モデル/DAX)
6Vモンキー用メインハーネス。
キーカプラーは長方形（250型メス）
タイプ。エンジン配線は4極（ポイント
点火方式）です。バッテリー配線は4
極端子カプラー（110型オス）です。
シリコンレクチファイヤー仕様です。

ホンダ純正FIモンキー
メインハーネス

5917 29,160円

ホンダ純正シャリィワイヤー
ハーネス６Ｖ車に１２Ｖエンジン

2550

メインハーネスオフロード
専用３輪バギーATC70

5359 4,670円

ホンダ純正FIモンキーチェンジ
スイッチコンタクトASSY

5817

ホンダ純正FIモンキーバンク
アングルセンサーASSY

5839 5,886円

ホンダ12Vモンキー用メインハーネス
(ホンダ純正バッテリー対応)

4669 4,200円

ホンダ12Vモンキー用メインハーネス
(YT4L-BSバッテリー対応) 

4768

メインハーネス
CT70-K3-K4

5358 5,800円

メインハーネスC50

5361 4,800円

メインハーネス
CT70-K1-K2

5357

2,880円340円1,600円

900円

キットバイク専用アーシングケーブ
ルで、更にパフォーマンスアップ。
セット内容
アーシングケーブル本体 １ケ
結束バンド ２ケ
取り付け説明書付属

純正ワイヤーハーネスグロメット（丸）。
フレームの右側に取り付けする部品です。
適合 CF50 1000002～2599988
純正品番 32983-124-000

公称断面積（mm2) 5.5、素線数
（本) 480、仕上がり寸法巾×厚さ約
(mm) 12.0×1.3、アーシングケーブ
ルでアース強化し、電装機器の本来
の性能を引き出す！ 

取り付けボルトＭ６、全長２８０ｍ
ｍ（有効長）、仕上がり寸法巾×厚さ 
約１２×１.３ｍｍ、平編スズメッキ銅
線を使用することで、腐食に強く狭
いスペースの取り回しに最適です。

キットバイク用パワーケーブル
プラスＳアーシングキット

1976

ホンダ純正シャリィハーネス
グロメット（丸）

2378

パワーケーブルシールド
プラス３ｍ（アーシング）

3952

モンキーエイプイグニッション
コイル平編みアーシングケーブル

3951

6Vモンキー
メインハーネス

1623 2,160円

住友電装製二輪車用自作ハーネス用配線  
商品ID 価格（税込）　

310円
310円

2637
2638

0.75sq
0.75sq

310円
310円

2639
2640

0.75sq
0.75sq

310円
310円

2641 0.75sq
0.75sq

310円
310円

2642
2643 0.75sq

0.75sq

太さ

赤
緑
黒
黄
白

黒/白
青/黄
若草/赤

カラー 商品ID 価格（税込）　太さカラー

■特長
最高級のアーシングケーブルです。内部導体に0.18mmの無酸素銅特殊級、
編組部分には、0.12mmの無酸素銅普通級）に錫メッキ加工を施した銅線を
使用しています。
■販売単位
3m

パワーシールドプラスアーシング 
商品ID 価格（税込）　

2,550円
2,950円

4189
4190

5.5sq
8.0sq

太さ

■特長
無酸素銅に錫メッキ加工を施した銅線を使用しています。伝導性に優れて
おりロスの少ない理想的なアーシングが可能です。絶縁体の耐熱温度は
勿論１０５℃です。安心してご利用いただけます。
■販売単位
3m

パワーアーシング 
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,900円

4188
4191

透明レッド
クリア

カラー

5.5sq
8.0sq

太さ

310円
310円

2644
2645 0.75sq

0.75sq
310円
310円

2646
3059 0.75sq

0.75sq
310円
310円

3060
3061 0.75sq

0.75sq
310円
310円

3062
3063 0.75sq

0.75sq

黒/赤
黒/黄
緑/黄
灰
青
橙
若草
水色

310円
360円

3064

3065 0.75sq
1.25sq

360円
360円

2647
2648
2649

1.25sq
1.25sq

360円
360円

3487
3488

1.25sq
1.25sq

茶
赤
青
黒
緑

黒/白

■特長
AV線に比べ軽量で薄く配線の取り回しがフレキシブルです。国産電線のため
バイク用電線として安定したクオリティです。CPAVSとは、AVS(f)の住友製
品です。バイク用として最適な電線です。
■販売単位
3m
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■特長
バイクハーネス用コネクターカバーです。カプラー接続部の保護にお薦めです。
また絶縁素材のため突発的なショートを防止する効果もあります。
サイズは全4種類をご用意しています。

コネクターブーツ
商品ID 価格（税込）　

325円
435円

3131
3132

 内径φ8 外径φ22 長さ65mm
内径φ12 外径φ31 長さ80mm

490円
540円

3133
3134

内径φ17 外径φ38 長さ90mm
内径φ20 外径φ50 長さ100mm

寸法

 S
M
L
LL

サイズ

旧車バイクのバッテリー配線に割り
込ませる際にお薦めです。強度のある
樹脂製・筒型ヒューズホルダーです。
電線サイズ 1.5sq
電線長さ 300mm
ヒューズ 10A (L31×φ6.4)

バッテリー配線用筒型ヒューズ
ホルダー旧車向けタイプA

5047 550円

純正シャリィワイヤーコードグロメット
（四角）、フレーム前の左側へ取り付け
する。
適合６ＶCF50-1000002-2599988
純正品番 32984-124-000

ホンダ純正シャリィワイヤー
コードグロメット（四角）

2379 300円

バッテリーからの電源取出し、アー
スコードの取り付けに適した丸型ギ
ボシです。
電線サイズ 0.5～1.25sq
穴径Φ 6mm

各グランドレベルの電位差を改善し
て各電装パーツにおける電位差を
減らし、各電装部品の性能を引き出
せるアシスタントパーツです。
適合 12Vモンキー、ゴリラ
付属品 無鉛耐熱導電グリスなど

アースコード、バッテリー電源
取り出し用丸型ギボシ5個入り

5023 320円

モンキーハイパー強化
アーシングキット

2361 1,850円

自動車のヒューズ切れの交換用、電
装品取付け時の電装品保護として
使用します。ミニサイズです。
発売中のコンバートキットの交換ヒ
ューズとして使用可能です。
W10.8×H16.0×D4.0mm
5ヶ入り

汎用平型ヒューズ。ホンダモンキー
のバッテリー配線ヒューズの予備と
してお薦めです。
10アンペア
5ヶ入り

ミニ平型ヒューズ10A 

5315 300円

平型ヒューズ10A

2469 210円

被覆をむかずに簡単に電源が取れ
る割り込みタップです。プライヤーで
しっかりとカシメてください。
適合電線 0.5～1.0mm2
5ヶ入り

ヒューズホルダー部は防水ゴムカバ
ー仕様です。
許容電流 20A、DC 6/12V/24V、
電線サイズ AWG14(2.00sq)、
電線長さ 130mm(±3)

タップコネクター

1625 210円

バイク・自動車向け
平型ヒューズ用ホルダー

4765 260円

キットバイクの交換ヒューズとしてご
使用できます。信頼のスタンレー社
製です。
10アンペア
L30×φ6.5mm
5ヶ入り

旧車バイクのバッテリー配線に割り
込ませる際にお薦めです。強度のある
樹脂製・筒型ヒューズホルダーです。
電線サイズ 1.5sq
電線長さ 300mm
ヒューズ 10A (L31×φ6.4)

スタンレー製ヒューズ管
１０Ａ 

3169 415円

コネクターブーツ250型
コネクター4 極タイプ

3135 325円

バッテリー配線用筒型ヒューズ
ホルダー旧車向けタイプB

5048 550円

475円

415円

455円

415円

逆ロック付き２５０型４極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各４ケ
メス側ロック付き

250型（オス側ロック付き）6極
カプラー オス、メス各1ケ
250型ギボシ オス、メス各6ケ

モンキー、ダックス、シャリィ、エイプ、
GROMのウインカーリレーハーネス
へ使用可能です。
250型2極Lカプラー1ケ
メスギボシ2ヶ

１１０型２極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各２ケ

１１０型４極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各４ケ

ロック付き２５０型４極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各４ケ
オス側ロック付き

１１０型３極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各３ケ

１１０型６極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各６ケ

２５０型２極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各２ケ

逆ロック付き２５０型６極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各６ケ
メス側ロック付き

バイクハーネス専用汎用ハーネスコ
ネクターブーツカバーです。
タイプ 250型コネクター4極
サイズ H18-W21-L58
配線穴Φ7

１１０型４極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各４ケ

１１０型６極端子
カプラー オス、メス×各１ケ
付属ギボシ オス、メス×各６ケ

２５０シェル逆ロック付き
コネクター４極カプラーギボシ付

3485 435円

２５０シェルロック付き
コネクター６極カプラーギボシ付

3486

250シェルコネクター2極カプラー
（ウインカーリレー用）

5022

１１０シェルロック付き
コネクター２極カプラーギボシ付

3482

１１０シェルロック付き
コネクター４極カプラーギボシ付

3483

２５０シェルロック付き
コネクター４極カプラーギボシ付

3484

１１０シェルロック付き
コネクター３極カプラーギボシ付

2450 390円

１１０シェルロック付き
コネクター６極カプラーギボシ付

2451

２５０シェルコネクター
２極カプラーギボシ付

2428

２５０シェル逆ロック付き
コネクター６極カプラーギボシ付

1960 475円

１１０シェルコネクター
４極カプラーギボシ付

2425

１１０シェルコネクター
６極カプラーギボシ付

2426

405円

445円

370円

435円370円
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ビックサイズホーンです。アメリカン
スタイルからヨーロピアンスタイルま
で、様々なカスタムに向いています。
取り付けボルトサイズ M8
本体直径φ95mm
厚み45mm/裏面ネジ部含む

エイプホーン移設ステー

3962 2,100円

純正モンキーサブハーネスホーン。
ホーンとメインハーネスの中間のハ
ーネスです。
適合 Z50J-1300000～1885477
純正品番 38105-088-730

ホンダ純正モンキーサブ
ハーネスホーン

2457 510円

1,030円

560円

4Lンキー用ホーンと取り付けの際に
必要なゴムグロメット、配線がセット
です。
適合 Z50J 1000001～1195595

ホンダ純正4Lモンキー
ホーン

2465 4,860円

SS50用ホーンです。 CT110のホー
ンとは取り付けステーは異なります
が、CT110フォークのヘッドライト
ステー穴と同ピッチのため取り付け
可能です。

SS50（CT110ハンターカブ）
6Vホーン100デシベル仕様

5400 1,880円

アルミ製ステムを使用した際にホーンの取り
付けに便利です。取り付けはフロントフェンダ
ー取り付けボルトを使用します。フェンダーと
ステムの間に挟むようにしてご使用いただき
ます。ステンレス製のため、耐久性に優れ、高
強度のホーンステーに仕上がっています。

モンキーホーンステース
テンレス製

2517

１２Ｖモンキーサブハーネスホーン、
ホーンの移設などに便利な“２０ｃ
ｍ延長コード”タイプ。
適合 モンキー/ゴリラ（12V） 
Z50J-2000001/AB27-1000001～

１２Ｖモンキーサブハーネス
ホーン２０ｃｍ延長コード

3068 620円

本体正面の8穴（φ9）がスタイリッシュ
な汎用12Vホーン。様々な車種にご使
用いただける汎用タイプホーンです。
電源 12V
取付け穴 M6
ホーン直径φ71.5

汎用6Vホーン
100デシベル仕様

5399 1,080円

ホンダ6Vモンキー、ダックスなどに
最適なホーン。ホーンは腐食に強い
三価メッキ処理を施しています。
ホーンユニット部外径 Φ70mm
取り付けステー穴 M8
音量 100dB±5

ベーシックホーン
6Vシルバー

4987 1,340円

純正ダックス初期型ホーン、
ミツバ製。
適合 ダックス初期型６V
純正品番 38100-124-721

ホンダ純正ダックス
初期型ホーン

3607 2,390円

電源 12V1.0A、
取付け穴 M6、
ホーン直径φ71.5、
電線接続端子 250型/ファスト端子

モンキー系CDI接続用カプラーセット。
２極カプラー 1ヶ
４極カプラー 1ヶ
シリコン製端子キャップ  6ヶ
メスギボシ端子 6ヶ

自動車等の配線に使用できる防水
コネクター2極セット。プロが信頼す
る住友電装株式会社部品を使用し
ています。
HM090型防水コネクター2極
適用電線 0.3～1.25sq

自動車等の配線に使用できる防水
コネクター2極セット。プロが信頼す
る住友電装株式会社部品を使用し
ています。
MT防水コネクター3極
適用電線 0.3～1.25sq

汎用12Vホーン
100デシベル仕様

5398 1,080円

モンキーＣ.Ｄ.Ｉ用
カプラーセット

3150 505円

HM090型防水コネクター
セット2極

5546

MT防水コネクター
セット3極

5545 590円

■特長
モンキーフォークにジャストフィットする設計。ホンダモンキー、ダックスなど
に使用が可能です。FIモンキーにも対応するためFフォーク用アース線を付属
しています。
■仕様
外径 Φ70mm、取り付けステー穴 M6、音量 100dB±5

12Vホーン 
商品ID 価格（税込）　

1,150円
1,150円

4682
4683

4682 4683

12V
12V

定格電圧

ステンレス
ブラック

カラー

■特長
ビックサイズホーンです。アメリカンスタイルからヨーロピアンスタイルまで、様
々なカスタムに向いています。 6、12Ｖ用をラインナップ！
■仕様
取り付けボルトサイズ M8
本体直径φ95mm
厚み45mm/裏面ネジ部含む
端子サイズ 平側端子250型オス/+、-共（ホーン本体側）

ビックサイズホーンクローム 
商品ID 価格（税込）　

1,800円
1,800円

5709
5710

6V
12V

定格電圧

クローム
クローム

カラー
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5816 9,990円

5819 6,804円

5,616円1,650円

1,750円

1,490円

1,440円

8,910円

3,900円

5820 6,239円

4118

5815 9,558円

3893 5,108円 3701

1175 825円5001 5,370円 1012

4763 1,030円 2249 5309 9,936円

1059 1,850円 0351 4762 1,030円

5029 370円 5028 1064 1,850円

1708 5,600円 3285 3286 5,000円

FIモンキーフライホイールAssy。
適合 モンキー（FI）
Z50J9AB271900001～※2017年夏
期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 31110-GFL-J41

ホンダ純正FIモンキー
フライホイールAssy

FIモンキーセンサーセット。取り付け
時に必要なOリングが付属します。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生
産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 16060-GFZ-003

ホンダ純正FIモンキー
センサーセット

FIモンキーアイドリングエアコントロール
バルブセット。適合 モンキー（FI）Z50J9 
AB27 1900001～※2017年夏期ま
で生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 16430-KTM-D22

ホンダ純正FIモンキーアイドリング
エアコントロールバルブ

純正6Vダックスイグニッションコイ
ルです。
適合車 6Vダックス
純正品番 30530-126-921

ホンダ純正６Ｖダックス
イグニッションコイル

FIモンキーステーターコイルCOMP。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生産のモ
ンキー（FI）へ適合します。
純正品番 31120-GBJ-M31

ホンダ純正FIモンキー
ステーターコイル

純正品番 30510-GF9-405
モンキーAB27-1900001～、モン
キー/ゴリラ/AB27-1000001～
（12V）Z50J-2000001～
※ＦＩモンキーは使用不可

ホンダ純正１２Ｖモンキー
イグニッションコイル

ドイツ製プラグコードを使用したハ
イパフォーマンス強化プラグコード。
高性能なカスタム電装パーツの性
能を如何なく発揮できます。緩みに
くい、シリコンキャップ仕様です。

強化プラグコード５コア
仕様（ドイツ製コード）

モンキー、ゴリラの12Vエンジン用
2次コイルです。当製品は取り付け
ステーM6ボルトがアーシングにな
っています。そのためボアアップ時に
2次コイルをシート下などのスペー
スに移動される車体にお薦めです。

12Vモンキー
イグニッションコイル

シャリィ12Vイグニッションコイル。
6V車に12V車エンジンを載せる際
にお薦めです。
純正品番 30500-GB2-003

ホンダ純正シャリィ12V
イグニッションコイル

モンキー・ゴリラ用レーシングプラ
グツインコード仕様、高出力をさら
に高める高性能プラグコード、ノー
マルプラグより5～10％のパワーア
ップが可能

モンキーゴリラレーシング
プラブコードシリコンチューブ

端子仕様の異なるCDIの配線加工
が不要になるコネクターです。5極
端子/1コネクターCD Iを純正
AB27(キャブレター車)モンキーの
メインハーネスにカプラーオンが可
能です。

ホンダ純正レジスター、シート上へ
取り付け。
適合 シャリィCF50-2700007～
ダックスST50-6300007～

明らかに点火が強くなり、燃焼効率
がアップすると高評価なイグニッシ
ョンコイルです。エンジン始動性が
改善され、全回転域に置けるパフォ
ーマンスアップが可能です。

更なる高みを目指すライダーのための
レーシングパフォーマンスCDIです。
優れた点火特性により、ノーマル
CDIを上回る出力を発揮します。
適合 AB26、シャリィ、キットバイク

ミニモト販売中のすべてのキットバ
イクに適合します。CDIカプラーの接
続極端子は5極タイプです。12Vダ
ックスAB26ハーネスにカプラーオ
ンが可能です。

端子仕様の異なるCDIの配線加工
が不要になるコネクターです。ホン
ダ純正AB27(キャブレター車)モン
キーのCDIを5極端子/1メインハー
ネスへカプラーオンが可能です。

12VダックスCDI用フレーム取り付
けゴム。スペアヒューズホルダーが
あります。
適合CDIサイズ W27×L22mm
純正品番 30401-GB4-770

カプラーは1つ、その中に5極端子
があります。
ダックスAB26、
純正品番 30410-141-751

更なる高みを目指すライダーのための
レーシングパフォーマンスCDIです。
優れた点火特性により、ノーマル
CDIを上回る出力を発揮します。
適合 モンキー、ゴリラ

適切な点火特性へ変化させること
で、相対的なパワーアップが可能。
スムーズな吹け上がりで快適な走
行を実現します。ツーリング走行や
ハード走行に適したCDIです。
適合 モンキー、ゴリラ

更なる高みを目指すライダーのための
レーシングパフォーマンスCDIです。
優れた点火特性により、ノーマルCDI
を上回る出力を発揮します。
適合 AB26、シャリィ、キットバイク

更なる高みを目指すライダーのため
のレーシングパフォーマンスCDIに
点火時期可変機能を装備しました。
スイッチングにより点火時期調整が
可能です。
適合 AB26、シャリィ、キットバイク

CDIカプラー
変換コネクタータイプB

ホンダ純正レジスター ASウオタニAS SPII汎用
ハイパワーコイル

ＴＷＨプログレス
レーシングCDI

12V CDI
ベーシックタイプ

CDIカプラー
変換コネクタータイプA

ホンダ純正12Vダックス
CDI用フレーム取り付けゴム

ホンダ純正ダックス
12V CDI

モンキーパワーレブ
レーシングデジタルCDI

ミニモトレーシングCDI レーシングパフォーマンス
ＣＤＩ５

ＳＰタイプレーシング
パフォーマンスＣＤＩ５

■特長
モンキーカスタムの定番のウオタニ製SPII汎用ハイパワーコイル専用ステーです。ホ
ンダモンキーフレームにボルトオンが可能でスタイリッシュに取り付けできます。ステ
ーは硬質アルマイトを施しクオリティのよい仕上げです。日本製です。
※当製品はステーの販売のため、コイル本体は別販売となります。
■適合フレーム 
モンキー/ゴリラノーマルフレーム※4Lモンキーもしくはそれ以前のフレームは適合
不可です。※取付けにはダウンマフラーへの変更が必要です。

SPIIハイパワーコイルモンキーフレームステー
商品ID 価格（税込）　

2,100円
2,100円

5335
5336

 シルバー
ブラック

2,100円5337 スカイブルー

ステーカラー

■特長
セラミック抵抗体内蔵のキャップの力が飛躍する、抜群のコンビネーション。コー
ドはシリコンを採用。キャップは実績のあるフェノール樹脂を使用しています。
ノイズの発生を抑えるセラミック抵抗体をキャップに内蔵しました。シリコンで包
み込んだコードは温度変化に強く、優れた耐久性と耐電圧性を実現しました。
■適合
ホンダ モンキー、ゴリラ、ダックス全年式

NGKパワーケーブル
商品ID 価格（税込）　

2,680円
2,680円

2822
2823

 L２K/イエロー
L３R/レッド

2,680円2824
2822 28232824

L１B/ブルー

メーカーコード/カラー
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1,425円

FIモンキーシリコンレクチファイヤーです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生産
のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 31700-196-000

FIモンキーのFIモンキーPGM-FIユニ
ットです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生産
のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 38770-GFL-J42

ホンダ純正FIモンキー
シリコンレクチファイヤー

5840

ホンダ純正FIモンキー
PGM-FIユニット

5850 17,928円5837 3,898円

FIモンキーイグニッションコイルです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～※2017年夏期まで生
産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 30510-GFL-J41

ホンダ純正FIモンキー
イグニッションコイル

NGKプラグ  
商品ID 価格（税込）　

390円
415円

2565
2825

モンキー(Z50J) 74～、シャリー50 88～、ゴリラ 78～
モンキー(Z50J) 74～、シャリー50 88～、ゴリラ 78～

1,440円
390円

2826
2828

モンキー(Z50J) 74～、シャリー50 88～、ゴリラ 78～
モンキー81～、モンキーR、Baja 91～、APE50 07～、APE50 08～、APE50 01～07、APE100 02～08､XR100モタード 05～､シャリィ 83～、ジャズ 86～、XR50R、マグナ 95～、ダックス 95～

415円
1,440円

2564 モンキー81～、モンキーR、Baja 91～、APE50 07～、APE50 08～、APE50 01～07、APE100 02～08､XR100モタード 05～､シャリィ 83～、ジャズ 86～、XR50R、マグナ 95～、ダックス 95～
モンキー81～、モンキーR、Baja 91～、APE50 07～、APE50 08～、APE50 01～07、APE100 02～08､XR100モタード 05～､シャリィ 83～、ジャズ 86～、XR50R、マグナ 95～、ダックス 95～

390円
415円

2827
2861 APE100 02~08 スーパーカブ100 94~

APE100 02~08 スーパーカブ100 94~

適合

1,440円
2830
2829 APE100 02~08 スーパーカブ100 94~

C5HSA
CR5HSA
CR5HIX
C6HSA
CR6HSA
CR6HIX
C7HSA
CR7HSA

プラグ番数

CR7HIX

■特長
信頼性抜群のNGKプラグ各種です。安定した着火性能、燃焼効率を実現。エンジ
ン本来の性能を引き出します。高性能なイリジュウムプラグもご用意しています。
■イリジウムプラグついて
・エンジンパワーパップイリジウムプラグはエンジン性能をパワーアップさせます。
上り坂などで力強さを発揮し、快適なライディングをお楽しみいただけます。・着
火性、始動性のアップイリジウムプラグは極細電極がすばやく着火し、エンジンの
始動性を高めます。火花のばらつきが少ないためアイドリングも安定します。

※画像はイリジウムプラグ

■特長
ホンダの車両にご使用が可能なレギュレーターです。モンキー、ダックス6、12V車の
他、エイプ用もあります。ハンターカブの12Vコンバート化にもご使用いただけます。
純正に比べてリーズナブルです。

レギュレーター
商品ID 価格（税込）　

1,440円
1,440円

0909
1609

12V
6V

1,900円1956 12V 半波整流

タイプ

モンキー、ダックス
モンキー、ダックス

エイプ、CT110、シャリィ3本スポーク車

タイプ

■特長
純正プラグコードと比較して、より強力な点火効果が発揮されます。
ボアアップエンジンに最適なストリートシリコンプラグコードです。
コード外径 φ7mm
長さ 1.5m

ストリートシリコンプラグコード　1.5m
商品ID 価格（税込）　

1,150円
1,150円

5712
5713

5712 5713

イエロー
ブラック

カラー

ホンダ純正レギュレーター
商品ID 価格（税込）　

7,180円
6,300円

2849
2850

31600-GW0-004
31600-GBL-871

ホンダ純正品番

シャリィ（ＣＦ）１２Ｖ車 シャリィ１２Ｖ車（３本スポーク車） 
ダックス１２Ｖ車（ＳＴ）モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～※ＦＩモンキーへは使用不可

適合

■特長
6Vのシリコンレクチファイヤーをレギュレーターへ変換するためのコネクター
キット。レギュレーター接続部分にコネクターブーツを設けカプラ部に直接水
がかからないよう簡易的な防水対策を施しています。
■内容
6Vレギュレーター、変換ハーネス、結束バンド、割り込みタップ

レクチファイヤをレギュレーターに変換するキット
商品ID 価格（税込）　

2,780円
2,780円

2040

2040

2043
 モンキー

タックス、シャリィCT110（国内）

適合

■特長
このハーネスをCDIに接続することで、トップギャ走行時のリミッターを解除します。
加速性能をアップさせエンジン本来のパワーを如何なく発揮できるパーツです。
一般道路走行時には必ず法的速度を
厳守して安全走行を行なってください。

リミッター解除コネクター
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

2462
2463

2462 2463

FIスーパーカブ・FIリトルカブ用リミッター解除コネクター
リトルカブ・ジョルカブ専用リミッター解除コネクター

商品名

HONDA　FIスーパーカブ５０カスタム　AA01-1700001～HONDA　FIリトルカブ　セル付き　AA01-4000001～※FI車４速ミッションバイク専用です。
HONDA　リトルカブ　C50-4500001～,AA01-3000001～HONDA　ジョルカブ　AF53-1000001～※ジョルカブ、リトルカブ４速車（セルモーター仕様）専用パーツです。

適合

■注意
ご使用中のコンデンサーのメーカーをご確認の上、ご注文ください。2タイプ
あります。

ホンダ純正コンデンサー
商品ID 価格（税込）　

1,400円
1,400円

2467
2468

2467 2468

 30250-041-005
30250-041-004

ホンダ純正品番

日立製
デンソー製

メーカー

■特長
日立製は日立マークがあるフライホイール専用、デンソー製はデンソーマーク
がポイントの内側にある（5mm
ほどの丸印、購入前にご確認くだ
さい）フライホイール専用。どちら
もグリスが既に塗られています。

ホンダ純正ポイントブレーカー
商品ID 価格（税込）　

2,190円
2,150円

2466
2554

2466 2554

2849 2850

Z50A/Z50Z６Ｖ CF70 1000002-2599988６Ｖ ST50-6300000Z50J 1000001-1195595
Z50A/Z50Z６Ｖ CF70 1000002-2599988６Ｖ ST50-6300000Z50J 1000001-1195595

適合

30202-041-015
30202-041-315

ホンダ純正品番

日立製
デンソー製

メーカー

Z50A/Z50Z６Ｖ CF70 1000002-2599988６Ｖ ST50-6300000Z50J 1000001-119559
６Ｖ CF70 1000002-2599988６Ｖ ST50 6300000６Ｖ Z50J 1300000-1885477６Ｖゴリラ

適合
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4,900円

4,400円

3,800円

3,800円

1,420円

4321 9,600円 5414

4322 9,600円 2982 4853 4,300円

5416 3,600円 5417

5419 3,800円 5418 5415 3,600円

0359 930円 3888 2431 2,830円

軽量アウターローター仕様のジェネ
レーター。純正よりも軽量なため、高
回転性能やピックアップ特性を向上。
ステーターコイルのコイル数を8個と
したことで、すぐれた発電性能を発
揮。ローター重量 約420g、12V用。

12Vモンキー軽量
アウターローターキット

66Vステーターコイル・ポイント点火仕様。
適合 SS50、C50Z2、C70Z2、C90
互換適合商品31141-086-004
31120-GBO-911
31120-GBO-000

6Vポイント点火用
ステーターコイル

適合 APE100/XR100モタード
(FI車使用不可)
点火方式 CDIローター
重量 約420g、
ローター発電能力 約50W/5000rpm

１２Ｖジェネレーターコイルタイプ２、コ
イル側配線全５本。
適合 モンキー/ゴリラ（12V）
Z50J-2000001/AB27-1000001～

ホンダ12Vモンキークランクケース
へ取り付けが可能ですが、配線はカ
プラーへ変更が必要です。110シェ
ルロック付きコネクター6極カプラ
ーギボシ付NO2451必要。

ホンダC50イグニッションコイル・
6Vポイント点火車用。年式により取
り付け方法が異なりますので、画像
と仕様にてご確認ください。
仕様 取付けボルト M6ボルト

ホンダDAXイグニッションコイル・
6Vポイント点火車用。年式により取
り付け方法が異なりますので、画像
と仕様にてご確認ください。
仕様 取付けピッチ79mm（M6ボルト）
純正互換性品番 30530-126-921

ホンダイグニッションコイル・6Vポ
イント点火車用。年式により取り付
け方法が異なりますので、画像と仕
様にてご確認ください。
取付けピッチ55mm（M6ボルト）
純正互換品番 30400-149-001

ホンダSS50/CD50イグニッション
コイル。
仕様 取付けピッチ79mm（M6ボルト）

ホンダC50イグニッションコイル・
6Vポイント点火車用。年式により取
り付け方法が異なりますので、画像
と仕様にてご確認ください。
仕様 取付けピッチ55mm（M6ボルト）

汎用タイプのセルスターターリ
レー。画像の配線はカプラーです
が、入荷時期により予告なくギボシ
へ変更になる場合があります。
12V電源専用

＜純正品番＞
31700-196-000、１２Ｖモンキー
シリコンレクチファイヤーです。

純正６Ｖレクチファイヤー
適合 CF70-10000022599988
Z50J-1000001ー1195595
Z50J-1300000ー1885477
純正 31700-124-008

APE100/XR100モタード
軽量アウターローターキット

１２Ｖジェネレーター
コイルタイプ２

12Vジェネレーター
コイル

ホンダC50
イグニッションコイル

ホンダDAX
イグニッションコイル

ホンダイグニッションコイル互換
品番30400-149-001

ホンダSS50/CD50
イグニッションコイル

ホンダC50
イグニッションコイル

１２Ｖ電源
セルスターターリレー

ホンダ純正１２Ｖモンキー
シリコンレクチファイヤー

ホンダ純正６Ｖ
レクチファイヤー

ホンダ純正12Vモンキー発電機部品  
商品ID 価格（税込）　

1,998円
10,044円

5079
5080

31131-GS9-020
31120-GT0-018

11,016円
11,448円

5081
5082

31120-165-A11
31110-GB5-943

11,448円5083 31110-165-A11

純正品番

ホンダ純正12Vモンキーステーターベース
ホンダ純正12Vモンキーステーターコイル・ミツバ製
ホンダ純正12Vモンキーステーターコイル・DENSO製
ホンダ純正12Vモンキーフライホイール・ミツバ製
ホンダ純正12Vモンキーフライホイール・DENSO製

商品名

■特長
ステーターコイルはミツバ製とDENSO製があります。購入前に実車の確認を
してください（刻印があります）。ステーターベースはミツバ、DENSO各社共
に共通品です。インジェクション車にはご使用いただけません。 
■適合
Z50J P/S/T/V/4/5/6（一部7を含む）

5081

50805079

12Vレーシングイグニッションコイル
商品ID 価格（税込）　

1,540円
1,540円

0833
5951

レッド
ブルー

1,540円
1,540円

5952
5953

イエロー
グリーン

カラー ■特長
シリコンプラグキャップ付きレーシングイグニッションコイルです。
エンジンの振動でも抜けにくいプラグキャップ素材。エンジン性能を引き出す
高性能コード仕様。
■製品詳細
本体端子接続カラー グリーン→マイナス
本体端子接続カラー ブラック→プラス
※モンキーの配線へ無加工で取り付けが可能です。
■適合
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
リトルカブ C50-4300001～/AA01-1000001～3999999
XR50R、CRF50F (AE03)
モンキーバハ全車種
ダックスAB26
マグナ50 (AC13)
※下記フレーム番号は適合不可。
モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～  

0833

カラーイメージ

5082 5083
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付属メインハーネスの4極端子
/250型へ防水カバーを設置、レク
チファイヤー部の配線はスリーブチ
ューブを使用し配線の保護効果を
アップ。取り付け説明書通りに装着
すれば、すぐに12V化できます。

2,300円

8,600円

6,700円

1,650円

当キットはAPEバッテリーレス車を
バッテリー搭載化にすることで、安
定した保安の作動が確保できます。
各社メーカーから発売のタコメータ
ー、LEDライト関連パーツが使用可
能です。

APEバッテリー化キット

4175 6,800円

半導体低加速センサーが車体の揺
れや振動をチェック。車体の揺れや
移動を感知してアラーム音で警告し
ます。
適合 AB27-1900001～

モンキーセキュリティキット
・インジゲーターランプ付き

5118 11,000円

ハンドルクランプへ取り付けする
USB2ポートキットです。配線2本の
シンプルなUSBポートキットです。
導通確認用に差し込み口面が青く
LED点灯します。

USB2ポートキットトータル
DC5V/2.1A ハンドルクランプ用

5119

ホンダGROM/MSXハーネスから
アクセサリー電源を取り出す場合に
使用します。グリップヒーター、USB
等のアクセサリー用電源の取り出し
に便利なACC分岐ハーネスです。

ＣＴ110ハンターカブ（ホンダ純正
6V）を12V化するためのコンバート
キット。別販売にて12V電球セット
もございます。
国内仕様は別途お問い合わせくだ
さい。特注にてお受けいたします。

Jazzのコンバート化キットに電球セ
ットが付属します。12V化へコンバー
トすることで、照明パーツが一段と明
るくなり夜間の走行も安心です。

プラグコードジョイントです。ホンダ
モンキーなどの外径φ8のプラグ
コードに適合します。

プラグキャップスタンダードタイプ。
ホンダモンキーなどの外径φ7～8
のプラグコードに適合します。
アングル 90°
プラグコード外径φ7～8mm

6Vモンキー、ゴリラを12V化にする
ためのコンバートキット。CDI接続部
分にコネクターブーツを設け、カプ
ラ部に直接水がかからないよう、簡
易的な防水対策を施しています。

12V化へコンバートすることで、照
明パーツが一段と明るくなり夜間の
走行も安心です。CA50G～CA50
ｓまで対応します。

4Lモンキーのレストアに最適な日
本製電球セットです。経年劣化の影
響がある電球をすべて交換可能な
フルセットです。

4Lモンキーの12Vコンバート化キ
ットと併せて交換するための電球セ
ットです。配線への負担に配慮し、あ
えてワット数を抑えたホンダ純正仕
様と同じワット数です。

ホンダGROM/MSX専用アクセ
サリー電源取り出し4極カプラー

4764 1,030円

ＣＴ１１０ハンターカブ６V
→１２V化コンバートキット

1950 7,700円

Jazz12V化コンバートキット
電球入りプレミアムパッケージ

4916

プラグコードジョイント
外径φ8用

5464 540円

プラグキャップスタンダード
タイプブラック

5463 864円

モンキー６V→１２V化
コンバートキット

1801

ダックス・シャリィ6V→
12V化コンバートキット

1922 7,000円

Jazz12V化コンバート
キット用電球セット

4917 3,600円

4Lモンキー電球
フルセット6V仕様

4790

4Lモンキー電球フルセット
12V化コンバート仕様

4791 1,650 円

スピードプロツインシリコンプラグコード  
商品ID 価格（税込）　

2,160円
2,160円

5495
5496

5495 5496

ブラック
レッド

カラー

■特長
強力なスパークを追求するため、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。
プラグコード自体が雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアを採用し低抵抗
化も実現。純正プラグコードと比較して、より強力な点火効果が発揮されます。
■仕様
コード外径 φ8mm
■長さ
1.5ｍ

12V化コンバート電球セット  
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

1803
1802

オレンジ
クリア

1,750円
1,750円

1916
1959

オレンジ
クリア

1,950円
1,950円

1949 オレンジ
クリア4563

レンズ色

モンキー
モンキー
ダックス
ダックス
CT110
CT110

車種 ■特長
コンバート化に伴い必要な12V電球をパッケージに
しました。メーター電球もセットに含まれます。ヘッド
ライト電球はワット数を高めに設定しています。その
ため12Vにした際のヘッドライトの明るさを体感で
きます。各電球は単品での販売も行っています。
■注意
レンズ色は電球の色ではありません。ウインカー本
体に装着されたレンズの色です。
■生産国
日本

1802 1959
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4012 3,500円 3910 3,200円

210円

221円

5,800円

3,200円

1,650円

1328 3,100円

5206 360円 0790 3733 3,900円

2152 4,100円 5836

2149 6,100円 2150 2151 4,100円

2291 2,160円 2143 2144 2,880円

2177 2,370円 4318 4837 1,950円

エイプにバッテリーを搭載する際に
必要なバッテリーケースの単品販
売です。ゴムバンドは純正シャリィゴ
ムバンドが付属します。

エイプバッテリー化コンパクト
バッテリーケース

６Ｖモンキー（５Ｌタンク）フレーム
用バッテリーケースです。日本製の
高精度バッテリーケースですので、
旧車レストアに最適です。ケース形
状は純正設計です。

６Ｖモンキーバッテリー
ケース

モンキー、ゴリラバッテリーケースを
アルミ製で製作しました。２.５ｍｍ
のアルミ板を使用した高品質なバッ
テリーケースです。バッテリーバンド
が付属します。ー

モンキーアルミ製バッテリー
ケースYTR4A-BS

バッテリーターミナルのナット・ボル
ト単品です。
L9.8×W6.8×t4.1mm
ネジサイズ M5
各2ヶ入り

バッテリーターミナルナット・
ボルト単品

モンキー、ゴリラの社外フレームに
付属のバッテリーケース専用バッテ
リーバンドです。純正のバンドと比
較してゴム部分が長い製品です。

モンキーバッテリーケース
バンド

ミニモトショップがホンダ・モンキー
バッテリーケースをアルミ製で製作
しました。２.５ｍｍのアルミ板を使
用した高級バッテリーケースです。
レギュレーター、CDI、ウインカーの
取り付けステーが備わっています。

モンキーアルミ製バッテリー
ケースYTR4A-BS

NO2144バッテリーとNO0789
バッテリーケースセット、
適合　AB27モンキー、AB27ゴリ
ラ、補償付き（詳細はHPをご覧下さ
い）

FIモンキーバッテリーB2バンドです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 
AB271900001～※2017年夏期ま
で生産のモンキー（FI）へ適合します。
純正品番 95012-13001

ホンダモンキーバッテリー）のセット
販売、ホンダＺ50Ｊ装備バッテリー
と同等品、補償付き（詳細はHPをご
覧下さい）

NO2144バッテリーとNO1329ア
ルミ製ケース（ミニモト特製・ホンダ
モンキーバッテリー）のセット販売、
ホンダＺ50Ｊ装備バッテリーと同等
品、補償付き（詳細はHPをご覧下さ
い）

NO2144バッテリーとNO1063バッ
テリーケースセット、
適合 AB26、ST50ダックス、AB26、
ST70ダックス、補償付き（詳細はHP
をご覧下さい）

コンバートキットに含まれるバッテリーのア
フターパーツ。カスタムでバッテリーの移設や
設置場所へ制限がある場合におすすめです。
コンパクトサイズのバッテリーです。
容量 12V 1.5Ah
サイズ W97×H51×D43mm

12Vモンキー、ゴリラなどに標準装
備のバッテリーです。MFバッテリー
ですぐにご使用が可能。
補償期間 ご購入日から6ヶ月間
サイズ H84×W111×D47mm

12Vダックス、カブなどに標準装備
のバッテリーです。MFバッテリーで
すぐにご使用が可能。
補償期間 ご購入日から6ヶ月間
サイズ H86×W111×D68mm

初期型シャリィ用6Vバッテリー
6N4-2A-4です。GSユアサ製（日本製）
電解液を同梱させていただきます。
サイズ H93×W70×D70mm

純正6Vバッテリー比で容量が2倍
以上にアップします。容量アップによ
る絶対的な信頼性の向上と安定し
た電流効率を約束します。
サイズ  H107×W70×D48mm
（端子含む）

純正6Vバッテリーケースにボルト
オンが可能です。12V化に最適なバ
ッテリーです。カブの場合は端子が
接触する可能性が高く、お薦めでき
ません。
サイズ H97×W70×D41mm

モンキーバッテリーＹＴ４Ｌ-
ＢＳ＆スチール製ケースセット

ホンダ純正FIモンキー
バッテリーB2バンド

モンキーバッテリーYTR4A-BS&
アルミ製ケースセット

モンキーバッテリーYT4L-BS&
アルミ製ケースセット

ダックスシャリィバッテリー
ＹＴ４Ｌ-ＢＳ＆ケースセット

モンキーダックスコンパクト
１２ＶバッテリーＷＲＣ１.５-１２

モンキーバッテリーＹＴＲ４
Ａ-ＢＳ２.３Ａｈ補償付き

ダックスシャリィバッテリー
ＹＴ４Ｌ-ＢＳ３.０Ａｈ補償付き

初期型シャリィ用バッテリー
6N4-2A-4

ＭＦ６Ｖ４.５Ａｈ
バッテリープレミアムパック

ＭＦ１２Ｖ２.３Ａｈ
バッテリープレミアムパック

ＧＳユアサ６Ｖバッテリー  
商品ID 価格（税込）　

5,900円
5,500円

2890

2902 2904 2905

2891
70.5×47×96mm
70.5×47×96mm

5,800円
5,800円

2892
2902

70.5×47×96mm
70.5×47×96mm

5,800円
9,500円

2903 70.5×47×96mm
70×47×106mm2893

最大外形寸法(長さ×幅×高さ)

6N2-2A
6N2-2A-7
6N2-2A-8
6N2-2A-4
6N2-2A-9
6N2A-2C

9,500円2894 70×47×106mm
9,500円
5,800円

2904
2895

70×47×106mm
71×71×96mm

5,800円

5,800円

2896 71×71×96mm

71×71×96mm2897

6N2A-2C4
6N2A-2C3
6N4-2A
6N4-2A-4

6N4-2A-8
5,800円2905 71×71×96mm
5,800円
5,800円

2906 71×71×96mm
71×71×96mm2907

6N4-2A-2
6N4-2A-7
6N4-2A-9

型式 商品ID 価格（税込）　最大外形寸法(長さ×幅×高さ)型式 ■特長
GSユアサ製のバッテリーを各種取り揃えています。電解液が付属してお客様
ご自身でご使用前に注入を行ってください。バッテリー型式をご確認の上ご
注文ください。モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィのバッテリーです。

メンテナンスフリー6Vバッテリー  
商品ID 価格（税込）　

2,470円
2,470円

2104

2104

2105
6v
6v

2,680円
2,470円

2106
2107

6v
6v

2,470円
2,470円

2108 6v
6v3288

電圧

6N2A-2C
6N2-2A-8

6N4-2A-4・6N2-2A
6N2A-2C-4
6N2A-2C-3

6N4-2A-8・6N2-2A-9
2,470円5213 6v
2,680円
2,680円

5214
5215

6v
6v

2,680円
2,680円

5216 6v
6v5217

6N2-2A-7・6N2-2A-4
6N4-2A
6N4-2A-2
6N4-2A-7
6N4-2A-9

型式

■特長
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィのメインハーネスにカプラーオンが可能
なバッテリーです。お手持ちのバッテリー型式を確認いただき同じ型式をご
注文ください。
※電解液はなく、即使用できます。　
■仕様サイズ
70（幅）ｘ48（厚み）ｘ107mm（高さ、端子含む）
※コネクター配線を含む高さは113mmです。取り付け車両の条件によって、
フレームやケースと干渉する場合がありますので、ご注文前に高さをご確認く
ださい。



バッテリー
ハーネス・配線・ホーンバッテリー
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1,917円

1,230円

ダックス車体専用のバッテリーバン
ド。バンドはホンダ純正６Ｖモンキ
ーバッテリー用としてもジャストフッ
トします。

カブ用のバッテリーボックスと取り付け部品
をセットにしました。
純正品番
バッテリーボックス 50380-GK4-631 1ヶ
バッテリークッション 50383-GK4-630 1ヶ
フランジボルト6mm 90111-147-000 2ヶ

厚さ2.5mmのアルミ板を使用した
高級バッテリーケース。 125ccエン
ジンのセル始動性や長期安定使用
を重視した3.0Ah（ホンダ純正モン
キーは2.3Ah）仕様。純正よりも大
きなバッテリーサイズです。

モンキー、ゴリラフレーム対応のス
チールフレームバッテリーケースで
す。このケースはYT4L-BSサイズ専
用です。バッテリー固定バンドが付
属します。純正よりも大きなバッテリ
ーサイズです。

ダックスフレーム用バッテリーケー
ス。ホンダ純正と同サイズ３.０Ａｈ
バッテリー用。YT4L-BSバッテリー
に使用が可能です。バンド付属 が付
属します。

ダックス・バッテリーバンド
３.０Ａｈ用

1092 210円

ホンダ純正カブバッテリー
ボックスセット

5846

モンキーアルミ製バッテリー
ケースYT4L-BS

1329 3,100円

モンキーバッテリーケース
＆バンド

0789

ダックスバッテリーケース＆
バンド(3.0Ah用)

1063 1,230円

SHORAIリチウムフェライト バッテリー  SHORAIバッテリーについて
商品名JANコード 価格（税込）　

10,100円
12,000円

LFX07L2-BS12バッテリー4897034420029
4897034420036
4897034420043
4897034420050
4897034420074
4897034420081
4897034420104
4897034420661
4897034420678
4897034420685
4897034420111
4897034420128
4897034420135
4897034420142
4897034420746
4897034420692
4897034420708
4897034420340
4897034420357

LFX09A2-BS12バッテリー
12,000円
14,500円

LFX09L2-BS12バッテリー
LFX12A1-BS12バッテリー

17,300円
17,300円

LFX14A1-BS12バッテリー
LFX14A2-BS12バッテリー

17,300円LFX14L2-BS12バッテリー
17,300円
17,300円

LFX14A4-BS12バッテリー
LFX14A5-BS12バッテリー

17,300円LFX14L5-BS12バッテリー
20,600円LFX18A1-BS12バッテリー
12,744円
20,600円

LFX18A2-BS06バッテリー
LFX18L1-BS12バッテリー

12,744円
22,900円

LFX18L2-BS06バッテリー
LFX19A4-BS12バッテリー

24,100円LFX21A6-BS12バッテリー
24,100円
28,892円

LFX21L6-BS12バッテリー
LFX24A3-BS12バッテリー

29,138円 LFX24L3-BS12バッテリー
4897034420364
4897034420371
4897034420388
4897034420395
4897034420401
4897034420296
4897034420722

31,496円
32,378円

LFX27A3-BS12バッテリー
LFX27L3-BS12バッテリー

38,858円
35,900円

LFX36A3-BS12バッテリー
LFX36L3-BS12バッテリー

1,100円充電器ケーブルキット(6V用)SHO-BMSCBL06
1,100円
9,500円

充電器ケーブルキット(12V用)SHO-BMSCBL12
バッテリーチャージャー(日本用)SHO-BMS01-JP

■SHORAIバッテリーのメリット
・自己放電率が少なくメンテナンス無しで1年後でも使用可能
・一切の加工無しで純正バッテリーと交換可能
・米国防総省のミルスペック適合のカーボンコンポジットプラスチックケースを採用
・速いクランキングが可能で始動性抜群・鉛バッテリーと比較して平均約1/5の超軽量
・超急速充電が可能・鉛や希硫酸等を一切使用しておらず、爆発する危険性がなく安全
・環境を破壊する鉛等を使用していないため、環境に優しい
■SHORAIバッテリーの特長
・超小型・超軽量・高耐久性、そして高出力で安全、環境に優しい、メリット尽くめの次世代バッテリー
SHORAI LFXシリーズ！
・Shorai Inc.（アメリカ）が製造・販売するバッテリーは、従来の鉛バッテリーとは全く異なった最新の
LifePO4 （※）テクノロジーを搭載した次世代のバッテリーです。
※LiPO（リチウムポリマー）ではありません！非常に安全な技術です。
■当店でのご購入についてミニモトはSHORAIバッテリーの正規取扱店です。国内代理店からの仕入れ
のため、保証、アフターサービスが受けられます。

SHORAI公式サイト

12Vダックスバッテリーケース類  
商品ID 価格（税込）　

1,290円
2,950円

2222

2222

5031
50661-098-010ZA
50325-126-900

純正品番

上ゴムカバー
ケース

部品名

■特長
ダックスAB26用のバッテリーケースです。
■仕様
適合バッテリー YT4L-BS

12Vシャリィバッテリーケース類  
商品ID 価格（税込）　

14,580円
260円

2381
2382

50325-124-000
95012-12001

640円2385 31502-086-017

純正品番

ケース
バンド

プラスチックバンド

部品名

■内容
すでに廃盤となった6Vシャリィのス
チール製バッテリーケースです。
■適合バッテリー
形式 6N4-2A-4
■適合
CF50/70 1000002～2599988
※Ｋ0～1まで適合します。

12Vモンキーバッテリーケース  
商品ID 価格（税込）　

320円
3,970円

1265
2868

2868

95012-13001
50380-181-930

純正品番

バンド
ケース

部品名

■特長
12Vキャブレター車用のケースとゴムバンドです。純正品で高品質です。
■適合バッテリー
バッテリーYTR4A-BS
■適合 
モンキー/ゴリラZ50J-2000001～/AB27-1000001～
※キャブレター車のみご使用が可能です。

SHORAI バッテリーチャージャー 専用充電器 ケーブルキット

バッテリー本体

5031

2381 2382 2385



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

ウィンカー
ウィンカー
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4204 6,000円 4205 6,000円

5,800 円

6,000円

2,100円

2,600円

5841 3,002円

0992 5,800円 1000 1001 5,800円

0141 3,600円 2449 1278 6,400円

4835 2,680円 4836 0991 5,800円

2541 1,030円 4832 4834 2,400円

高照輝度なＬＥＤ球１６個で抜群の
明るさを発揮します！モンキー用設
計のためアーシングは丸型ギボシ
仕様電源は、そのままギボシ接続が
可能です。12V、M8ボルト。

LED丸型ウインカーアルミ製
メッキ/クリア

高照輝度なＬＥＤ球１６個で抜群の
明るさを発揮します！モンキー用設
計のためアーシングは丸型ギボシ
仕様電源は、そのままギボシ接続が
可能です。12V、M8ボルト。

LED丸型ウインカーアルミ製
メッキ/オレンジ

FIモンキーウインカーリレーです。取り
付け時に必要なゴム製のサスペンショ
ンが付属します。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）へ適合します。

ホンダ純正FIモンキー
ウインカーリレー

チョッパータイプはシンプル、
シャープな流線型デザインとミック
スして人気の高いデザイン。アルミ
本体にメッキを施し、高品質なウイ
ンカーに仕上げています。12V、
M10ボルト。

１２Ｖウインカーチョッパー
タイプメッキオレンジ

定番のヨーロピアンウインカーは車
種を問わず人気の高いデザイン。ア
ルミ本体にメッキを施し、高品質な
ウインカーに仕上げています。12V、
M10ボルト。

１２Ｖウインカーヨーロアン
メッキクリア

定番のヨーロピアンウインカーは車
種を問わず人気の高いデザイン。ア
ルミ本体にメッキを施し、高品質な
ウインカーに仕上げています。
12V、M10ボルト。

１２Ｖウインカーヨーロピアン
メッキオレンジ

やや大きめのクリアーレンズ付きウ
インカーです。
リフレクターはクロームメッキの渦
状カッティング仕様のため、発色の
よい点滅が特長です。
12V、M10ボルト。

クリアーレンズウインカー

モンキー・ゴリラ用ＬＥＤ１２Ｖクリアレン
ズウインカー高彩度なＬＥＤ球１２個で
抜群の明るさを発揮！
スチールメッキ、レンズ直径 Ｗ３６.５ｍｍ 
ボディサイズ Ｌ７２ｍｍ、電源 ＤＣ１２Ｖ
取り付けボルト Ｍ８ボルト

LEDイタリアンクリア
ウインカー

モンキー・ゴリラ用ＬＥＤ１２Ｖクリアレ
ンズウインカー。小型なボディにクリア
ーレンズを組み合わせた最小限サイズ。
スチールメッキ、レンズ直径 Ｗ５１×Ｈ
２１ｍｍ ボディサイズ Ｗ７０ｍｍ×Ｄ２
３ｍｍ、電源 ＤＣ１２ＶＭ８ボルト

LEDスモールダイアモンド
クリアウインカー

高輝度LEDウインカー。軽量で高強
度のアルミ製ボディにLEDを装備。
スタイリッシュな形状のクリアウイ
ンカー。
取り付けボルトサイズ M8

LEDウインカーストリート
シリーズタイプ4

高輝度LEDウインカー。軽量な樹脂
製ボディにLED9ヶを装備。スタイリ
ッシュな形状のオレンジレンズウイ
ンカー。
取り付けボルトサイズ M8

LEDウインカーストリート
シリーズタイプ5

チョッパータイプはシンプル、
シャープな流線型デザインとミック
スして人気の高いデザイン。アルミ
本体にメッキを施し、高品質なウイ
ンカーに仕上げています。12V、
M10ボルト。

初期型ダックスウインカー交換レンズ。
クリアカラーレンズ
左右セット

高輝度LEDウインカー。アルミ製
キャストボディにLED12球を装備。
スタイリッシュな形状のウインカー。
ボルトサイズ M8

高輝度LEDウインカー。軽量で高強
度のアルミ製ボディにLEDを装備。
スタイリッシュな形状のクリアウイ
ンカー。
取り付けボルトサイズ M8

１２Ｖウインカーチョッパー
タイプメッキクリア

初期型ダックスウインカー
クリア平らレンズ

LEDウインカーストリート
シリーズタイプ1

LEDウインカーストリート
シリーズタイプ3

12Vモンキーウインカー初期型  
商品ID 価格（税込）　

4,400円
4,400円

1585

1585

1586
4,400円1588

1588

1172 1173

メッキ/オレンジ
メッキ/クリア

ブラック/オレンジ

ボディ/レンズ

■特長
高品質なモンキー用ウインカーです。4Lモンキーと同じ形状ですが、電球は入
手がしやすい、最近の12V電球が使われています。お好みに応じて選択が可能
な3タイプのウインカーをご用意しています。
■仕様
DC12V電源
※電球交換の際にはG10型をご購入ください。

6Vモンキーウインカー初期型  
商品ID 価格（税込）　

3,500円
3,500円

1172
1173

クリア
オレンジ

レンズ

■特長
6Vモンキーウインカーです。5Lモンキー用と比較して一回り小ぶりのサイズ
です。4Lモンキー用ウインカーと同サイズです。
■仕様
DC6V電源
■注意
中国製のため左隣の製品より品質は劣ります。

初期型ダックスウインカー
商品ID 価格（税込）　

2,980円
2,980円

1587
1955

1587 1955

オレンジ
クリア

レンズ

■特長
初期型ダックス用のウインカーです。6V電球付きでレストアにすぐご使用が可
能です。レンズカラーは2色をご用意しています。
■仕様
DC6V電源ボディカラー メッキ、平レンズ

初期型ダックスウインカー
商品ID 価格（税込）　

2,980円
2,980円

2539
2540

2539 2540

オレンジ
クリア

レンズ

■特長
初期型ダックス用のウインカーです。6V電球付きでレストアにすぐご使用が可
能です。レンズカラーは2色をご用意しています。
■仕様
DC6V電源ボディカラー メッキ、凸レンズ

初期型ダックス凸ウインカーレンズ
商品ID 価格（税込）　

1,030円
1,030円

1595
2680

1595 2680

オレンジ
クリア

レンズ

■特長
初期型ダックスウインカー交換レンズです。
■入り数
2ヶ
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1～100Wの幅広いワット数に対応
したウインカーリレーです。入念な
シーリングを施し、防水性をアップさ
せています。
12V電源
端子数 2極

ワイドワットウインカー
リレー

3817 2,600円

純正モンキーウインカーレンズ。
適合 Z50J-1300000～1885477、
Z50J-200000～
入り数 １ケ
純正品番 33402-163-005

ホンダ純正モンキー
ウインカーレンズ

2477 270円

1,600円

1,700円

6Vシャリィリヤーウインカーステー。
メッキカラー。
適合 6Vシャリィ4本スポーク車
純正品番 33656-124-000

ホンダ純正６Ｖシャリィ
リヤーウインカーステー

4120 2,300円

耐久性抜群のウインカーリレー。FI
モンキー、キャブレターモンキー問
わず使用が可能です。
12V電源
端子数 2極

モンキーゴリラＬＥＤ高品質
１２Ｖウインカーリレー２極

1862

耐久性抜群の3極端子ウインカーリ
レー。LEDウインカー、電球ウイン
カーいずれにも使用可能です。
12V電源
端子数 3極

高品質１２ＶＬＥＤ
ウインカーリレー３極

1280 1,650円

スモークレンズの透過効果によって
ウインカーがスタイリッシュに生ま
れ変わります。
適合 モンキー、ゴリラ、エイプ

12Vモンキーエトルリアウインカー
スモークレンズセット2個入り

4686 1,800円

汎用M8ネジウインカーがナンバー
横に取り付け可能。原付ナンバー向
けの設計です。ウインカーがナン
バー横へ取り付けできるため、ウイ
ンカーが他パーツ類と干渉しにくい
ステーです。

ウインカーステーナンバー
プレート横取り付けＭ８用

4206

FIモンキーモンキーパワーリレーです。
適合 モンキー（FI）Z50J9 AB27 
1900001～
※2017年夏期まで生産のモンキー（FI）
へ適合します。
純正品番 38501-MCS-G01

ホンダ純正FIモンキー
パワーリレー

5842 801円

4L モンキーウィンカー電球  
商品ID 価格（税込）　

490円
490円

4792
4793

2ヶ
2ヶ

入り数

6V8W
12V8W

電球ガラス色

クリア
クリア

電球ガラス色

■特長
4Lモンキー用の電球2個入りです。12V電源用はコンバートキット取り付け
後にお使いください。
※５Lモンキーなどには使用できません。
■仕様
ウインカー球タイプ 8WBA9s/T10
■入り数
2ケ

L型ウインカーステー  
商品ID 価格（税込）　

825円
825円

1324
3905

825円4594

M6×M8
M6×M10

825円4595

2ヶ
2ヶ
2ヶ

入り数

2ヶ
M6×M8
M6×M10

取り付け穴

シルバー
シルバー
ブラック
ブラック

カラー

■特長
アルミ素材を使用した高品質な日本製のウインカーステーです。
ネジサイズに応じてご使用が可能な4種類をご用意しています。

ウインカー電球各種  
商品ID 価格（税込）　

415円
415円

1594
1593

1594 1593

2ヶ
2ヶ

1,440円3351

3351

4ヶ

入り数

12V10W
12V10W

415円1592 2ヶ
415円1591 2ヶ

12V10W
6V10W
6V10W

定格電力

オレンジ
クリア

クローム/オレンジ
オレンジ
クリア

電球ガラス色

■特長
モンキー、ゴリラ、ダックスなどにご使用が可能な電球です。オレンジ球はクリ
アレンズなどにご使用が可能です。
■適合
５Lモンキー、ダックスなど
※4Lモンキー、Jazzなどはソケット形式が異なるため、取り付けできません。

モンキーウインカーレンズ  
商品ID 価格（税込）　

825円
825円

3356
3357

2ヶ
2ヶ

620円3358 2ヶ

入り数

オレンジ
クリア
オレンジ

620円3359 2ヶクリア

レンズカラー

4L
4L

5L/FI/AB26
5L/FI/AB26

適合

■特長
各年代のウインカーレンズです。
5LモンキーレンズはダックスAB26にも使用が可能です。
クリア、オレンジなどお好みで選択ください。
■入り数
 2ヶ

ウインカーリレー  
商品ID 価格（税込）　

1,440円
1,440円

1608
0358

6V
12V

電圧

■特長
モンキー、ダックス用の電球ウインカーリレーです。一般的な8、10W電球に
対応します。
■適合
電球タイプでご使用が可能です。
LEDへはご使用できません。

45953905

33593356

260円

純正ウインカーリレー止めゴム。
適合 Z50A/Z50Z Z50J 
1000001-1195595 CF50 
1000002-2599988 6V
ダックス6V車・(ST初期)
純正品番 38306-292-000

ホンダ純正ウインカー
リレー止めゴム

2705
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2049 930円 1245 1,850円 2544 1,540円

5920 5921

5889 5890

モンキー用ステムにヘッドライトを
取り付けするためのステー。頑丈な
厚さ3.8mmのステンレス製ステー
です。フェンダー取り付け穴を使用
し、取り付けボルトM10のヘッドラ
イトが取り付け可能です。

ヘッドライトステー
モンキーフェンダー穴用

3275 1,230円

モンキーヘッドライト回りのドレス
アップにお薦め。キャプボルトと共に
取り付けすれば、センスの良いバイ
クに仕上がります。
キャップボルトネジM8、2ヶ入り

アルミ製アルマイトロゼット

モンキー、ゴリラフロントフォーク用
の汎用ヘッドライトステー。サイズ調
整は市販のゴム板をご使用ください。
材質 アルミ製
取り付けステーパイプ径φ31mm
ライト取付穴径 φ10.5mm

モンキーヘッドライト
ステーアルミ製

スタンダードデザインはミニバイク
にも適したヘッドライトステー。
カラー クロームメッキ
取り付け径 φ30～38mm
ライト取付穴径 φ10.5mm

ヘッドライトブラケット
スチール製

ヘッドライトカバー各種  
商品ID 価格（税込）　

3,100円
3,100円

1932
1933

4Lモンキー
4Lモンキー

2,880円2161
3,100円2179

4Lモンキー

3,400円2058
4Lモンキー
5Lモンキー

車種

マーシャル
HONDAウイング
前面のみタータン赤

タータン赤/マーシャル
無地

3,600円2470
3,600円2471

5Lモンキー
5Lモンキー

マーシャル
HONDAウイング

デザイン 商品ID 価格（税込）　

3,400円
3,600円

2057
2472

3,600円2473

AB26ダックス
AB26ダックス

3,600円4644
AB26ダックス

3,600円4645
初期型ダックス
初期型ダックス

車種

無地
マーシャル

HONDAウイング
マーシャル

HONDAウイング

デザイン ■特長
クラシカルカスタムの定番ヘッドライトカバー、国内工場にて生産をすること
で、安心してご使用できる品質に仕上がっています。

アルミ製ヘッドライトブラケット  
商品ID 価格（税込）　

4,400円
4,400円

1629
4103

26mm
31mm

フォークφ

■特長
ヘッドライト、ウインカー取り付けボルト穴はM8,10のボルトサイズに対応し
ます。
■仕様
ヘッドライトステー有効長100mm
■付属品
M8,10変換用ウインカー穴カラー

モンキーヘッドライトバイザー  
商品ID 価格（税込）　

930円
930円

1161
2792

2792

ショート/ツバ長さ40mm
ロング/ツバ長さ70mm

タイプ

■特長
ステンレス製のモンキー用ヘッドライトバイザーです。ヘッドライトレンズ上へ取り付
けするアクセサリーパーツです。取り付けの際にはレンズを一旦外す必要があります。
■適合
モンキー（ＦＩ） Z50J9 AB27-1900001～
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J-2000001～/AB27-1000001～
モンキー3.1PS（6V） Z50J-1600008～1805927
モンキー2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400
※6Vゴリラへは取り付けできません

4Lモンキーライトスペーサー  
商品ID 価格（税込）　

875円
875円

1796
1797

2
2

入り数

レッド
ブラック

カラー

■特長
5L/FIモンキーフォークヘッドライト用スペーサー。このスペーサーを使えば4Lモ
ンキーヘッドライトを5L/FIモンキーヘッドライトステーへ取り付けが可能です。
アルミ製アルマイト処理済みスペーサーです。
■生産国
日本

33593356

46454644

ホンダ純正シャリィフロントウインカー  
商品ID 価格（税込）　

2,149円
2,786円

5889
5890

左側
右側

タイプ

33400-124-P00
33400-028-P00

ホンダ純正品番 ■特長
シャリィのフロントウインカーです。
■適合
CF50 CF50 K1 CF70 CF70 K1

5091

ホンダ純正12Vモンキー組み立て済みウインカー   
商品ID 価格（税込）　

2,689円
2,689円

5088
5089

右前
左前

タイプ

■内容
ホンダ純正12Vモンキー組み立て済みウインカーです。
電球、パッキン、レンズなど組み込み済みです。
■仕様
電球 12V10W
※取り付けボルトは付属しません。
■内容品
ウインカーは1ヶ単位で販売です。

2,689円
2,689円

5090
5091

右後
左後

33400-165-A01
33450-165-A01

ホンダ純正品番

33600-165-A01
33650-165-A01

ホンダ純正モンキーダックス前又は後ウインカー
商品ID 価格（税込）　

1,490円
1,490円

5920
5921

左前又は右後
右前又は左後

タイプ

3450-098-505
33400-098-505

ホンダ純正品番

■特長
モンキー、ダックス前又は後ウインカーです。
統一品番となり、配線のカラーは水色です。
■適合 
ダックスST50H ダックスST70H モンキーZ50J-4L モンキーZ50J1-4L
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1,750円

1,850円8,000円

12Ｖ35/35Ｗヘッドライトハロゲン
HIR球5000K(BA20D)。ホワイト球
よりも明るい“ハロゲンHIR球”です。
適合車両 キットバイク専用バルブ球

キットバイク用ヘッドライト電球、ス
モール電球にコネクターがセットで
す。電球は付属いたします。

当社発売のキットバイク用ヘッドラ
イトレンズ＆リムセットです。
内容
ヘッドライトレンズ＆リム 1式
※電球、コネクターは付属しません。

キットバイク専用ヘッドライトスモー
ルランプ電球。
定格電力(W) 5.0
定格電圧(V) 12
口金 W2.1×9.5d
ガラス球形式 T10

１２Ｖモンキー、エイプなどに使われているソケ
ットＡｓｓｙヘッドライト。ＨＩ/ＬＯ切り替タイプ。
純正品番 33130-GBJ-013と互換性があります。
取り付けすると、純正よりガタが大きいですが、
ご使用上は問題ありません。又、取り付けする際
に渋いことがあります。

ダックスAB26用メッキヘッドライト
ブラケット。
取り付け寸法
ライトステーピッチ 130mm
ウインカー穴サイズ 10mm

キットバイク用ニュートラルランプイン
ジゲーター＆コネクターセットです。
内容
ニュートラルインジゲーター 1式
※電球は付属いたします。

重厚感のある高品質ヘッドライトス
テーです。
ステー材質 スチール製
取り付け径 φ27～39mm
ライト取付穴径 φ10.5mm
ウインカー穴 φ9.9mm

30/31mmフロントフォーク用ア
ルミヘッドライトステー。
NSR、エイプ、XR50・100用ヘッ
ドライトステーとして使用可能。取
り付けの際に別途平板ゴムが必
要です。

12Ｖ35/35Ｗヘッドライトハロ
ゲンHIR球5000K(BA20D)

3362 1,230円

キットバイク用ヘッドライト
電球＆スモール電球セット

5255 1,900円

キットバイク用ヘッドライト
レンズ＆リムセット

5253

キットバイク用ヘッドライト
スモールランプ電球

5011 260円

ソケットＡｓｓｙ
ヘッドライト

2965 565円

ダックスAB26用ヘッド
ライトブラケットクローム

1724

キットバイク用ニュートラルランプ
インジゲーター＆コネクター

5254 1,100円

ヘッドライトステー
スチール製メッキ

2545 2,880円

ヘッドライトステーアルミ
製ビレッド

1583

商品ID 価格（税込）　

360円
850円

1853
4222

12Vモンキー※AB27/FI/APEは適合不可
H4モンキーヘッドライト用

ホンダ純正品番

12Vモンキーヘッドライトコネクター
H4ヘッドライトコネクターモンキーハーネス用

550円4269
1853 4222 4269

6Vモンキー,6Vゴリラ6Vダックス,6Vシャリィ6Vモンキーダックス用ヘッドライトコネクター

商品名

P15d-25-1　HI/LO
H4　HI/LO

P15d-25-1　HI/LO

金口

ホンダ純正ニュートラルランプパーツ  
商品ID 価格（税込）　

1,660円
1,280円

2886
3717

37230-165-670
37550-181-92037561-165-67287122-GT4-710(各1）

ホンダ純正品番

モンキーLEDインジケーター
ニュートラルグロメット周辺パーツ

690円3718

2886 3717 3718

37226-165-672ソケットニュートラルパイロット

商品名

■特長
ホンダ12Vモンキー用のニュートラルランプ部品です。コネクター、シール類などを扱っています。
■適合
モンキー、ゴリラ12V Z50J-2000001～AB27-1000001～※FIモンキー使用不可

ヘッドライトコネクター各種  
価格（税込）　

■特長
モンキー、ダックスなどに適合するコネクターです。6、12V以外にLED向けH4ヘッドライト
コネクター用もご用意しています。各年代の車体、カスタムの仕様に応じてご選択ください。

ホンダ原付適合のヘッドライト電球各種  
商品ID 価格（税込）　

1,130円4268
3986

P15d-25-1
P15d-25-1

金口

SPホワイト
クリア 400円

360円3223 P15d-25-1クリア
2573 P15d-25-1クリア 390円

310円1874 P15d-25-1クリア
1,130円0976 P15d-25-1SPホワイト

ガラス色

6V
6V
6V
12V
12V
12V

電圧

19L
19L
T19
T19
T19
ー

ガラス形状

15/15W
15/15W
15W
15W

30/30W
30/30W

定格電力

■製品について
モンキー、ダックス、シャリィなどに適合するPH7型ヘッドライト電球、格段に
明るいスーパーホワイトヘッドライト電球、通常の電球も発売中です。
6Vの初期型に対応するロウビームのみの電球もあります。
SPホワイト=スーパーホワイトの略称です

モンキーヘッドライト用アイロンプロテクター
商品ID 価格（税込）　

3,400円
3,400円

5596
5597

シルバー
ブラック

カラー

■特長 
頑丈な鉄製フレームプロテクターです。太めのパイプ径φ3.1でヘッドライト回り
を個性的かつスタイリッシュに演出します。純正ヘッドライトステーにスクリーン
を取り付けした状態を想定して幅を広めに設定しました。スクリーンを併用しな
い場合は付属のクリアランス調整スペーサーを使い取り付けてください。
■適合
モンキー（FI） Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ（12V） Z50J 2000001～/AB27 1000001～
モンキー3.1PS（6V）Z50J1600008～1805927、モンキー2.6PS（6V）Z50J1300017～1510400

スタンレー電球小箱入り  
商品ID 価格（税込）　

2,200円
1,900円

4430
4431

ヘッドライト
テールランプ

用途

12V25/25W
12V18/5W

仕様

■特長
信頼性の高いスタンレー製電球小箱入り販売です。ご使用頻度の多い業者
様にもお薦めです。
■適合
モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリィ
■入り数
10ヶ

4268

取り付けイメージ

3,035円4641 490円 5049 2700 2,460円

CT110用12Ｖの電球です。
※12V球はコンバート化済みの車
両へご使用いただけます。

ホンダ純正ダックスヘッドライトケ
ース。カラーはメタリックレッド。おに
ぎりメーターが取り付けできます。
カラー メタリックレッド
純正品番 61301-056-672ZA

純正６Ｖゴリラ用ヘッドライトケース。
カラーブラック
適合 ゴリラ3.1PS（6VZ50J-1600008～1805927
ゴリラ2.6PS（6V） Z50J-1300017～1510400
純正品番 61301-115-010ZJ

小糸製12Vヘッドライト
電球CT110用

ホンダ純正ダックスヘッド
ライトケース

ホンダ純正６Ｖゴリラ用
ヘッドライトケース
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ダックス・シャリィ用ヘッドライト
6Vダックスガラスレンズセット_a

商品ID 価格（税込）　

4,000円4243 

4246

4248

4254

4247 

4263

4264

4533 

4539 

4541 

1662

適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ブラックスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
電球

4,000円4244 初期型ダックス、シャリィ レッドスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
4,000円4245 初期型ダックス、シャリィ ホワイトスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
4,000円4246 初期型ダックス、シャリィ ブルースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
4,000円4247 初期型ダックス、シャリィ クロームスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

レンズ色

ガラス
ガラス
ガラス
ガラス
ガラス

6Vダックスマルチリフレクターセット_b
商品ID 価格（税込）　

5,000円4248 
適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ブラックスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
電球

5,000円4249 初期型ダックス、シャリィ ブラックスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4250 初期型ダックス、シャリィ ブラックスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4251 初期型ダックス、シャリィ ブラックスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4252 初期型ダックス、シャリィ レッドスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

レンズ色

クリア
ブルー
イエロー
グレー
クリア

5,000円4253 初期型ダックス、シャリィ レッドスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4254 初期型ダックス、シャリィ レッドスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4255 初期型ダックス、シャリィ レッドスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4256 初期型ダックス、シャリィ ホワイトスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

ブルー
イエロー
グレー
クリア

5,000円4257 初期型ダックス、シャリィ ホワイトスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4258 初期型ダックス、シャリィ ホワイトスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

ブルー
イエロー

5,000円4259 初期型ダックス、シャリィ ホワイトスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W グレー
5,000円4260 初期型ダックス、シャリィ ブルースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W クリア
5,000円4261 初期型ダックス、シャリィ ブルースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4262 初期型ダックス、シャリィ ブルースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

ブルー
イエロー

5,000円4263 初期型ダックス、シャリィ ブルースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W グレー

a

b

b

b

b

(注1）初期型ダックス、シャリィヘッドライトレンズを取り付けする場合は、レンズリム裏側のツメを少し広げる必要があります。
(注2）初期型ダックス、シャリィヘッドライトケースへ取り付けする場合はケースとレンズリムの間に隙間が発生します。
(注3）12V電球タイプです。金口BA20Dの6Ｖ電球はお取り扱いをしておりません。        
ダックスAB26はライト幅が異なるため、カラーを使えば取り付けすることが可能です。
※略称 ヘッドライトケースのレッドはワインレッド、ブルーはメタリックブルーです。

6Vダックスヘッドライトケース(注1）_c
商品ID 価格（税込）　

2,370円4532 
適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ブラックー
電球

2,370円4533 初期型ダックス、シャリィ レッドー
2,370円4534 初期型ダックス、シャリィ ホワイトー
2,370円4535 初期型ダックス、シャリィ ブルーー
2,370円4536 初期型ダックス、シャリィ クロームー

レンズ色

ー
ー
ー
ー
ー

2,370円4589 初期型ダックス、シャリィ ソリッドレッドー ー

5,000円4264 初期型ダックス、シャリィ クロームスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4265 初期型ダックス、シャリィ クロームスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4266 初期型ダックス、シャリィ クロームスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
5,000円4267 初期型ダックス、シャリィ クロームスーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

クリア
ブルー
イエロー
グレー

6Ｖダックス用マルチリフレクター交換レンズ(注2）_d
商品ID 価格（税込）　

2,880円4537 
適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
電球

2,880円4538 初期型ダックス、シャリィ ースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
2,880円4539 初期型ダックス、シャリィ ースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
2,880円4540 初期型ダックス、シャリィ ースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W

レンズ色

クリア

6Ｖダックス用ガラスレンズ(注2）_e
商品ID 価格（税込）　

1,800円4541 
適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ースーパーホワイトバルブ　P15d-25-1　6V15/15W
電球 レンズ色

ガラス

ブルー

6Ｖダックスヘッドライトメーター付属セット(注3)_f
商品ID 価格（税込）　

8,000円0712
適合

初期型ダックス、シャリィ
ケース色

ホワイト12Ｖ35/35ＷBA20D
電球

8,000円1662 初期型ダックス、シャリィ ブルー12Ｖ35/35ＷBA20D

レンズ色

ガラス
ガラス

イエロー
グレー

b

c

d

e

f



ヘッドライト
ヘッドライト

111

4Lモンキーヘッドライト_a
商品ID 価格（税込）　

4,800円1924 
適合

4L、5L、FIモンキー (注1)
ケース色

クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
電球

4,800円1857 4L、5L、FIモンキー (注1) マッドブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
4,800円1923 4L、5L、FIモンキー (注1) レッドスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W

レンズ色

ガラス
ガラス
ガラス

モンキーマルチリフレクターメーターマウントなし_b
商品ID 価格（税込）　

5,000円1002 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
電球

5,000円4548 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,000円4549 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,000円4550 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,000円1003 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W

レンズ色

クリア
グレー
イエロー
ブルー
クリア

5,000円4551 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W グレー
5,000円4552 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W イエロー
5,000円4553 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W ブルー

モンキーマルチリフレクター5L/FIモンキータイプ_c
商品ID 価格（税込）　

5,800円1004 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
電球

5,800円4554 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,800円4555 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,800円4556 5L、FIモンキー、エイプ クロームスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
5,800円4557 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W

レンズ色

クリア
グレー
イエロー
ブルー
クリア

5,800円4558 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W グレー
5,800円4559 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W イエロー
5,800円4560 5L、FIモンキー、エイプ ブラックスーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W ブルー

モンキーマルチリフレクターヘッドライトレンズ_d
商品ID 価格（税込）　

2,880円1019
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

ースーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
電球

2,880円2283 5L、FIモンキー、エイプ ースーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
2,880円2284 5L、FIモンキー、エイプ ースーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W
2,880円2285 5L、FIモンキー、エイプ ースーパーホワイトバルブ P15d-25-1 12V30/30W

レンズ色

クリア
グレー
イエロー
ブルー

a

b

c

d

e

f

g
/
h

i

j

モンキー・ゴリラ用ヘッドライト

モンキーヘッドライトケースメーターマウントあり_e
商品ID 価格（税込）　

3,300円1465 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

クロームー
電球

3,300円2747 5L、FIモンキー、エイプ ブラックー

レンズ色

ー
ー

モンキーヘッドライトケースメーターマウントなし_f
商品ID 価格（税込）　

2,370円1017 
適合

5L、FIモンキー、エイプ クロームー
電球

2,370円1018 5L、FIモンキー、エイプ ブラックー

レンズ色

ー
ー

モンキーマルチリフレクターレンズクリアセットH4クローム_h
商品ID 価格（税込）　

6,220円4578
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

クロームH4
電球 レンズ色

クリア

モンキーマルチリフレクターレンズクリアセットH4ブラック_i
商品ID 価格（税込）　

6,220円4579 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

ブラックH4
電球 レンズ色

クリア

モンキーマルチリフレクター交換レンズクリアH4バルブ用_j
商品ID 価格（税込）　

3,600円4270 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

ーH4
電球 レンズ色

クリア

モンキーマルチリフレクターライトレンズポリカーボネート製  アフターパーツ（注3）
商品ID 価格（税込）　

1,600円4576 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

ーー
電球 レンズ色

クリア

モンキーマルチリフレクターヘッドライト針金スプリング  アフターパーツ（注3）
商品ID 価格（税込）　

450円4577 
適合

5L、FIモンキー、エイプ
ケース色

ーー
電球 レンズ色

クリア

モンキーヘッドライトメーター付属セット（注2）_g
商品ID 価格（税込）　

4,400円0061 
適合

5Lモンキー
ケース色

クローム12Ｖ35/35ＷBA20D
電球

4,400円0784 5Lモンキー ブラック12Ｖ35/35ＷBA20D
4,400円0783 5Lモンキー ホワイト12Ｖ35/35ＷBA20D
4,400円0781 5Lモンキー レッド12Ｖ35/35ＷBA20D

レンズ色

ガラス
ガラス
ガラス
ガラス

(注1)5L/FIモンキーフォークは別販売のカラーを使うことで取り付けが可能です。
(注2）ポジションランプ付き(配線加工が必要)です。金口はBA20Dです。 
         各ヘッドライトのコネクタータイプは年式により異なります。FI、AB27、ゴリラは純正ライトコネクターを再利用ください。 
         各マルチリフレクターヘッドライトは12Vゴリラへ取り付けが可能です。
(注3)モンキーマルチリフレクターヘッドライト専用パーツです。

ケース色

1923

4552

4560

1019

2747

1018

0781

4578

4270



掲載している製品は、常に在庫されているとは限りませんので、ご了承ください。　商品名、商品仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。　掲載価格は全商品消費税8％込みの価格です。

ヘッドライト・テールランプ
ヘッドライト テールランプ
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1504 2,680円

330円

720円

767円

4,500円

5718 2,200円 5900

4239 550円 5397 5396 4,900円

5084 760円 5085 5086 10,152円

1005 4,900円 2689 4311 6,500円

日の丸タイプクリア・レッドリフレク
ター仕様です。１２V電球付き。

５Lモンキーノーマル
テールランプクリア・レッド

角目シャリィヘッドライトレンズ&リ
フレクター
内容
6Vヘッドライトバルブ、ポジションラ
ンプ球、コネクター1式

角目シャリィヘッドライト
レンズ&リフレクター

シャリィへッドライトレンズパッキン
です。
適合 CF50/70 K1,K2
純正品番 33105-028-003

ホンダ純正シャリィへッド
ライトレンズパッキン

H4ヘッドライトカプラーセット。
H4カプラーメス 1ヶ
H4カプラーオス 1ヶ
312旗形メス端子 3ヶ
312差込形オス端子 3ヶ

CT110ハンターカブヘッドライト用
コネクター&ソケット。
純正リフレクターへボルトオン、コネ
クターは差し込みカプラーオンです。
ソケット型式P15d-25-3

純正相当のクリアーレンズ仕様。純
正ケースにボルトオンが可能です。
配線コネクター 1式
ソケット 1式
電球6V25/25W P15d-25-3 1ヶ

純正モンキーヘッドライトユニット
スプリング4ヶ。モンキー、ゴリラエ
イプに使用可能です。
純正品番 33108-229-003

純正12Vモンキーヘッドライトコー
ドです。
適合 Z50J 4/5/6/7
純正品番 33105-GFL-000

純正12Vモンキーモンキーヘッドラ
イトAssyです。
適合 Z50J4/5/6/7、
純正 33100-GFL-000

ミニバイクにベストマッチングなヘッドライトサ
イズ。ヘッドライトケースはメッキスチール製。
バルブ Ｈ４ １２Ｖ３５/３５Ｗ、レンズ直径 １０
０ｍｍ、ヘッドライトボディＬ １０５ｍｍ、スチ
ール製メッキ仕上げ、ダイヤモンドカットリフレ
クター装備。

純正6Vゴリラ、ダックス、シャリィ専
用ヘッドライトです。
6Ｖ15Ｗ/15Ｗ
ダブル球付属
純正品番 33100-051-690

バイク専用設計のため低電圧でも
“ちらつき”を軽減するコントロー
ラーを使用しています。電流量が不
安定な4minバイクに推奨するLED
キットです。

Ｈ４ヘッドライトカプラー
セット

CT110ハンターカブヘッド
ライト用コネクター&ソケット

CT110ハンターカブヘッド
ライトレンズセット

ホンダ純正モンキーヘッドライト
ユニット取付けスプリング

ホンダ純正12Vモンキー
ヘッドライトコード

ホンダ純正12Vモンキー
ヘッドライトAssy

ヘッドライトクローム
φ120

ホンダ純正6Vゴリラ、ダックス、
シャリィヘッドライト

バイク専用スーパーLED
ヘッドライトキットH４

H4マルチリフレクターライト  
商品ID 価格（税込）　

6,220円
6,220円

4578
4579

クローム
ブラック

ケース

5L/FI/APE
5L/FI/APE

適合

H4 12V35/35W
H4 12V35/35W

電球

クリア
クリア

レンズ

■特長
汎用性が高いH4バルブ仕様のモンキーマルチリフレクターレンズです。高輝
度なLED化を可能にするH4バルブ対応ヘッドレンズがセット。発売中のスー
パーLEDヘッドライトキットNO4311へのコンバートが可能です。FI/AB27
モンキー、APEはコネクター仕様が異なるため端子の加工が必要です。
■仕様
口金 H4バルブタイプ HI/LO定格電力 12V35/35W

カブマルチリフレクターヘッドライトレンズ 
商品ID 価格（税込）　

2,880円
2,880円

2286
2287

2,880円2288

クリア
イエロー
ブルー

2,880円2448 2286 2287 2288 2448スモーク

カラー

■特長
カブ用のマルチリフレクターレンズです。
4色をご用意しています。
■適合
リトルカブ全車種
（97年～ C50-4300001～AA01-3000001～）
スーパーカブＤＸ/ＳＴＤ
（93年～ C50-040001～、C70 C90)
 ※カスタムは除く

モンキーLEDテールランプ
商品ID 価格（税込）　

3,900円
3,900円

1390
1851

12V10/3W
12V10/3W

3,900円2103 12V10/3W

定格電源

クリア/レッド(RF)
クリア
レッド

レンズカラー

■特長
5Lモンキーにボルトオンが可能なテール
ランプです。LED仕様で3種類のレンズカラ
ーをご用意しています。電気以上に明るく、
消費電力を抑えるLEDでお薦めです。取り
付けの際に配線はカプラーオンです。
■仕様
DC12V電源※1851をご使用の際は別途
リフレクターが必要です。

■特長
当時を再現した左右オレンジリフレクター
を装備したレストアモデル。LEDナンバー
灯は5球、LEDテール灯は16球仕様で抜
群の明るさ。耐久性を高めたスチールメッ
キマウント仕様。
■仕様
取り付けボルトピッチ 40mm
12V電源（6V電源使用不可）

初期型LEDテールランプ  
商品ID 価格（税込）　

3,700円
3,700円

1687
1688

3,900円1852

レッド
クリア
スモーク

レンズカラー

1390 1851 2103

1687 1688 1852

1,400円

スモールテールランプ＆アルミ製ナン
バーステーセット。コンパクトサイズ
のテールランプがリア回りを一層シ
ャープでスタイリッシュに演出します。
発売中のグラブバーに取り付け可能
です。

モンキー小型テールランプ
&アルミ製ナンバーステー

0734 2,160円

ＺⅡタイプテールのテール部面積を
60%にサイズダウン。
テールランプレンズ部 92×70mm
電源 DC12V
取り付けピッチ 77mm

ＺⅡミニテールランプキット
LEDクリア/レッド

1690 5,400円

純正モンキーテールライトレンズ単
体。
適合 5L、FIモンキー、12Vゴリラ
純正品番 33702-163-003

ホンダ純正モンキーレンズ
テールライト

2871

サイドリフレクター付き4Lモンキー、ダ
ックス用テールランプ。
マイナーチェンジを施しテールランプベ
ース部がスチールメッキとなりました。当
時の純正ステーへボルトオンで取り付け
が可能です。 定格電力 12V18/5W

4Lモンキー/ダックス
DC12V電源テールランプ

5078 1,950円



テールランプ
ハーネス・配線・ホーンテールランプ
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モンキーZ50A/Z用テールランプ
（リフレクター付。）
テールベースパッキン付属
オレンジ色リフレクター
6V電源仕様

ホンダ純正モンキZ50A/Z
用テールランプリフレクター

3614 6,100円

アメリカンダックステールレンズの
単品。
純正品番 33702-323-631

ホンダ純正アメリカン
ダックステールレンズ

5034 1,985円

225円

1,750円

取り付けする際にゴムがメッキの枠
よりも小さい場合には引っぱって伸
ばしてください。角を引っぱると切れ
ることがあります。
純正品番 33709-077-671

ホンダ純正アメリカン
ダックステールレンズパッキン

5030 184円

純正モンキーテールライトレンズ
パッキン。
適合 モンキー、ゴリラ
純正品番 33709-163-003

ホンダ純正モンキーパッキン
テールライトレンズ

2869

純正モンキーテールランプが取り
付け可能なモンキーテールブラケッ
トです。
適合 モンキー、ゴリラ

ホンダ純正モンキーテール
ブラケットキット

4727 3,950円

モンキー、ゴリラ、ダックスなど様々
なバイクに使用可能なナンバープ
レート跳ね上げホルダーです。ロー
ダウン時、フェンダーやタイヤとの干
渉を防ぐ場合に使用します。

ナンバー跳ね上げホルダー
アルミ製

1545

20球LED電球（ナンバー灯は５球）
は省エネ＆安全性抜群。
レンズ幅 105mm
レンズ高さ 27mm
取り付けピッチ 42mm

スタイリッシュＬＥＤ
テールランプ

3007 3,700円

サブフェンダー付きナンバーステー  
商品ID 価格（税込）　

1,900円
1,900円

4199
4200

1,900円4201

シルバー
ブラック
ブルー

1,900円4202 4199 4200 4201 4202レッド

カラー

■特長
日本製の高品質なナンバーホルダーです。モンキ
ーにお薦めなカラフルな４カラーをご用意しまし
た。サブリアフェンダー装備のアルミ製ナンバー
ホルダーです。約90mmのミニフェンダーをナン
バーホルダーに装備しました。アルマイト処理の
ため腐食に強く、サブフェンダーとして最適です。
※原付ステッカーは付属しません。

モンキークラシックテールランプキット  
商品ID 価格（税込）　

6,450円
6,450円

5131
5132

2,900円5133

LEDレッドリフレクター
LEDクリアリフレクター

ステー単体

タイプ

■特長
ホンダモンキー5Lフレームへ4Lモンキーテールランプ。5Lモンキーのホンダ
純正リアキャリア等へ取り付けが可能です。デザイン性に優れたリフレクター
付きレンズ仕様です。ホンダ純正ハーネスにカプラーオンが可能です。高輝度
で消費電力を抑えたLEDテールランプです。
■セット内容（5131,5132）
 クラシックテールランプコンバージョンステー 1ヶ LEDクラシックテールラン
プ12V電源用 1ヶ 

DAX 4Lモンキーテールランプ 
商品ID 価格（税込）　

1,650円
1,650円

1106
1107

クリア
レッド

レンズカラー ■特長
マイナーチェンジを施しテールランプベース部がスチールメッキへ改良しまし
た。初期型の純正ステーへボルトオンで取り付けが可能です。
■仕様
定格電力 12V 18/5W
※6V車の場合、ギボシへの変更、6V電球への交換が必要です。

Miniツインテールランプ  
商品ID 価格（税込）　

2,930円
2,930円

0984
1274

タップ3ケ
タップ3ケ

付属品

レッド
クリア

レンズカラー

42mm
42mm

取り付けピッチ ■特長
スタイリッシュなルックスの2灯テールランプです。
■仕様
DC12V電源カプラーコネクター
※モンキーとは取り付けピッチが異なります。

テールランプレンズ各種  
商品ID 価格（税込）　

1,840円
1,440円

2773
3343

33702-045-690
社外品

1,440円3344 社外品

ホンダ純正品番

1,440円3345 社外品

レッド/なし
レッド/オレンジ
クリア/クリア

2,730円3797 33702-086-003
クリア/なし

レッド/オレンジ

レンズ/リフレクター ■特長
初期型車両に適合するレンズを各種
ご用意しています。
※取り付けにはパッキン、スクリュー
が別途必要です。

1106 1107

0984 1274

2773 3343 3344

3345 3797

5131 5132

3036 5,800円

純正ダックスナンバープレートブラ
ケットセット。ゴムとカラー、アース
線が付属。
適合 ST50/70、ST50/70H、
ST50E./70E

ホンダ純正ダックスナンバー
プレートブラケットセット

1867 1717

ダックステールランプブラケット  
商品ID 価格（税込）　

3,500円
1,950円

1867
1717

テールセット
ブラケット単品

商品名

■特長
ダックステールランプレッド＆テールブラケットセットです。
こちらは輸入品パーツです。
■製品詳細
テールランプ、取り付けステーセット
DC12V電源
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105円

2,880円

1,800円

3,000円

3626 605円

4000 1,500円

2943 2884 4,300円

2046 3,300円

0878 4203 2,300円

4761 3,450円

4760 1633 5,300円

0281 1991 6,100円

モンキーＺ５０Ａ/Ｚ/ＺＫ１用テール
台後下ゴムワッシャーセット。４Ｌモ
ンキーへは使用できません。
適合 モンキー Z50A/Z/ZK1

モンキーやエイプなどの純正テール
ブラケットへ汎用（社外品）のテール
ランプが取り付けできるブラケット。
汎用テールランプ取り付けピッチ
46mmに変換が可能です。

純正テールレンズ用パンスクリュー
2ヶ入り。
ビス長さ45mmです。車種により
50mmがあるので、ご注意ください。
適合 ST50/70
純正品番 93500-040500B

人気のKOSO製コンパクトテールランプ。6
球のＬＥＤ電球は省エネ＆安全性抜群の高
輝度ハイパワーＬＥＤ仕様。主にミニバイク
用として１２Ｖ車への汎用タイプとして推奨。
軽量かつシャープ＆ディープレンズデザイン
はレーシーなカスタムバイクにお奨めです！

4Lテールランプを5Lモンキーへ取
り付けするためのリアテールブラケ
ットです。リーズナブルですが、当時
のテールブラケットの雰囲気をその
まま再現しています。

ホンダエイプ用シートカウルマウン
トプレート、シート後方にＺ?タイプ
のカウルなどを取り付ける際に必要
なプレート。プレート左右にウイン
カー用マウントがあります。

QRシートブラケット専用テール＆ウ
インカーマウントです。汎用LEDテ
ール等が取り付け可能なテールラ
ンプ取り付けピッチ４５ｍｍ仕様。
テールランプのサイズに応じ、テー
ル位置を１５ｍｍ移動可能。

シャリィテールブラケット＆テールセ
ットです。社外製のため取り付けには
穴あけ加工が必要です。リアフェンダ
ー取り付け穴ピッチ33mm(グロメ
ット装着時φ8mm)、テールランプ取
り付けピッチ 40mm(ボルトM6)

シャリィテールブラケット＆テール
セットです。社外製のため取り付け
には穴あけ加工が必要です。
リアフェンダー取り付け穴ピッチ
33mm(グロメット装着時φ8mm)、
テールランプ取り付けピッチ 
40mm(ボルトM6)

5Lモンキーに4Lテールランプ周辺
パーツを取り付けするためのブラケ
ットセット。テールランプ位置を前後
へ20、40mm、テールランプの高さ
を上下10mmのポジション調整が
可能です。

モンキーやゴリラのリアキャリアレス
キットとテールランプのセットです。
ロングシートの装着やリアカウルを
取り付ける場合にも使用できます。

モンキーZ50J(5Lモンキー、ゴリラ）
用調整式テールランプマウント&キ
ャリアレス化パーツです。リアキャリ
アを外した場合、テールランプマウ
イントをフレームに取り付けするた
めのブラケットです。

ホンダ純正モンキーＺ５０Ａ/Ｚ
/ＺＫ１用テール台後下ゴム類

モンキーエイプ汎用テール
取り付けブラケット

ホンダ純正テールレンズ
用パンスクリュー

KOSO製コンパクト
テールランプ

4Lモンキーテールマウント
(5フレーム用)　

エイプシートカウル用
リアマウントプレート

ＱＲシートブラケット砂型鋳造
用テール＆ウインカーマウント

シャリィテールランプ&
ブラケットセット

シャリィテールブラケット 4Lモンキーアルミ製テール
マウント5Lフレーム専用

モンキーリアキャリアレス
キット&テールランプ

アルミ製5Lモンキーテールマウント
前後3ポジション調整式

全4色

2206 2207 2368 2701

モンキーテールランプ移設ステー  
商品ID 価格（税込）　

5,400円
5,400円

5134
5135

5,400円5136

シルバー
ブルー
レッド

5,400円5137 ブラック

カラー

■特長
純正テール、ウインカーに対応した取り付けマウントは市販のFRP製カウルなど多様なカウルに対応します。モンキ
ー用ZⅡリアテールカウルを取り付けするために必要なテールランプ移設ロングステーです。テール中央部分にハ
ーネスケーブルのバラつきを抑えるため、タイラップホールを設けました。軽量で耐久性に優れたアルミ製プレート
に鮮やかな硬質アルマイトを施しています。日本製のため質感に優れ、ハイスペックなカスタマイズにお薦めです。
■適合
6、12Vモンキー、ゴリラ　※以下の車体はCDI等の移設が必要となります。Z50J9 AB27-1900001以上
■取り付けに必要な条件
純正テールランプ、純正ウインカーを使用します。ヘルメットホルダーは取り付けできません。配線類の延長は必要ありません。

ホンダ純正初期型テールパーツ各種 
商品ID 価格（税込）　

360円
155円

2206
2207

1,750円2368

33719-074-670
33709-074-671
33703-098-003

545円2701 33708-098-000

ホンダ純正品番

ランプベースパッキン
レンズパッキン

テールランプベース
テールコード

商品名

テールランプ電球各種  
商品ID 価格（税込）　

210円
300円

1873
2185

23/8W
18/5W

230円2567 10/3W

定格電力

BAY15d
BAY15d
BAY15d

12V
12V
6V

電圧金口

G18
S25
S25

ガラス形状

クリア球
クリア球
クリア球

ガラス色
■特長
品質の良い日本メーカーの電球を
各種取り揃え中です。
6、12Vはもちろん、高めのワット数も
あります。
■入り数
1ヶ



メンテナンス用品・工具
メンテナンス品・工具

価格（税込）　商品ID

480円
480円

4722
4723

480円4724

φ44-47 mm
φ50-53 mm
φ59-64 mm

適合フック径

タイプA
タイプB
タイプC

商品名
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ロック付きユニバーサルホルダー工
具クラッチ空回り防止付き。4ミニや
スクーターのフライホイール、プー
リー、クラッチアウターの脱着工具。

ユニバーサルホルダー工具
クラッチ空回り防止付き

2582 1,600円

クラッチホルダー 爪タイプはバイク
の多板クラッチの固定(回り止め)に
使用します。
全長 360mm
開口幅 75～125mm
ツメ長さ 30mm

クラッチホルダー爪タイプ

1900 1,800円

1,750円

1,750円

2,300円

5,800円

1,400円

1,850円

ハンドル部を延長した設計でクラッ
チの脱着に安心。確かなホールド力
が自慢のクラッチアウターホルダー
工具です。
適合 シャリィ、CRF50F、ダックス等

クラッチアウターホルダー
工具

5644 1,800円

モンキー系二次側クラッチエンジ
ン、エイプ、グロム等のギャ空転防止
ホルダーです。ホンダGROM/MSX
のオイルフィルターローターやク
ラッチの取り外し、取り付けをする
際に便利な工具。

空転防止ギャホルダー
(グロム/エイプ/モンキー用）

5194

モンキー系二次側クラッチエンジ
ン、エイプ、グロム等のギャ空転防止
ホルダーです。ホンダGROM/MSX
のオイルフィルターローターやク
ラッチの取り外し、取り付けをする
際に便利な工具。

ホンダ純正工具ギャホルダー
(GROM用/空転防止）

5211 3,240円

ユニバーサルプーリーホルダーはバ
イクのドライブフェイス、クラッチアウ
ター脱着時に使用する工具。モン
キーのクラッチホルダーやフライホ
イールを固定することが可能です。
適応径 Φ75～125mm

ユニバーサルプーリー
ホルダー

1888 2,130円

６種類対応のフライホイールプーラー工具。
適合ネジサイズ
M27×P1.00(逆ネジ)、Ｍ16×P1.50(正ネジ)
M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)
M24×P1.00(正ネジ)

フライホイールプーラー
工具６種類対応

2609

チェーン調整時に行うアライメント
調整が目視で正確に行えます。
対応サイズ #420、428、520、525、
530

チェーンアライメント工具

2522 1,340円

NSR系エンジンのマニュアルクラッ
チ回り止め用クラッチアウターのセ
ンターロックナットレンチを脱着す
る際、クラッチアウターが空回りし
ないように固定する専用工具です。
適合 NSR50/80、CD90等

クラッチアウターホルダー

4849

携帯に便利なハンディサイズのコン
パクトチェーンカッター。
折り畳み時の本体サイズが
W100×H60mmとコンパクト！
対応サイズ #420、428、520、525、
530

このチェーンカッターはセミプロ向
けの耐久性に優れたクオリティで
す。様々な車種に対応できるチェー
ンカッターとカシメ工具が一箱に収
納されています。 対応サイズ  420、
428、520、525、530、630

このコンパクトチェーンカッターは
携帯用として、もしくは工具箱にあ
れば大変便利です。対応サイズ 
420、428、520、525、530に対応
するほか、レバー部分に六角レンチ
を使用することで、優れた機能は携
帯用としも便利です。

強力なテンションを掛けるためのタ
イヤ交換用レバーです。ハイパワー”
全長４１５ｍｍ”レバーです。グリッ
プはゴム素材を使用、このレバー保
管時にフックで引っ掛けることがで
きます。

重量185gの軽量で丈夫なタイヤレ
バーです。
ツーリング等の携帯に便利です！
全長 265mm
グリップカラー ブルー

ステムナット&プリロード調整に便
利なスパナ。厚さ約4.5mmの薄型
スパナ。差込角9.5mm(3/8インチ)
をレバーとすることが可能です。
対応径 φ35～75mm

サスペンション、ステムシャフト部等
のリングナット専用スパナ。狭い所
でも使いやすい短めのハンドルを採
用し携帯性も兼ねたサイズです。
対応リング径 φ35～75mm
グリップ部長さ 90mm 

タイヤレバー交換時に使用するタイ
ヤレバーとリムプロテクターがセッ
ト。

このロックナットレンチはミニバイク
リアショックなどに有効的です。 フリ
ーフック仕様のため、記載サイズ以
内であれば無段階に使用できます。
適合サイズ 35～75mm 

リアショック調整用汎用スパナ。ミニ
バイク用リアショックなどに便利な
サイズ。

チェーンカッター 

4811 1,400円

セミプロ向けチェーン
カッター

3755

コンパクトチェーンカッター 

3743 2,260円

タイヤレバー強力テンション
用グリップタイプ

3748 1,440円

タイヤレバー携帯用
２本組み

3975

ステムナット&プリロード
調整スパナスライド式

4845 3,100円

ミニモト無段階調整リング
スパナ

4844 1,400円

タイヤレバー2本&リムプ
ロテクターセット

4847

ロックナットマルチフック
レンチ

3742 825円

リアショック硬さ調整
スパナ工具

1484 620円

コンパクトフックレンチ
■特長
コンパクトなため携帯用として便利なサイズです。
リーズナブルでシンプルなプリロード調整工具です。
サイズは全3サイズでご使用のリアショックに合わせてサイズを選択下さい。

1,840円2720

3915 2,260円

工具ボックスです。6,12Vの5Lモン
キー、ゴリラ、FIモンキーにもご使用
が可能です。画像の部品がセットです
。
純正品番 83500-165-010

純正品番 ツールセット 
89010-GFL-J40、レンチプラグ、ス
パナ８×１２、１０×１２、１０×１４、
ドライバープラス、ドライバーマイナ
ス、グリップドライバー、プライヤー 
１３５、レンチＩ １９ｍｍ
純正品番 89010-GFL-J40

ホンダ純正ボックス
Ａｓｓｙツール

ホンダ純正ツールセット
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3942 2,750円 3943 2,490円

2,260円

415円

6,100円

7,900円

6,500円

2,250円

6,500円

660円

3944 4,700円

3824 1,700円 3214 3217 6,300円

4852 1,950円 2519 4848 800円

3753 2,980円 3754 4770 900円

2604 2,060円 4769 4787 3,600円

3220 6,700円 5076 3918 9,300円

3941 2,700円 1841

5196 1,450円 2214 2365 6,300円

3736 825円 5328 5195 1,450円

3749 1,540円 2525 1,340円

塗装の表面についた細かいキズや、
磨きキズの除去、クロームメッキの
くすみを除去。
メーカー品番 00011773
容量 220ｇ

榮技研ファクトリーミル
ウォーキー花咲かGワックス 

水で5～30倍にうすめて常温で使
用。水溶性の脱脂洗浄剤です。塗
装、メッキ、繊維、アルミ、ゴム、プラ
スチック等を傷めません。
容量 1000ml

榮技研ファクトリーミルウォー
キー花咲かGマルチクリーナー  

花咲かGタンク・クリーナーは、サビ
を取り、その後にあらたなサビの発
生を押さえるという2つの働きを一
液で行います。一回きりの使い捨て
とは違い、繰り返し使用できます。
容量 1000ml

榮技研ファクトリーミルウォー
キー花咲かGタンク・クリーナー

ジェットゲージは全20サイズ。＃45
～150のジェット穴の計測に使用し
ます。
ミクニの場合は計測方法が異なる
ため、実際の穴直径＝番手ではあり
ません。ご注意ください。

キャブレタージェットゲージ

ホワイトダイヤモンドメタルポリッシュは、
コーティングされていないアルミホイール、
アルミステップ、その他の金属の表面を手軽
に掃除するために作られた速乾性のアルミ
研磨濃縮液です。本来の美しい輝きを楽な
お手入れで取り戻せます。 容量 ３５５ｍｌ

ホワイトダイヤモンド 
メタルポリッシュ

カーラックCOMPLETEはドイツ「カーラックGFT+HmbH
」社が開発し、世界中でその高品質を認められ、車の塗装面
の保護・艶出し等の用途はもちろん、ヨット・サーフボード・
船舶（グラスファイバー製）、、釣り竿等の表面保護、家具の
艶出しや浴槽の表面保護など様々な用途でご愛用いただ
けるコーティング剤です。容量　１０００ｍｌ

CAR-LACK COMPLETE 
(NanoSystematic)スイス製

フロートレベルを計測できるゲージ。
オーバーホール等の際に便利です。
測定範囲 0～40mm
フロート当たり幅 16～78mm

キャブレターフロート
レベルゲージ

スチーム洗車や高圧洗車前に、サイレンサ
ーエンドパイプにコレを差し込めば、サイレ
ンサー内部の錆防止効果や、ゴミ、砂利な
どがマフラーエキパイ内に入ることを防止
できます。材質 軟質ラバー、全長 ９７mm、
マフラー口径 Φ１５ｍｍ～Φ３５ｍｍ対応

プログリップマフラープラグ
キャップサイレンサー小 ジェット類の目つまり等を防止する

ための清掃用ツール。“爪楊枝”状の
細い棒で小さい穴を効率的に清掃。
ジェット穴サイズ #40～160
全10サイズ入り

キャブレター清掃用ツール

ベアリングレースシールドライバーはベアリ
ングをはじめオイルシールやベアリングレー
スをハンマーで打ち込む際に使用します。
使用範囲 φ３９.５、４４.５、５０.０、５９.０、
６３.０、６５.０、７２.０、７６.０、８１.０ｍｍ

ベアリングレースシールドラ
イバー９サイズカラフル仕様

ベアリングレースシールドライバーは、ベア
リングをはじめオイルシールやベアリングレ
ースをハンマーで打ち込む際に使用します。
使用範囲 φ３９.５、４４.５、５０.０、５９.０、
６３.０、６５.０、７２.０、７６.０、８１.０ｍｍ

ベアリングレースシールド
ライバー９サイズアルミ製 ミクニ、ケイヒンキャブレター向け携

帯サイズのジェットドライバーです。
ジェットの交換、スクリュー調整に
欠かせないドライバーを十字工具に
集約。

パイロットスクリュー調整Ｌ型ドライ
バー。ハンドルとビットをワイヤーで
操作するロングタイプ。キャブレター
を車両から外さなくても調整が可能
です。
全長 470mm

ホンダDタイプには使用できませ
ん。ツール本体は485mmです。
FCR、TMR、PC、PD、PE、VMへご
使用が可能です。

つぶれたネジ穴の修正・復活に便利
です。汎用性の高い3サイズ入りセッ
ト。スチールケース入り。
M6×1.00ピッチ
M8×1.25ピッチ
M10×1.50ピッチ

純正パーツカタログＺ５０Ａ・Ｚ５０
Ｚ・Ｚ５０ＺＫ１。
掲載車種
Ｚ５０Ａ、Ｚ５０Ｚ、Ｚ５０ＺＫ１

カタログ1版（FIモンキー用）です。
ハーベストベージュカラーのモン
キー専用パーツリストです。FIモン
キーパーツリストです。

下記のパーツリストです。くまモンモ
デルまでを掲載。
AB27モンキー
AB27モンキーリミテッド
AB27モンキーくまモンバージョン

鉄製パーツや、ステンレスパーツに
発生したサビ除去、ハケで塗り、放
置後、拭き取るだけの簡単な作業
で、サビだけを除去。
メーカー品番 00011771
容量 300ml

強力にサビを取ります。強力タイプ
ですのでサビの程度により20倍ま
で希釈出来ます。繰り返しの使用が
可能です。特別危険なサビ取り剤で
はなく取り扱いやすいです。
容量 1000ml

ツインカムモデルのバルブクリアラン
ス調整用ツール。バルブスプリング
を抑え、調整用シムを交換出来ます。
適合一例 スズキ GS1000/GS750
シリーズ、ヤマハ XJ750

純正パーツリスト４Ｌモンキー用。
表紙のカラーが青色から灰色に変
更となっています。
パーツリスト管理番号 1113013

純正パーツカタログシャリィ用。表
紙のカラーが青色から灰色に変更
となる場合がございます。
掲載車種 ＣＦ５０・Ｋ１・Ｋ２、ＣＦ７０
・Ｋ１・Ｋ２

マフラー用のスリムパイプのスプリ
ングフック工具です。スリムタイプの
ため大切なマフラーを疵付けること
なく工具を引き抜くことができます。
フック先端を尖らせているため、作
業時に引き抜きやすい形状です。

モンキー、ダックス、シャリィのフロ
ントフォーク分解に使用するピンス
プリング抜き工具です。プラスチック
ハンバーで工具の頭を叩き、ピンス
プリングを抜くことができます。

ツインカムモデルのバルブクリアラン
ス調整用ツール。バルブスプリング
を抑え、調整用シムを交換出来ます。
適合一例 1979～1982年CB750、
1983年CB1000C

より簡単にピストンをシリンダーに取り付
けするための、ピストンリングコンプレッ
サー工具です。付属の４サイズのピストン
リング圧縮工具から、ボア径に合ったサイ
ズの圧縮工具を選択して使用します。
対応するボア径 ４０～８５ｍｍ、４サイズ
のリング、専用ケース付属

キャブレターのボルト脱着を行う際に必要
なドライバーのセット。ゴム製の回しやすいツ
マミですが、ゴムを外すとローレットが刻ま
れています。細かい作業を行う場合に最適な
サイズです。ジェットドライバーはミクニ、ケイ
ヒン製キャブレター向け専用工具です。

コンパクトジェットドライバー

パイロットスクリュー調整
Ｌ型ドライバー

キャブレターパイロットスク
リュー調整ツールセット

ミニモトネジ山修正
バイク用キット

ホンダ純正パーツカタログＺ
５０Ａ・Ｚ５０Ｚ・Ｚ５０ＺＫ１

ホンダ純正モンキーパーツ
Z50JG[AB27-230]カタログ1版

ホンダ純正モンキーパーツＺ
５０Ｊ４～Ｊｅカタログ９版

榮技研ファクトリーミルウォー
キー花咲かGラストリムーバー

強力『金属美肌！』一発錆
び取り剤

ヤマハ・スズキGS1000/GS750
シリーズ車アウターシム用工具

ホンダ純正パーツカタログ
４Ｌモンキー用

ホンダ純正パーツカタログ
シャリィ用

スプリングフック工具マフ
ラー用スリムタイプ

フロントフォーク分解用ピンス
プリング抜き工具φ3mm用

ホンダ車バルブシム工具

ピストンリングコンプレッサー キャブレター用ジェット
ドライバー４種類入り

750円

愛車の書類、保険証書保管に便利
な点検証入れ。自動車の車検証入
れと同じサイズです。
サイズ 高さ220×幅312mm
名刺ポケット1ヶ所付

MINIMOTOオリジナル
点検証入れ

5316
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モンキー・ダックス スタンド

スタンドフロント用ミニタイプ

GROM・APEワイドスタンド

モンキーダックスミニスタンド

■特長
ミニバイクメンテナンスには欠かせないリア用ミニタイプです。4個のローラー
付きでスムーズにスタンドを掛けることができます。リフトパッﾄﾞはラバー付き
でスイングアームに傷が付きません。
■仕様
スイングアーム幅 215～255mm、保持高さ(保持面地上高) 295mm
パイプ径 φ32mm、キャスター φ30×70mm、重量 3.0kg
使用 タイヤサイズ 8～12インチ

■特長
ミニバイクメンテナンスには欠かせないリア用ミニタイプ「ワイド」仕様です。
ガレージやバイクカラーとマッチさせるカラフルな3カラーをご用意しました。
4個のローラー付きでスムーズにスタンドを掛けることができます。リフトパッ
ドはラバー付きでスイングアームに傷が付きません。
■仕様
適合 スイングアーム幅195～295mm
保持高さ(保持面地上高)305mm、パイプ径 φ32mm
キャスター φ70×30mm、重量 3.5kg
使用 タイヤサイズ 8～12インチ
■推奨車両
モンキー10～12インチ仕様
ダックス、シャリィ、APE/XRモタード、GROM/MSX
※モンキー8インチ車の場合はフロントホイールと地面の間に角材を挟み高さ
を調整してください。

■特長
メンテナンススタンドフロント用ミニタイプは、排気量100ccまでのホイー
ル径8～18インチのミニバイクに使用できるスタンドです。
特にタイヤ交換等の軽作業に最適です。
■仕様
高さ調整幅 580、700、790mm
ボスシャフト径 φ9.5mm
アダプター径 φ16、18、22mm  

■特長
ミニバイクメンテナンスには欠かせないリア用ミニタイプ（ローラー無タ
イプ）です。ローラーを排除したことで、省スペースでも整備のしやすさ
を重視した設計です。
8インチ車であってもテールが極端に持ち上がらない設計で使いやすさ
は抜群です。
ガレージやバイクカラーとマッチさせるカラフルな3カラーをご用意しま
した。8～12インチ車へ適したミニサイズでコンパクトに収納できます。
■仕様
サイズ W400×H300×D325mm
適合スイングアーム幅 190～270mm
保持高さ  (保持面地上高) 260mm
パイプ径 φ25.5mm
重量 3145g
使用ホイールサイズ 8～12インチ

ブレーキ系統に使用されている金属
パーツに対して発錆・腐食が起きにく
く、ラバーパーツに対しても膨潤・軟
化・硬化などの悪影響がありません。
グレード DOT4
容量 500ml

Ｃａｓｔｒｏｌカストロール :
ブレーキフルードDOT４

3945 1,420円

ディスクブレーキセパレーターはブ
レーキパッド交換時などでブレーキ
キャリパーのピストンを押し広げる
(戻す)作業に使用します。
使用可能な範囲 15～65mm迄

ディスクキャリパーセパ
レーター

2537 2,260円

6,900円

6,650円

7,600円

ブレーキ系統に使用されている金属
パーツに対して発錆・腐食が起きにく
く、ラバーパーツに対しても膨潤・軟
化・硬化などの悪影響がありません。
グレード DOT4
容量 500ml

古河薬品工業(KYK) 
ブレーキフルード

3932 870円

この工具を使えば、確実に油圧ク
ラッチのエア抜きが可能です。すべ
ての油圧クラッチ仕様ＫＴＭ車へご
使用が可能。
注射器 ３５ｍｌ、コネクターボルト、
Ｍ８×Ｐ１.０

油圧クラッチエア抜き工具
セット

3751 1,340円

通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡
単にブレーキブリーディングやエア抜きが可
能。コンプレッサー圧力を表示可能な圧力
ゲージ付きです。接続口径 PT １/４インチ、
ブレーキフルードブリーダー ３Ｌ、補充ボト
ル １Ｌ、使用空気圧力 ０.５～０.８Ｍｐａ

ブレーキフルードブリー
ダーセット

3756

4サイズ対応フロントアクスルシャフ
トソケット。差込角9.5mm(3/8イン
チ)のエクステンションバーを使用で
きる四角形穴が空いています。
対応サイズ 17,19,20,24mm

4サイズ対応フロントアクスル
シャフトソケット六角タイプ

4846 1,800円

リフト能力 最低90～最高400mm
積載能力 500kg
テーブルサイズ W150×L450mm
重量 15kg
付属工具 ソケットレンチ22mm

バイクジャッキ最大荷重
５００ｋｇ

3989 6,650円

リフト能力 最低90～最高400mm
積載能力 500kg
テーブルサイズ W150×L450mm
重量 15kg
付属工具 ソケットレンチ22mm

バイクジャッキ最大荷重
５００ｋｇブラック

5250

ブレーキオイルのエア抜きに威力を
発揮する逆止弁ホースです。エア抜
き時に逆方向へ流れようとするのを
止めるための弁がセット。矢印の方
向（出口方向）にエアが抜けます。

ブレーキラインホースエア
抜き逆止弁付きホース

3741 825円

高級感のあるホワイトカラー仕様で
す。本体は頑丈なΦ３２ｍｍパイプ
を使用。コンパクトに収納ができ、整
備が必要な際に素早く使用可能な
折りたたみタイプです。

4151 6,490円

調整式フロントホイールクランプス
タンドはシーソー構造で前輪を乗り
上げるだけでバイクが自立。フロント
タイヤストッパーの位置調整機能に
よりサイズ10～19インチタイヤに
適応。

調整式フロントホイール
クランプスタンド

フロント＆リア兼用メンテ
ナンススタンド

5422

リフト能力 最低９８～最高４１０ｍｍ、
積載能力 ５００ｋｇ、
テーブルサイズ 
 Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ４８０ｍｍ

汎用バイクジャッキ最大
荷重５００ｋｇ

4839 7,200円

価格（税込）　商品ID

4,600円
4,600円

4623
4624

4,600円4625

レッド
ブルー
ブラック

カラー

価格（税込）　商品ID

4,850円
4,850円

5067
5068

4,850円5069

レッド
ブルー
ブラック

カラー

価格（税込）　商品ID

4,300円
4,300円

5426
5427

4,300円5428

レッド
ホワイト
ブラック

カラー

価格（税込）　商品ID
4,400円
4,400円

2779
4902

レッド
ブラック

カラー
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3215 1,850円 2037 390円

565円

720円

875円

5,800円

1,000円

460円

1628 1,440円

3739 2,980円 1914

2601 825円

2142 650円 3752

3470 1,340円

2532 2,100円

4728 1,850円 3971 2,100円

2526 1,440円 2612 2388 1,200円

3746 930円

2535 2,680円

5425 500円 2172 4101 1,680円

4900 4,920円 5423 5424 1,400円

5436 1,250円 5437

5609 7,830円

コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に
優れた銅ベースのグリースとして世界中で
愛用されています。
コパスリップは銅（Copper）を主体とした
グリスで、-40℃の極低温から1100℃の超
高温まで優れた潤滑性と導電性を発揮。

コパスリップ無鉛耐熱導
電グリスイギリス製 滑らかなシリコンオイルをベースに

高分子シリコンパウダーを配合する
ことで、耐熱性を持たせ、低温から
高温まで幅広く使用可能。使用場所 
キャリパーピストンシール、パッド裏
側のシム面、スライドピン部分、その
他可動部やゴムブッシュ類に最適。

最高級シリコングリース工業用ハンドクリーナー
1.4kg(アロエエキス配合)

ドロッとしたペースト状が汚れに密着し、ス
クラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れ
に作用し素早くきれいに落とします。さっぱ
りとした洗い上がり。手に優しく汚れに強い。
アロエエキス(保湿成分)の働きにより手肌を
すこやかに保ちます。 内容量 1瓶(1.4kg)

常に最高のコンディションをキープするため
に、欠かす事ができないタペット調整工具で
す。クリアランス調整に便利な目盛り付きです。
レンチサイズ M８、M９、M１０（３サイズ）、タ
ペットスクエアソケット M３、４、５（３サイ
ズ）、調整目印 ２２.５°ごと

タペット調整工具３サイズ
セット ケーブルインジェクターは単車等の

ブレーキやクラッチのアウター・ワイ
ヤーケーブル内に、潤滑剤を送り込
む際に便利。

ケーブルインジェクター

0.04～1.00㎜まで25サイズのシッ
グネスゲージがセット。
サイズ 0.04、0.05、0.06、0.07、
0.08、0.09、0.10、0.15、0.2、0.25
、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、
0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、
0.9、0.95、1.0㎜

シックネスゲージ２５サイズ

バルブすり合わせに不可欠な特殊
工具です。吸盤状のゴムをバルブに
押しつけて使用。ホンダのモンキー
のような小型車やヤマハのSRのよう
な大型車まで車種を選ばず幅広く
使用可能。4サイズのバルブに対応。

バルブラッパータコ棒セット

この工具を使えば、タペットボルト
の固着に威力を発揮します。ホンダ・
ヤマハ車に使用可能です。
対応タペットサイズ M3、M4

タペットレンチホンダ車
用Ｍ３・４

モンキータペットクリアランス調整
レンチセット。シビアなタペットクリ
アランス調整に必要な工具。
適合
モンキー、カブ系ヘッド、APE50系シリ
ンダヘッド、KSR110、KLX110ヘッド

モンキータペットクリアラン
ス調整レンチセット

整備用サブガソリンタンクコック付き。
マシンのセッティング調整の際に便利な
サブタンクです。キャブレターやエンジン
のセッティングに効果を発揮します。
容量 1.5L
ガソリンホース 内径φM6

ミリテック1を添加することにより高
い潤滑性と耐摩耗性の向上により、
摩擦低減による出力の大幅アップと
燃費・耐久性の向上、エンジンオイ
ルの耐久性アップ効果があります。

パーキングブレーキ付きキャリパー
及びピストンの空洞部分に樹脂が
埋め込まれている場合は使用でき
ません。作業により、ピストンの内側
に傷が入ります。

スタンダードなワイヤーストリッパー。
自動車やバイク向けのAV、AVS線の
ストリップに最適です。グリップは手に
フィットする使いやすい形状です。
ケーブルサイズ 0.5、0.65、0.8、1.0、
1.3、1.6、2.0mm2

３ＷＡＹタイプなのでクリップに合
わせて先端を変える手間が必要な
く、先端部品の紛失も心配ありま
せん。

高温で多用されるエンジン向けの、低燃
費マルチタイプオイル。 年間を通してツー
リングなどの長距離ライドで使用できる、
オールラウンドなエンジンオイルです。
SAE 10W-40
JASO規格 MA

オイル交換の際に便利なミニバイク
専用オイルパントレーです。ミニバイ
クにちょうど良いサイズのオイルパ
ントレーはバイクの廃油オイル量に
最適です。オイルを捨てる際に便利
な廃油口付きです。容量 2L

ボルト、ナットが緩まない様ロックワイヤー
を使用するとき、ワイヤーツイスターを使用
すると簡単にワイヤーを捻ることが出来ま
す。レースには欠かせない工具の一つです。
Φ０.３～Φ０.７ｍｍワイヤー適合、工具全
長２６５ｍｍ、オートリターン式

ミニメンテナンススタンドリヤ用ア
ジャスターノブです。
ボルトサイズ M8×22
ノブサイズ外径 40mm
2ヶ入り

バッテリーのコンディションを一目で確認
することが可能です。コンディションが**%
表示にて分かり、エンジンの始動性能も判
断が可能です。常時バッテリー端子に装着
することで、長期間、車庫に寝かした車体
のコンディション把握にもお薦めです。

いつでも携帯できる手帳型ポケットテスタ
ー。単位表示が可能な液晶ディスプレイ。
以下一部機能
DCV（直流電圧）
400mV/4V/40V/300V
ACV（交流電圧）4V/40V/300V

本体サイズ 
H440×D350×W490mm（ハンド
ル含む）、
最低位 310mm、
最高位 390mm、
天板 295×230mm

プラスチック樹脂製キャスター2ヶ
入り。
外径φ74.5mm
穴径φ12.4mm
幅34mm（取付け穴部）

キズ防止ラバーカバー付きL型支持
ステー2ヶ入り。
有効L型支持部 42×42mm
角棒部径 19.8×19.8mm
角棒全長 100mm

L型支持ステー2ヶ入り。キズ防止ラバ
ーカバー付き（硬質ゴムのため、軟質
ゴムと比較して滑りやすい材質です）。
有効L型支持部 38×32mm
角棒部径 20×20mm
角棒全長 102mm

ミニメンテナンススタンドリヤ用ア
ジャスターノブ2ヶ入り。
ボルトサイズ M8×19mm
ノブサイズ外径 40mm

アルミ製バイクメンテナンススタンド
・パーツトレイ付属

整備用サブガソリンタンク
コック付き

ミリテック-1金属表面改
質強化剤250ml

ブレーキピストンプライヤー

ワイヤーストリッパー＆
カッター

３ＷＡＹサークリップ
プライヤー

6,800円5967 6,800円 5968

スタンド重量は持ち運びに便利で軽
量な2.8kgです。キャスターローラー
付きで楽なジャッキアップが行えます。
L型パッド地上高 355mm
L型パッド左右ピッチ 235mm
適合 GROM/MSX

スタンド重量は持ち運びに便利で軽
量な2.5kg。キャスターローラー付
きで楽なジャッキアップが行えます。
U型フック左右ピッチ 250～300mm
U型フック地上高 320mm

アルミ製モーターサイクル
フロントスタンド

アルミ製モーターサイクル
リアスタンドフックタイプ

ホンダエンジンオイル
ウルトラＧ２

バイク専用オイルパント
レー廃油口付き２Ｌ

ワイヤーツイスタープライヤー
オートリターン式

メンテナンススタンドリヤ用
アジャスターノブ

ＡｒｇｕｓＢＢ-ＳＢＭ１２バッ
テリースターティングモニター

手帳型ポケットテスター

ミニモトオフロードバイク向
けスタンドタイプB

メンテナンススタンドリヤ用
キャスター2ヶ入り

メンテナンススタンドリヤ用
L型支持ステー2ヶ入り

ミニメンテナンススタンドリヤ
用L型支持ステー2ヶ入り

ミニメンテナンススタンドリヤ
用アジャスターノブ2ヶ入り

アルミ製バイクメンテナンス
スタンド・パーツトレイ付属

2880 825円 3913 4,500円

ドロッとしたペースト状が汚れに密
着し、スクラブ粒子が深く入り込ん
だ頑固な油汚れに作用し素早くき
れいに落とします。
内容量 1袋(1.2kg)

工業用ハンドクリーナー
(アロエエキス配合)詰め替え 比較的小さな部品洗浄に便利な

パーツ洗浄台。モンキー系のパーツ
洗浄にオススメです。軽量な洗浄台
のため、水の取り替えも簡単に行えま
す。ひどい油汚れを落とすのに便利な
循環型電動ポンプ装備の洗浄台で
す。ポンプ電源 AC100V 50/60Hz

モンキーパーツ洗浄台26Ｌ
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1,400円

11,500円

4,500円

1,350円

1,000円

1,350円

8,850円

3,400円

液体、気体を密封する耐油性の汎
用Ｏリングのセット。耐ガソリン性で
はありません。
バイク、自動車問わず使用が可能で
す。

Ｏリングセット４１９ピース

2141 1,900円

発売中のモンキー/ダックスメンテ
ナンススタンドリヤ用に使用されて
いるL型支持部面が標準サイズのタ
イプです。標準幅のメンテナンスス
タンドリヤ用としてご使用可能です。
支持部面積 43×29mm

メンテナンススタンドリヤ用
L型支持ステー

5746

バイクのクランクケースなど、狭いス
ペースのベアリング取り外しに適し
たスライド方式のプーラーです。
収納ケース付ベアリングプーラーセ
ットです。

クランクケース用ベアリング
プーラーセット

5443 9,900円

使用可能なエンジン 
モンキー/ゴリラ、
APE50/100、
XRモタード50/100

モンキーエンジン・クランクシャ
フトインストーラー＆プーラー

5444

エンジンの分解、組立て時にフライホイー
ルやクラッチのナットを緩めたり締め付け
る際にクランクシャフトが回転しないようコ
ンロッドを固定する工具。コンロッドやクラ
ンクケースにダメージを与えないアルミ製
です。コンロッド幅9mm以下に使用可能。

この工具を使えば、正確なフォーク
オイルのレベル測定が可能です。
適正なフォークオイル量を維持する
ことで、バイク性能を如何なく発揮
できます。

負圧をかけると作動する機器の点
検、および負荷の計測、また2輪車の
ブレーキのフルード交換にもご使用
できます。

ギャ、ベアリング、プーリー等を引き
抜くプーラーのセット。
直径30～50mm、50～75mmの2
種類のセパレーターとボルトが付属
されたセットです。
セパレーターは強度に優れた鍛造
品です。

急激なエアー噴射で簡単にチュー
ブレスタイヤのビードをあげる。タイ
ヤとホイールの隙間の部分からエ
アーを大量に噴出！
本体重量 11kg
タンク容量 18L

汎用性の高い銅ワッシャー220ヶを
1パッケージにしました。以下は内
容品一例です。
6×10×1mm 25pcs
8×14×1mm 10pcs
12×16×1.5mm 10pcs

熱を加えると収縮するチューブの為、
電線、端末等の絶縁です。
配線等に通しシュリンク箇所に合わ
せて、チューブに熱を加えてシュリン
クします。保護や電線の接続部の防
水や腐食防止に使用できます。

汎用性の高いOリングをプラスチッ
クケース入りパッケージにいたしま
した。Oリングは耐ガソリン性ではあ
りません。
各20ヶ入り

スチール製の一般的なホースバンド
です。汎用性の高いサイズを1パッ
ケージにしました。
φ16x8.0mm 8ヶ、φ22x8.0mm 6ヶ
φ25x8.0mm 2ヶ、φ28x8.0mm 2ヶ
φ32x12.7mm 2ヶ、φ40x12.7mm 4ヶ

汎用性の高いウッドラフキー各サイ
ズ10ヶを１パッケージにしました。
13×5×3mm、13×5×4mm
16×6.5×3mm、16×6.5×4mm
19×7.5×4mm、19×7.5×5mm
22×9×5mm、22×9×6mm

バルブの摺り合わせに使用する、タ
コ棒用のバルブコンパウンド。缶の
上下で2タイプのコンパウンドが入
っています。
容量
#120中目/20g、#240細目/20g

オートバイのミッションケースなど
固くて緩まないビスを緩める時に使
用するインパクトドライバー。
アダプターにビットを装着しビット
の回る方向をセットし、ハンマーで
叩くだけで簡単にビスを緩める事が
出来ます。

汎用性の高い割ピン555ヶをプラス
チックケースのパッケージしました。
φ1.5×30、φ2.0×35、φ2.4×35、
φ2.0×50、φ2.2×62、φ
3.1×78mm

スポークの調整バランス取りがこの
一台で可能。最大12インチ～21イ
ンチまでのホイールに使用可能です。
対応幅 300mm
対応アクスル径12～28mm

一台でホイールの振れ調整、バラン
ス調整、ベアリングチェックが簡単
にできる折りたたみ式スタンド。
折り畳むことで余計な場所をとらず
持ち運びにも便利。

ハンドル穴あけ加工用治具。ハンドルパ
イプなどの穴あけに便利な工具です。こ
の冶具を使えば、ドリルの刃先がズレ
ません。本体カラーが入荷時期によっ
てブラックとなる場合がございます。
穴あけ径 Φ５ｍｍ

広く分厚いシートで座り心地は抜
群で足元には作業中のパーツや工
具を置くことが可能。ガスシリン
ダーでシートの高さが自由に調節。
座面高さ 最小390/最大500mm

自在キャスターで座ったままでも移
動が簡単です。またシートの下には
3分割された樹脂トレーがついてい
るので部品やネジ等の収納に役立
ちます。

T字型のベースは安定が良く、安心
して力を掛ける作業ができる。
ホイールに傷がつかないように、ベ
ースの接触面にはラバーが貼り付
けあり。

モンキー系エンジン用
コンロッドストッパー

5445 1,900円

汎用フォークオイルゲージ
セット

3750 2,060円

ワンマンブレーキブリーダー
バキュームテスターキット

4866

ベアリングプーラーセット

4840 7,100円

引っ張りタイヤの空気入れ
エアービードブースター

4905 11,500円

銅ワッシャーセット
220ピース入り

4863

ヒートシュリンクチューブ
セット127ピース入り

4864 850円

Ｏリングセット
225ピース入り

4860 1,000円

ホースクランプセット
26ピース入り

4861

ウッドラフキーセット
80ピース入り

4862 1,000円

バルブコンパウンド
＃１２０/２４０

2140 415円

インパクトドライバー

4785

割りピンセット555ピース
入り

4859 1,000円

ミニモトバイク用ホイール
バランサー

4896 7,500円

モーターサイクルホイール
メンテナンススタンド

4850

ハンドルパイプ穴あけ加工
用治具

2528 1,440円

メンテナンス用キャスター付き
油圧シリンダー椅子

5106 2,980円

鉄製フレーム作業チェア
(樹脂トレー付)

4898

タイヤビードブレーカー
傷が付かないタイプ

4895 3,550円

740円

1,900円

ねじ込み式のホースストッパーです。
タンク着脱時のガソリン漏れを防
ぎます。 ストッパー部分はスライド
式のため、簡単に脱着作業が行え
ます。
適合ホース外径 φ15mm以下

傾斜場所や整備時にフロントブレー
キを掛けた状態にすることができる
工具です。トランポ時などに素早く
フロントブレーキをロックさせた状
態にする工具です。
適合グリップ外径 φ33mm以下
フロントブレーキレバーの肉厚 11mm以下

ブッシュリリース付ソケット3/8インチ
(9.5mm)角に、指先に馴染むアルミ削り出し
ハンドルが付いたフィンガーラチェットです。
差込角  9.5mm又は3/8インチ
ギヤ歯数  72枚
送り角度  5°

オイルシールを取り外しする際に使
用します。先端を研磨しているため、
使用の際に金属部品へ疵が付きに
くい仕様です。
工具の棒状部分がφ1.2mmのた
め、エンジン本体のオイルシール交
換に最適です。

ディスクブレーキパッド間の隙間を
広げる際に使用します。
ゴム製の取っ手でしっかりとパッド
を押し広げる作業が行えます。
サイズ 全長220×幅36mm

特長 コッターの装着が簡単でバル
ブ組み付け時のコッター装着が正
確、簡単に作業できます。 
用途 2バルブヘッド専用(4バルブへ
はご使用できません)

ホースストッパーツール

5706 400円

フロントブレーキロック

5707

アルミ製CNCブッシュ式
フィンガーラチェット3/8インチ

5708 1,420円

オイルシール取り外し工具

5698 790円

キャリパーピストンリバース
ブレード

5703

バルブコッター装着ツール

5704 1,520円
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価格（税込）　商品ID

1,030円
1,030円

4806
4807

1,030円4808

細目（#240）
中目（#120）
粗目（#60）

荒さ

価格（税込）　商品ID

3,900円
3,900円

4903
4904

シルバー
ブラック

カラー

価格（税込）　商品ID

4,650円
4,650円

5969
5970

レッド
ブラック

カラー

120

2901 2,230円 3909 2,850円

2,690円1832 1,750円 2682 3921 1,930円

3823 2,600円

2613 2,680円

19,980円

4909 25,900円

API、ACEAをはじめとする各種規格や、
カーメーカーの認証を取得し、二輪車・
四輪車を問わず、また国産車、欧州車、
米国車など、幅広い車両に安心してお
使いいただけるFull Synthetic Oilです。
SAE粘度グレード 5W-40、容量 1L

WAKO'S 4CT-Sフォー
シーティーS

V902は、エンジン組付け時、部品
同士の接触部に塗布する事により、
初期摩耗やカジリを防止し、正常な
エンジン性能をひきだします。
容量 100g

WAKO'S 組付け用ペーストASP 
(エンジン組付けペースト) 100g

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂
配合の浸透潤滑油剤。360℃すべての傾き
で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノ
ズルにより、遠距離や狭い場所へも容易に
噴射できます。水置換性なので水に濡れた
状態でも効果を発揮します。容量 350ml 

WAKO'S RP-C ラスペネ
業務用

各種添加剤の組み合わせにより、仕
上げ面・加工面精度の向上、工具の
寿命延長、切削速度・送りを改善し
作業効率を向上します。特殊構造に
より、どのような傾きでも使用できま
す。容量 312ml 

WAKO'S ワコーズ TC-A 
タッピングコンパウンド

せん断安定性、耐磨耗性、消泡性能
に優れ安定した性能を長期間持続
する。競技などの過酷使用に対応
し、10番との調合により好みの硬さ
を得られます。
容量 500ml

WAKO'S フォークオイル
20 FK-20 500ml 

チューブレスタイヤ専用パンク修理
キット。重厚なアルミ製ハンドルは
作業効率をアップさせます。
内容 穴埋めプラグ 5ヶ、ハンドル 2ヶ、
リーマー 2ヶ、ニードル 2ヶ

クラッチスプリング圧縮工具。
モンキーノーマルクラッチ（一次側強
化クラッチ）、DAX70（2枚ディスクク
ラッチ）等の分解・組み付けに使用。
プーリーサイズ 125～155㎜

塗料、パウダーコーティング、ガンコ
ート、結晶塗料、特殊塗料、樹脂成
型プレヒート焼付乾燥などに対応、
内容量 20ℓ
電源電力 AC100Ｖ50/60Hz

『Dr.アルマイトJr.』はアルマイト加工
に必要な薬剤・備品と施工のノウハ
ウを1つにまとめてパッケージ化し
た、画期的なＤＩＹアルマイト加工
キットです。キット以外に12Vバッテ
リー、カセットコンロ（ＩＨヒー
ター）、ステンレス製鍋が必要です。

パンク修理キット

クラッチスプリング圧縮
工具

2610

2199

5,300円

主にバイク、軽自動車のバルブのスプリングやシー
ルが交換できるツールセット。交換可能なアタッチ
メントが５種類付属しており、各種サイズに対応。
アタッチメント ３０～２８.５、２５～２３.５、２３～２１.５、
１９～１６.５、１６～１４.５ｍｍ
エクステンションボルト ロング９０ｍｍ、ショート５０ｍｍ

バルブコンプレッサー工具
セット

CARVEK小型乾燥器クラ
フトオーブンCV-Junior 

カーベック Dr.アルマイトJr.

モナミバルブコンパウンド ■特長
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨か
ら錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ
緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研
削力を自生する優秀な研削材。
超硬金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。

バイクローラースタンド ■特長
ベアリング入りローラーが、接地しているタイヤを回転させることができます。
サイドスタンド車のパンク修理やチェーン作業時に威力を発揮します。
大型バイクも余裕のローラー幅190mmです。
ベアリング入りで重いバイクでもスムーズに回転させることができます。
ローラーには横滑りしにくいローレット加工がしてあります。
ローラー幅は190mm大型バイクも余裕です。
裏面にはゴムの滑り止め付き。

軽作業用コンパクト3段チェスト

エンジンスタンド ■特長
横型モンキーエンジンの整備のためのメンテナンススタンドです。
エンジン本体を縦向き、横向きにスタンドを回転させたり、左右どちら側か
らもクランクケース部品の分解・組立が可能です。
■適合エンジン
モンキー・ダックス・シャリィ、その他適合エンジン Lifan社製・Loncin社製エンジン
■仕様
製品サイズ W365×H308×D405mm
パイプ径 φ28.5mm、重量 3060g

価格（税込）　商品ID

2,760円
2,760円

2195
2196

Bloody-Red
Jet-Black

カラー

価格（税込）　商品ID

5,900円
5,900円

5429
5430

レッド
ブラック

カラー

CARVEK結晶塗料スプレー缶 ■特長
自動車や二輪車のエンジンヘッドカバーやマニホールドなどに使用される
塗装、タペット音などを軽減させる効果あり、施工には高性能の焼き付け釜
が必要です。CARVEK小型乾燥機CV-JUNIORを取扱いしています。
こちらの釜がコンパクトでミニバイクユーザー様にお薦めです。
■入り数
1本販売

■特長
軽量なスチール製チェストです。
小型な工具を作業エリアに移動したり、素早く使用する際に役立つチェストです。
画像では2、3段目はフラット面を上向きにセットしていますが、1段目のようなトレーとして、使用が可能です。
移動時に素手にフィットするアルミ製の楕円形ハンドル付き。
■製品詳細
完成寸法 L785×W360×H765mm
トレー寸法 L700×W355mm
キャスター外径 φ75mm
棚板間クリアランス 260mm
※画像は身長176cmの男性が使用したイメージです。  



メンテナンス用品・工具
メンテナンス品・工具

収納時

121

グロム、スーパーカブのノーマルフライ
ホイールを引き抜く際に使用する専用
工具です。
M30×ピッチ1.5mm(正ネジ)
適合 グロム、スーパーカブ50（AA04）、
スーパーカブ110/クロスカブ（JA10）等

フライホイールプーラー
M30×P/T1.5

5190 1,860円

フライホイールプーラーはバイクの
純正フライホイールを取り外す為の
商品です。
取り付け部ネジサイズ 正ネジ
M24×ピッチ1.0mm

フライホイールプーラー
正ネジM24×P/T1.0

5191 950円

1,420円

1,260円

10,150円

8,600円

8,424円

1,150円

ステムベアリングレースリムーバーはバイクの
フレームに圧入されたステムベアリングのアウ
ターレースを抜き取る工具です。
アウターレースの内側から爪を掛け、反対側か
らパイプ等を挿入しハンマーで打ち抜きます。
使用範囲 φ36～60mm

ステムベアリングレースリムーバー
使用範囲φ36～60mm

5192 2,540円

ステムベアリングレースリムーバーは、バイク
のフレームに圧入されたステムベアリングのア
ウターレースを抜き取る工具です。
アウターレースの内側から爪を掛け、反対側か
らパイプ等を挿入しハンマーで打ち抜きます。
使用範囲 φ25～40mm

ステムベアリングレースリムーバー
使用範囲φ25～40mm

5193 2,540円

HONDAミニバイクのクラッチ分解、
組み付け時のロックナット(クラッチ
センターナット)の緩め、締め付けに
欠かせない特殊工具です。
外径×内径 Φ30×24mm
差込角 9.5mm

ホンダ車クラッチロック
ナットレンチ30mm

5188 1,020円

ボルトのネジ山を傷めることなく、
スタッドボルトの取り付けができる
スタッドボルトインストーラーセット
です。
対応ネジ M6×1.0、M8×1.25、
M10×1.25

スタッドボルトインストーラー
3pcsセット

5189

ミニバイクでの使用を前提に使用頻
度の多いサイズ5種類をセット。
17mmと19mmのレンチを使いス
タッドボルトの脱着を行います。
スタッドボルトインストーラー&リ
ムーバーセットです。

スタッドボルトインストーラー
リムーバー8pcsセット

5199 4,520円

ホンダスーパーカブセル付きシリー
ズ用のフライホイールを取り外す専
用工具です。
取り付け部メネジサイズ M28×ピッ
チ1.0mm

フライホイールプーラー
M28×P/T1.0

5186

フライホイールプーラーはバイクの
純正フライホイールを取り外す為の
商品です。
取り付け部メネジサイズ 逆ネジ
M27×ピッチ1.0mm
六角工具部 29mm、17mm

フライホイールプーラー
逆ネジM27×P/T1.0

5187 950円

常時車内携帯に便利な1500mmサイ
ズでありながら、ワイドな幅215mmの
ため扱いやすさは抜群です。
寸法 全長1500×幅215mm
使用均等200kg

汎用モーターサイクル&バギー、
除雪機アルミ製軽量スロープ

4856 5,600円

軽量で高強度な作りのため、常時自動車へ積ん
でおけば、いつでも気軽に積み込み下ろしが可
能です。収納時はコンパクトな全長750mm。使
用時は全長2030mmとロングスロープです。
使用時寸法 全長2030×幅310mm
使用均等荷重限度 270Kg

当社オリジナルの大型ラバー赤色パット
付きで、大切な愛車に疵が付きません！
収納時、2本のスロープを互いに重ねる
ことができ、省スペース保管が可能です。
寸法 全長1500×幅215mm
使用均等荷重限度 200Kg

対候性に優れたアルミ素材のためオ
フロードバイクユーザーにもお薦めで
す。ハイエース、その他ワンボックス車
等の使用に最適な寸法です。
使用時寸法 全長1800×幅290mm
使用均等荷重限度 340kg

モンキーの後輪足回り整備に便利。
バックステップなどの固定ステップ
であれば、イメージ図のようにジャッ
キアップが可能。8インチ車の場合、
最低位で使用すればコブシ1個分の
地上クリアランスを確保できます。
高さ 285～425mm

ローダウン仕様車、使用時でもアンダーカウ
ルが擦れにくい全長2260mmのロングバ
ージョン。ロングタイプで積み込み、積み下
ろし時のユーザーへの負担を軽減します。
使用時寸法 全長2260×幅280mm
使用均等荷重限度 340kg

ローダウン車やエアロ車をジャッキ
アップ作業時にジャッキ分の高さを
確保するため、補助的に使用する
カースロープ。
スロープ面 W195×H65mm
全長700mm 
重量 4kg（左右セット）

マフラー交換やリアスタビライザー、アンダーカ
バー装着などに便利なH160mmタイプです。
耐荷重 2.5トン
最大寸法 L900×H215×W330mm
スロープ面 W250×H160mm
全長 900mm 
重量 8.0kg（左右セット）

メインフレーム（ブルーフレーム部）は
アルミ製。負荷が掛かるリフト部分は
スチール素材を使用することで丈夫
なジャッキ。ハンドルは半分に折り畳
みできるためコンパクトに収納可能。
最大荷重 1500kg
高さ 80～375mm

当時はもちろん現代もクラシックカーを扱う英国
のガレージで必ずといって見掛けるカストロール
のオイルジョッキのカストロール社リプロ品です。
こちらLサイズの容量は1137mlです。
サイズ 約H253×W200mm
容量 1137ml、材質 スチール製

自動車整備時に起こりやすい、擦れ傷防止、工具
落下等のリスク回避に遅すめの傷防止シート。上
端一面にマグネットが仕込まれており、鉄部分に
貼り付けすることが可能。工具ポケットがあり、ド
ライバーや眼鏡レンチなどを素早く取り出せます。
サイズ 106×59cm

カブツールセットです。
適合に関しては適合一覧にてご確
認ください。
純正品番 89010-GBJ-000

古いカストロールのロゴをあしらった車載
工具入れ。大小15個のポケットがあり、工
具が傷つく事無く、効率的に収納出来ます。
旧書体のカストロールのロゴとグリーンのキ
ャンバス地の風合いは、英国車にピッタリ。
サイズ 約330×640mm

カストロールグリーンと内側のホワイトのコン
トラストが爽やかな琺瑯仕上げのクラシック
スタイルのマグカップです。スチールの縁取り
の琺瑯がビンテージ感を引き立てています。
サイズ 約H92×φ98mm
材質 スチール製

昔ながらのレバー式を採用した雰囲気抜
群のオイル差しです。ポイント給油用の金
属製注ぎ口と狭所の注油に便利なチュー
ブの注ぎ口の２種類が付属しています。
サイズ 約H123×φ65×W105mm
材質 本体 スチール製

アルミ製3段折畳み式スロープ・
ブリッジ コンパクト収納型

5613 12,400円

アルミ製スロープ・ブリッジ 
ストレートタイプ

5608

汎用モーターサイクル用
アルミ製スロープ折り畳み式

4838 7,600円

リジッドラック2基セット

4893 2,820円

汎用モーターサイクル用アルミ製
ロングスロープ折り畳み式

5117 7,300円

サーキットカースロープ

5104 3,900円

ガレージカースロープ

5105

油圧アルミ製ジャッキ

4894 11,500円

CASTROL
クラシックオイルジョッキ（Ｌ）

5856 2,835円

自動車整備時の傷防止
シート

5873

ホンダ純正カブツール
セット

5909 2,905円

CASTROL
クラシックツールロール

5853 2,473円

CASTROL
クラシックマグカップスチール製

5854

CASTROL
クラシックポンプ式給油タンク

5855 2,700円

アルミ製台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ

■特長
台車・車椅子・バイク用の段差解消用スロープです!  段差に設置すれば、スムーズに上り下りができます!
折り畳み可能で持ち手付きなので持ち運びも便利ですので有効活用にお薦めです。
折り畳み式でコンパクトに収納が可能です。
持ち運びに便利なアルミ取っ手付きです。

商品ID 価格（税込）　

12,600円
16,800円

5610

5610

5611

使用時のサイズ 収納時のサイズ

全長910×幅370×厚み70mm

重量

6.9kg全長910×幅700×厚み50mm
全長1220×幅700×厚み50mm 全長1220×幅370×厚み70mm 7.3kg

耐荷重

300kg
300kg

8,100円
9,400円

5966
5965

全長450×幅370×厚み70mm 3.5kg全長450×幅700×厚み50mm
全長600×幅700×厚み50mm 全長600×幅370×厚み70mm 4.5kg

300kg
300kg
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540円

2,100円

1,450円

5763 756円 5764 5765 540円

5198 2,450円 5251 5762 756円

3745 1,230円 2939 5210 2,592円

初代モンキーZ50M 日本手拭いがカラフル
に生まれ変わって登場!シートのチェック柄の
モチーフをバックに、Z50Mのイラストを配し
た日本手拭い。
サイズ W900×H350mm　素材 綿:100%
純正品番 0SYEP-W9N-RF

シンプルで安価な皮革製ベルティン
グキーホルダー。おうちの鍵はもち
ろん、スペアキーの携帯にも便利。
日本製
素材:皮革、金属
純正品番 0SYEP-N98-KF

シンプルで安価な皮革製ベルティン
グキーホルダー。おうちの鍵はもち
ろん、スペアキーの携帯にも便利。
日本製
素材:皮革、金属
純正品番 0SYEP-N98-TF

ノーマルフライホイールを引き抜く
際に使用する専用工具。
M33×ピッチ1.5mm(正ネジ)
全長 110mm
外径 φ45mm
センターボルトサイズ M17(逆ネジ)

GROMのオイルフィルターローターとクラッチ
ロックナット工具。市販ロックナットレンチと比
較してロングのため、オイルフィルター側使用
時、シャフトとのクリアランスが確保可能。
外径 φ30×5.5mm(オイルフィルター側)
外径 φ25×5.5mm(クラッチ側)

人気のスーパーカブ日本手拭いがカラフ
ルなデザインでリニューアル発進!レジェン
ドC-100のイラストを配した日本手拭い。
サイズ W900×H350mm
素材 綿:100% 
純正品番 0SYEP-W9M-WF

ロックナットレンチ 20×24mmはホンダ車のミニ
ミッションバイク(カブ、モンキー、ゴリラ、
NSR50/80など)のクラッチナットに使用する専用
工具です。HONDA純正工具07716-0020100互
換品です。 差込角1/2のエクステンションバーとラ
チェットレンチを併用します。

ロックナットレンチ 20×24mmはホンダ車の
ミニミッションバイク(カブ、モンキー、ゴリラ、
NSR50/80など)のクラッチナットに使用する
工具です。 差込角3/8(9.5mm)のエクステン
ションバーとラチェットレンチを併用します。
※インパクトレンチでは使用できません。

オイルフィルターローターを取り外
し、取り付けする際に必要な工具で
す。
サイズ M30×5.5mm
純正品番 07916-6390001

ホンダZ50M 
日本手拭い

Honda レザーベルティング
キーホルダー(ブラック F)

Honda レザーベルティング
キーホルダー(ブラウン F)

フライホイールプーラー
M33×P/T1.5

GROM/MSX専用ロックナット
レンチ工具φ30×φ25

ホンダSuper Cub
日本手拭い

ロックナットレンチ２０×２４ｍｍ
（口サイズ１２.７ｍｍ）

ロックナットレンチ２０×２４ｍｍ
(口サイズ９.５ｍｍ)

ホンダ純正工具ロックナットレ
ンチM30(GROM用/ロング）

価格（税込）　商品ID

19,999円
19,999円

5845
5838

L（59-60cm）
M（57-58cm）

サイズ

HONDAモンキー 50周年記念限定ヘルメット ■特長
モンキー50周年を記念して限定生産のヘルメットが登場！
50年に渡るモンキーファンの皆様や、オーナーの方々にも、きっとご満足い
ただける商品です。
左右にホンダウィングマーク、後部にアニバーサリーマークがついてます。
■製品内容
シリアルNo、専用収納袋、専用外箱
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Model No.1

Model No.8

Model No.12

Model  No.
エンジン

エンジンオイル量

エンジン出力

フレーム

電圧

バッテリー

タンク

使用燃料 /燃費

最大負荷加重

最高速度

速度メーター

キャブレター

タイヤ

ホイール

シート

フロントサスペンション

リアサスペンション

スイングアーム

ウインカー

マフラー

グラブバー

フェンダー

オイルキャッチタンク

オイルクーラー

ステアリングダンパー

フロントキャリア

車体番号ＶＩＮ

価格（税込）

LONCIN125cc  4 速手動クラッチ

オイル交換時 650cc（新品乾燥 700cc）

9.5hp

3cmロングフレーム (ノーマル比 )

12Ｖ

MF12Ｖ 3Ａｈ

ガソリン (ハイオク対応 )　1Ｌ/45ｋｍ

100kg 迄

110km/h ( 乗車重量 60kg)

120km/h 表示

MIKUNI  VM22 (MJ#95)

F：110/70-10      R：130/60-10

アルミ製   Ｆ：3.00Ｊ  Ｒ：3.50Ｊ

ＴＬシート黒 /白ライン

ディスクブレーキ仕様

アルミ製 16ｃｍロング

ＬＥＤクリアレンズ

クロームメッキ

あり

なし

あり

あり

17桁刻印

￥99,800 ( 運賃無料 )

Ｆ：メッキノーマル 鉄製　
Ｒ：プレートタイプ 鉄製　

Ｆ：メッキノーマルタイプ 鉄製　
Ｒ：なし

モンキー型 (5Ｌ) モンキー型 (5Ｌ) ゴリラ型 (9Ｌ)

ステンレス製
ツインマフラー

Ｎo.1 Ｎo.8 Ｎo.12

330ｍｍ
リザーバー機能付き

カーボン製マフラー

210ｍｍ モノショック

コンプリートバイク特集ページ
サイトはこちら→

■排気量49cc仕様車について
49cc の場合はキャブレター、マニーホールド、スプロケットが変更されます。
また初心者でも扱いやすいよう、セル始動方式エンジンを搭載しています。ハ
ンドルスイッチでエンジン始動が可能です。またバッテリー上がりを懸念され
るお客様は SHORAI バッテリーをお薦めします。その他パーツ構成に関しては
掲載スペックの通りとなります。
■納期について
125ページに車体のご注文方法を掲載しています。ご注文前にご確認ください。
いずれの車体も常時在庫を保有しており、ご入金後（コンプリートバイクご注文
の場合）には当日又は翌営業日の発送といたします。
■仕様について
製品はパーツ構成が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承く
ださい。パーツ構成の詳細が必要なお客様か購入前に事前に当社までお問い合
わせください。
■梱包について
キットバイクは鉄枠、更にダンボール箱で梱包されています。営業所での引き
取りの際は軽トラックやハイエースなどで引き取りする必要があります。資材
処分や組み立てを懸念されるお客様向けに組み立てプラン ( 別途費用 ) もあり
ます。
■アフターパーツ
コンプリート車に使用される部品のほとんどは当社にてお取り扱いしています。
消耗品、破損部品等の補修パーツは豊富に取り揃えています。
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電球タイプオレンジレンズ

140km/h 表示 120km/h 表示

Ｆ：メッキノーマル鉄製（ダウン）
Ｒ：プレート 鉄製

Model  No.
エンジン

エンジンオイル量

エンジン出力

フレーム

電圧

バッテリー

タンク

使用燃料 /燃費

最大負荷加重

最高速度

速度メーター

キャブレター

タイヤ

ホイール

シート

フロントサスペンション

リアサスペンション

スイングアーム

ウインカー

マフラー

グラブバー

フェンダー

オイルキャッチタンク

オイルクーラー

ステアリングダンパー

フロントキャリア

車体番号ＶＩＮ

価格（税込）

9.5hp

12Ｖ

MF12Ｖ 3Ａｈ

ガソリン ( ハイオク対応 )　1Ｌ/45ｋｍ

100kg 迄

ディスクブレーキ仕様

なし

なし

17 桁刻印

￥99,800 ( 運賃無料 )

2.5Ｌ 4Ｌ

ステンレス製マフラー SUS製マフラー
ショート管ハス切

兜フェンダー鉄製

あり

あり

なし

なし

鉄製リアキャリア付き アルミ製アルミ製

Ｎo.16 、 18

280ｍｍ　強化
ツインショック

335ｍｍ　強化
ツインショック

240ｍｍ　強化
ツインショック

MIKUNI  VM22
 (MJ#95)

SHENＧWAY製
φ22

MIKUNI  VM22
 (MJ#95)

F/Ｒ：3.50-10

アルミ製 /Ｒ：3.25J アルミ製F/Ｒ：3.50J

ＴＬシート黒/白ライン白 鋲打ち

スチール製ノーマル長 アルミ製
13ｃｍロング

白/赤ライン  鋲打ち

ダックスタイプフレーム

オイル交換時720ｃｃ
(新品乾燥770ｃｃ)

ノーマル長フレームシャリィタイプフレーム

Ｎo.25

モンキー型 (5Ｌ)

F/R:130/50-8

110km/h ( 乗車重量 60kg) 95km/h
 ( 乗車重量 60kg)

LONCIN125cc  4 速手動クラッチ LONCIN125cc 
4 速遠心クラッチ

オイル交換時 650cc（新品乾燥 700cc）

Ｎo.17
Model No.18 （シルバー） Model No.16

Model No.17

Model No.25
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ご利用案内
̶ご注文方法̶

ミニモト通 販 部
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お客様に安全に商品をご使用頂く為、下記の事項を必ずお読み頂くようお願い申し上げます。

̶製品に関する注意事項と返品について̶
ご利用案内ご利用案内ご利用案内
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キ

リ

ト

リ

線

F A X 注 文用 紙 FAX
番 号

※過去ご注文履歴がある方は同じ番号をご記入ください。

送信方向
▲
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キ

リ

ト

リ

線

F A X 注 文用 紙 FAX
番 号

※過去ご注文履歴がある方は同じ番号をご記入ください。

送信方向
▲
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