
遊びも色色
Vourious colors of fun!

PRODUCT
CATALOG 10

株式会社コーケン
KOHKEN Co., Ltd.

TEL：045-511-7333　FAX：045-511-7443神奈川県横浜市都筑区池辺町3313〒224-0053

3313 Ikonobecho, Tsuzukiku, Yokohama-City, Kanagawa-Pref, 224-0053, JAPAN

※価格・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。また写真は印刷等の関係上、実際の商品とは色等が多少異なる場合があります。予めご了承ください。

Riding High!!Riding High!!
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CATALOG 1
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P.3～P.25

■KOHKENカスタムバイク紹介
■KOHKENメカニカルクラッチホルダー
■KOHKEN エアロレバー２
■KOHKEN bremboマスターシリンダーEZパッケージ
■KOHKEN bremboマスターシリンダー用機械式スイッチキット
■EVATEK bremboマスターシリンダー用チタニウム製タンクキット＆タンクステー
■KOHKEN bremboマスターシリンダー用ステンレス製タンクキット＆タンクステー
■KOHKEN CNCブリードキャップ
■KOHKEN brembo RCSマスターシリンダー用ダイヤルカフス
■KOHKEN CNCオイルタンクキャップ
■KOHKEN brembo用チタニウム製ピボットピン･パッドピン･ブリーダーボルト
■KOHKEN brembo用ステンレス製ピボットピン･パッドピン･ブリーダーボルト
■KOHKEN bremboキャリパー用パッドスプリング
■他ブレーキ関連パーツ(ホース/クランプ/キャップ)
■KOHKEN bremboラジアルマウントキャリパー用カラーキット
■KOHKEN bremboラジアルマウントキャリパー用オフセットカラー
■KOHKENフランジボルト/テーパーキャップボルト/ステンレスシム
■KOHKEN DAYTONA675/R用カラーセット
■KOHKEN bremboブレーキキャリパーサポート for ADV150/XMAX/スーパーカブC125/NMAX/MAJESTY-S
■KOHKEN OHLINS正立フロントフォーク用キャリパーサポート
■KOHKENリアキャリパーサポート
■KOHKENフレックスモバイルステー
■KOHKENアルミメッシュパネル
■KOHKENデコレーションプレート
■KOHKENスポンジヘッドクリーナー
■オプション･アクセサリー類･その他
■SUNSTARリアアルミスプロケットKOHKENオリジナルカラーバージョン
■RALLY591スーパーライトキャリアKOHKENオリジナルカラーバージョン
 

P.3
P.4～P.5
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P.15
P.15
P.16
P.16
P.16
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20～P.21
P.22～P.23
P.22
P.22
P.23
P.24
P.25
 

自社製品事業部 KAWASAKI

ブレーキキャリパー/フロント

　　　　　　　　　　　　/リア

ブレーキホース

ブレーキマスターシリンダー/フロント

クラッチホルダー

ブリーダーキャップ

タイヤ

ガード

ハンドル

グリップ

バーエンド

ナビステー

フェンダー/リア

スタンドフック

“光研電化”アルマイト

brembo 484キャリパーキット 108㎜ [220.B473.20]  (P37)

Kohken キャリパーカラーキット ブラック [KOK-1405BK]　(P16)

brembo 2POT CNCキャリパー ブラック [120.A441.30] (P39)

Kohken リアキャリパーサポート [KOK-1421]　(P19)

ACTIVE ビルドアライン

Brembo 19Corsa Corta ブレーキマスターシリンダー [110.C740.10]　(P42)

Kohken エアロレバーⅡ Corsa Corta ミドル [KOK-2146M] (P6)

Kohken メカニカルクラッチホルダー"BASIC" L-34㎜ エアロレバーセット/スタンダード [KOK-2061L] (P4)

Kohken CNCブリードキャップ ブルー/グリーン/チタンゴールド/オレンジ [KOK-1029BL/GR/TIG/OR] (P13)

PIRELLI DIABLO SUPER CORSA V2 F:120/70ZR17 SC1 R:180/60ZR17 SC2

Kohken CNCレバープロテクター [KOK-5000-BAxBR-HAxOR-TPxBR] (廃盤)

Kohken アルミメッシュパネル 細目 ゴールド [KOK-5008GD] (P22) *ラジエターに装着

BEET Z900RS用テーパーハンドル

PRO GRIP 838 ブラック/オレンジ

ワンオフ製バーエンドキャップ

Kohken フレックスモバイルステー ダブルアーム アールズブルー [KOK-8011-EBL] (P20)

Kohken フレックスモバイルステー シングルアーム アールズブルー [KOK-8013-EBL] (P20)

Kohken カメラマウントステー [KOK-8014] (P21)

K-FACTORY フェンダーレスキット

ヨシムラ スタンドフックカラー

フロントフォークアウターチューブ/オレンジ

ラジエターサイドカバー/ゴールド

ハンドルバー/チタンゴールド

バーエンド/ブラウン、オレンジ

ニープレート/ハードオレンジ

リアサスペンションリンクロッド/パープル

チェーンアジャスター/ハードパープル

スタンドフックカラー/レッド

Z900RS 2018
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Photo：小見 哲彦
Special Thanks！：ガレージリンクス、ナップス、ブレンボジャパン（順不同、敬称略）

私たちコーケンは各種金属表面処理、自動車・二
輪車パーツの開発・販売を通じ、「こんなものがあ
ったらいいなぁ」、「こんな事が出来たらいいなぁ」
など、様々な想いを実現するべく日々新しい試みに
チャレンジしています。
失敗を恐れず“私たちは必ずできる”を信念とし新し
い技術、商品、サービスを発信し続けていきます。

P.26～P.27
P.28

■光研アルマBOX ／アルマBOXハードシリーズ
■光研アルパックシリーズ

P.26～P.28表面処理事業部

■ケミカル関連ご案内
■GLARE(グレア)「洗」「磨」「輝」
■HISPE(ハイスペ) 達人シリーズ
■PROCLO(プロクロ) マイクロファイバークロス
■KOHKENスポンジヘッドクリーナー
■ブレンボ目次
■フルードに関して
■オーバーホール受付に関して
■ハードアナダイズドに関して
Calipers
■ラジアルマウントキャリパー
■アキシャルマウントキャリパー
Master cylinder
■RCSマスターシリンダー関連
■メカニカルクラッチレバー
■ラジアルマスターシリンダー
■ホリゾンタルマスターシリンダー
■リアマスターシリンダー
■リザーバーオイルタンク
■オイルタンクホース
■ホースクランプ
■ブリーダーダストキャップ
■ブレーキフルード
Accessories
■ダイカットステッカー
■フルードキャップ
■マット
■キーホルダー
■キャップ
Disc rotor
■“Ｔ－ＤＲＩＶＥ”フローティングディスク
■“Ｇｒｏｏｖｅ”フローティングディスク
■“Ｓｕｐｅｒ ｓｐｏｒｔ”フローティングディスク
Racing
■ラジアルマウントキャリパー
■ブレーキパッド
■マスターシリンダー関連
SERIE ORO
■INTRODUCTION
■ブレーキディスク説明
■ブレーキパッド説明

P.29
P.30~P.31
P.32~P.33
P.34
P.34
P.35
P.35
P.35
P.35

P.36~P.41
P.38~P.41

P.42~P.46
P.46
P.47
P.48~P.49
P.50
P.51
P.51
P.51
P.51
P.51

P.52
P.52
P.52
P.52
P.52

P.53
P.53
P.53

P.54
P.54
P.55

P.56
P.57
P.58～59

P.29～P.59商品販売事業部

EVATEKの目次はP.74~P.75をご覧ください
ＥＶＡＴＥＫ（エヴァテック） P.60~P.75
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メカニカルクラッチホルダー

   【L-24mm】 【L-29mm】 【L-34mm】
■ホルダーのみ ￥35,200（税込） KOK-2054 KOK-2055 KOK-2060
■エアロレバーセット/スタンダード ￥41,800（税込） KOK-2056L KOK-2057L KOK-2061L
■エアロレバーセット/ミドル ￥41,800（税込） KOK-2056M KOK-2057M KOK-2061M
■エアロレバーセット/ショート ￥41,800（税込） KOK-2056S KOK-2057S KOK-2061S

メカニカルクラッチホルダー ベーシック
（RCS対応ハーフレバーが装着可能）

従来の“ベーシック”に加え、新たに“Avanza”（アヴァンツァ）が登
場！　brembo製Corsa Cortaマスターとベストマッチデザイン！ 
ワンタッチで5段階のレバー　調整が可能な新機構を搭載。またレ
バー前面への出っ張りを無くし、装着クリアランスを拡大していま
す。レバーレシオは従来のベーシックと同様24mm・29mm・
34mmの3種類をラインナップ！

L-24mm
▲

▲

▲

▲

▲

▲

L-29mm

L-34mm

車両やお好みに合わせて
3タイプのレバーレシオを
ラインナップ！！

クラッチの軽さと切れの高バランス！はこのレシオ。
24mmレシオ程は軽くなりませんがノーマルよりは
軽くなります。切れも比較的シャープです。

軽さよりもシャープな切れ！
はこのレシオ。ノーマル同等の
軽さですが、クラッチの切れも
ノーマル同等シャープです。

とにかくクラッチを軽く！はこのレシオ。軽くなる反面引きしろが少なくなります
ので、半クラッチ部分が多くなり切れは鈍くなります。KAWASAKI系リッターク
ラス（ZX-10,Ninja1000,Z1000…etc.）等、引きしろの多い車種は使用不可。

COLOR
CHART ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ

BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

ハードナチュラル
HNT

ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HBK HRD HPL

ハードオレンジ ハードグリーン
HOR HGR

※色調は目安です。※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

カラーアルマイト全17色　プラス ￥3,300（税込）
※品番末尾に-##（カラーコード）が入ります。　※ホルダー部のハードアルマイトは設定ございません。

※ブラック（標準色）を除く ※品番末尾に×##（カラーコード）が入ります。

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
［ホルダー部］

カラーアルマイト全16色　プラス ￥1,540（税込）

※品番末尾に×H##（カラーコード）が入ります。
ハードアルマイト全6色　プラス ￥3,080（税込）

［エアロレバー］

■高精度鍛造+削り出しハードアルマイト処理！
■KOHKENエアロレバー２が使用可能！
（アヴァンツァはCorsa Cortaマスター用[KOK-2146]が、ベーシックはRCSマスター用[KOK-2144]が対応）

▲ワイヤー調整とは別系統のレバー調整機構を
　搭載。よりダイレクトなクラッチフィールを実現。

▲誤作動の極めて少ない、ローラー式のマイクロ
　スイッチを標準装備。

▲付属のスペーサーにより、2種類のワイヤーアウ
　ターエンド径に対応。

■5段階ワンタッチレバー調整機構搭載！

■それぞれ3サイズのレバーレシオをラインナップ！
（ベーシックは20段階ダイヤル機構）

▲オプションで各種ミラークランプをご用意。 ▲オプションでそれぞれチタンコートのホルダ
　ーピボットボルトをご用意。

Corsa Co
rtaマスター

と

ベストマッチ
の

“アヴァンツ
ァ”

進歩という名の

（アヴァンツァ）
“Avanza”登場！！

■ハンドル径：φ22.2
■レバーレシオ：24mm/29mm/34mmの3タイプ

■ワイヤータイコ径：φ8
■アウターエンド径：φ9/φ8

■レバーアジャスト：ワンタッチ５段階　　　　   20段階ダイヤル
■クラッチスイッチ：ローラー式マイクロスイッチ標準装備
■材質：ジュラルミン鍛造＋削り出し
■表面処理：ハードアナダイズド
■重量（ハーフレバー除く）：約210g  　　　約193g

（ボディー部）
（ボディー部）

※アウターエンドからタイコセンターまで38mm以上（ワイヤースペーサー使用時40mm以上）必要
（ワイヤースペーサー使用)

（アヴァンツァ）

（アヴァンツァ）

（ベーシック）

（ベーシック）

（プラカバー付はカバーを外す必要がある場合があります）
（レバーピボットセンター↔ワイヤータイコセンターの距離）

（インチバー不可）

※この製品はワイヤークラッチ車両専用で、ノーマルと交換することによりレバー比が変わり、
　クラッチ操作の軽減が期待できます。軽減割合は車両により異なり、全ての車両のクラッチ
　操作軽減を保障するものではありません。またレバー比が変わることによりレバーストローク
　に対してワイヤーストロークが減少します。車両やレバー位置によってはクラッチが切りきれ
　ない場合があります。
※この製品は汎用品です。装着する車両によっては干渉等により装着できない場合があります。
　以上ご了承の上お買い求めください。注意

■bremboミラークランプ for アヴァンツァ M10 P1.25 正ネジ ［110.C740.91］ ￥6,820（税込）
■bremboミラークランプ for アヴァンツァ M10 P1.25 逆ネジ ［110.C740.90］ ￥6,820（税込）
■bremboミラークランプ for アヴァンツァ M8 P1.25 正ネジ ［110.C740.81］ ￥6,820（税込）
■bremboミラークランプ for アヴァンツァ M8 P1.25 逆ネジ ［110.C740.80］ ￥6,820（税込）
■bremboミラークランプ for ベーシック M10 P1.25 正ネジ ［110.A263.90］ ￥6,160（税込）
■bremboミラークランプ for ベーシック M10 P1.25 逆ネジ ［110.A263.91］ ￥6,160（税込）
■bremboミラークランプ for ベーシック M8 P1.25 正ネジ ［110.A263.80］ ￥6,160（税込）
■bremboミラークランプ for ベーシック M8 P1.25 逆ネジ ［110.A263.81］ ￥6,160（税込）
■ホルダーピボットボルト for アヴァンツァ チタンコート [KOK-20841TI］ ￥2,200（税込）
■ホルダーピボットボルト for ベーシック チタンコート [KOK-20353TI］ ￥2,200（税込）

オプションパーツ

■ホルダーピボットボルト for アヴァンツァ ブラックＸコート [KOK-20841BK］ ￥2,200（税込）
■ホルダーピボットボルト for ベーシック ブラックＸコート [KOK-20353BK］ ￥2,200（税込）
■リペアスイッチ for 全種類 ［KOK-20351］ ￥2,200（税込）

リペアパーツ

「自分のバイクには付くの？」「クラッチは
ちゃんと切れるの？」そんな不安をお持ち
のユーザー様に朗報！ 製品を1週間無料
でレンタルいたしますので、実際にご自分
のバイクに装着してご確認いただけます！
※お申し込み方法等、詳しくはコーケン自社製品
　事業部ホームページにてご確認ください。

フィッティング
無料レンタル中

原寸

原寸

��

   【L-24mm】 【L-29mm】 【L-34mm】
■ホルダーのみ ￥40,700（税込） KOK-2084 KOK-2085 KOK-2086
■エアロレバーセット/スタンダード ￥49,500（税込） KOK-2087L KOK-2088L KOK-2089L
■エアロレバーセット/ミドル ￥49,500（税込） KOK-2087M KOK-2088M KOK-2089M
■エアロレバーセット/ショート ￥49,500（税込） KOK-2087S KOK-2088S KOK-2089S

メカニカルクラッチホルダー アヴァンツァ
（Corsa Corta対応ハーフレバーが装着可能）

ＲＣＳマスタ
ーと

ベストマッチ
の

“ベーシック
”

KOK-2088L
アヴァンツァ
L-29mm
エアロレバーセット/スタンダード

KOK-2057L
ベーシック
L-29mm
エアロレバーセット/スタンダード
※この見開きページをA3サイズで印刷しますと原寸になります。

※この見開きページをA3サイズで印刷
　しますと原寸になります。
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エアロレバー2

for RCS Corsa Corta
Brake/Clutch Master Cylinder

brembo 各種マスターシリンダー及び
KOHKENメカニカルクラッチホルダー対応の
オリジナルハーフレバーです！
強度を保ちながらも更なる軽量化を実現しました。

■ジュラルミン削り出し！！
■ブラックアルマイト仕上げ！
■レバー長は３サイズを設定！
■スタイリッシュなエアロホール！

対応マスターシリンダー
品番：110.C740.10/30/40/50

対応マスターシリンダー
品番: 110.A263.10/20/30/40/45/50/55/65/70､110.A897.10/30/70

対応マスターシリンダー
品番：10.4760.75､110.4760.85/87､XR0.11.51/70/71/B0

※各品番末尾にカラーコードが入ります。左頁のカラーコード表をご参照ください。
［例］RCSマスター/スタンダードでレッドの場合→ KOK-2144L-RD

オリジナルカラーバージョンも
オーダー可能です！！
カラーアルマイト全16色＋ハードアルマイト全6色より
お選びいただけます！

※

※カラーアルマイト全17色のブラック（標準色）を除く16色となります。

RCS Corsa Corta マスターシリンダー用/
メカニカルクラッチホルダーAVANZA用 各 ¥8,800（税込） for RCS Radial

Brake/Clutch Master Cylinder
RCSマスターシリンダー用/メカニカルクラッチホルダーBASIC･RACING用

各¥7,260（税込）

■スタンダード KOK-2144L

■ミドル KOK-2144M

 ■ショート KOK-2144S

for Radial
Brake/Clutch Master Cylinder
ラジアルマスターシリンダー 可倒レバー用

各¥7,260（税込）

■スタンダード KOK-2145L

■ミドル KOK-2145M

 ■ショート KOK-2145S

■ショート KOK-2146S

■ミドル KOK-2146M

■スタンダード KOK-2146L

原寸

▲新設された上下面ポケット部に“KOHKEN”ロ
ゴ入りでブレーキ・クラッチに対応

▲強度を保持しつつ、背面の大胆な肉抜き
加工と各サイズともエアロホールを増やす
ことで大幅な軽量化を実現

▲３種類の長さを設定
左：ショート/指１～２本掛けに、brembo
ショートレバーと同じ長さ
中：ミドル/指２～３本掛けに、KOHKEN
オリジナルの長さ
右：スタンダード/指４本掛けに、brembo
スタンダードレバーと同じ長さ

カラーアルマイト プラス￥1,540(税込)
ハードアルマイト プラス￥3,080(税込)

※この見開きページをA3サイズで印刷
　しますと原寸になります。



for Radial Brake
Master Cylinder

for Radial Clutch
Master Cylinder

ラジアルブレーキマスター用
¥7,700KOK-2000 （税込）

��

ブレンボマスターシリンダー
EZパッケージ

bremboマスターシリンダー本体と、装着に必ず必要になる
bremboオイルタンク･KOHKENタンクステー･KOHKENスイッチを分かりやすくパッケージング!!

（クラッチのみ）

brembo
マスターシリンダー本体

KOHKENタンクステー

bremboオイルタンク

お得なパッケージ割引をご用意!!

全種類スモークタンク仕様を新設定!!

全156通りの豊富なバリエーション!!

￥3,850税込
バラで買うより…

お得です！！

定価（税込）
¥63,800
¥2,420
¥8,580
¥4,180
¥-3,850

￥75,130パッケージ価格（税込）

KOHKENスイッチ

※ブレーキはマスター本体にスイッチが
　標準装備されております。

※５２バリエーションにそれぞれステンレス製タンクステーのバフとブラック、加えてチタニウム製タンクステーで全１５６通りになります。

【例】16Corsa Cortaクラッチ/ネイキッド スモークタンク　[パッケージNo,KOK-2203]
適合：ネイキッド車､横型ピストンマスター1/2inの車両

※詳しいラインナップ、パッケージ内容、価格などはホームページをご覧ください。

110.C740.50
10.4446.53
EVT-6001
KOK-2165
KOK-2100-13

brembo 16Corsa Cortaクラッチマスター
brembo オイルタンク S15B スモークグレー
EVATEK タンクステー クラッチ/バーハン チタン
KOHKEN 機械式スイッチ CorsaCortaクラッチ
KOHKEN タンクステー･スイッチパッケージ割引

ブレンボマスターシリンダー用
機械式スイッチキット

■スイッチは安心の日本製で防水タイプを使用！■クラッチ用は対応の難しいスズキ車・カワサキ車にもOK！
■素材は全てステンレス・ジュラルミンを使用し高耐久を実現！■クラッチ用はレバーアジャストによるスイッチ調整不要を実現！
■加工不要のボルトオンでカンタン取り付け！■ラジアル用はストレート/可倒レバー及び全サイズ・全レシオに対応！

¥4,180KOK-2002 （税込）
RCSクラッチマスター用ラジアルクラッチマスター用

¥7,700KOK-2001 （税込）

Corsa Cortaクラッチマスター用 
KOK-2165
￥4,180（税込）

Corsa Cortaクラッチ用

Check

for RCS Clutch
Master Cylinder
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待望のチタニウム製が新登場！軽量&高強度はもちろん、
その焼き色がハンドル周りをグレードアップ！

EVATEK ブレンボマスターシリンダー用タンクキット チタニウム

Titanium Tank Stay for 
Brembo Master Cylinder

セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
brembo S50タンク対応

セパハン/クラッチ用 チタン
brembo S15Bタンク対応

バーハン/クラッチ用 チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6001  ネイキッド用

各 ¥10,560 （税込）
■EVT-6002  フルカウル用

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6003  フルカウル用

バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6004  ネイキッド用

セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6005  フルカウル用

バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
brembo S50タンク対応

各 ¥10,560 （税込）
■EVT-6000  ネイキッド用

EVT-6006
EVT-6006-S
EVT-6010
EVT-6010-S
EVT-6007
EVT-6007-S
EVT-6008
EVT-6008-S
EVT-6011
EVT-6011-S
EVT-6009
EVT-6009-S

バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン スモークタンク仕様
バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン スモークタンク仕様
バーハン/クラッチ用 チタン
バーハン/クラッチ用 チタン スモークタンク仕様
セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン スモークタンク仕様
セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン スモークタンク仕様
セパハン/クラッチ用 チタン
セパハン/クラッチ用 チタン スモークタンク仕様

￥12,100 
￥12,980 
￥9,680 
￥11,000 
￥9,680 
￥11,000 
￥12,100 
￥12,980 
￥9,680 
￥11,000 
￥9,680 
￥11,000 

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

EVATEK ブレンボマスターシリンダー用
タンクステー チタニウム

EVT-6006
EVT-6008

EVT-6011

EVT-6009

EVT-6009-S

EVT-6011-S

EVT-6008-S

EVT-6010

EVT-6010-S

EVT-6007

EVT-6006-S

EVT-6007-S

※タンク･ステー･ホース類のキットです。マスター本体は含みません。

左ページのタンクキットからタンク本体を除いた
ステー･ホース類のセットです。

EVATEKチタンステー
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■オイルタンクスペアパーツ

KOK-20402 ￥1,100（税込）
レベルチェックウィンドウ

Photo：KOK-20404

ブレンボ用（φ6）KOK-20403
ニッシン用（φ7.3）KOK-20404
￥1,100（税込）

ジョイントニップル15mm

40 mm

（税込）各¥5,280

適合タンク：ブレンボS15A /S15B

CNCオイルタンクキャップ ジュラルミン削り出しのオイルタンクキャップ！！
コクピットのワンポイントアクセントに最適です！

ブラック  KOK-2051BK
シルバー KOK-2051SVTYPE-15

原寸

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です
カラーアルマイト プラス ¥1,100（税込） ハードアルマイト プラス ¥2,200（税込）
CNCオイルタンクキャップ

■装着簡単！ ジュラルミン削り出しダイヤルカフス！
■ブレンボRCSマスターシリンダーのレバーダイヤル専用！
■ダイヤル操作性向上＆ワンポイントアクセントに！

■ジュラルミン削り出しカバーのブリーダーダストキャップ！
■ブレンボはもちろん、その他ほとんどのメーカーにも装着可能！
■キャリパー・マスターシリンダーのワンポイントアクセントに！

※色調は目安です。

取付ネジ
六角レンチ付

KOK-2073RD

KOK-2073RD

※品番末尾##はカラーコードが入ります。下記カラーコード表をご参照ください。
※ハードアルマイトの設定はありません。

KOK-1029## ¥1,980 /2個セット（税込）KOK-1029EBL

KOK-1029RD装着例 KOK-1029EBL装着例

マスターシリンダーへの装着例！

KOK-1029PL装着例 KOK-1029BL装着例

キャリパーへの装着例！

ALUMITE

COLOR
CHART ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ

BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

ハードナチュラル
HNT

ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HBK HRD HPL

ハードオレンジ ハードグリーン
HOR HGR

※色調は目安です。※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

brembo RCSマスターシリンダー用 ダイヤルカフス KOK-2073## ¥1,650（税込）

CNCブリードキャップ
KOK-1029## ￥1,980（税込）

※品番末尾##はカラーコードが入ります。下記カラーコード表をご参照ください。※ハードアルマイトの設定はありません。※RCS Corsa Cortaマスターシ
リンダーにご使用の際は、RCSマスターシリンダー用スプリング＆アジャスターノブ[110.A263.77]との併用が必要になります。

ブレンボマスターシリンダー用タンクキット ステンレス
■タンク･ステー･ホース類のフルキット！
■bremboラジアルマスター･RCSマスター･
　Corsa Cortaマスターに対応！

■ブラック仕上げ/バフ仕上げの２色を設定！
■バーハン/セパハンの設定により、ネイキッド
　車両･フルカウル車両にジャストフィット！

スモークタンク仕様を
全タイプに設定！

ステン･バフ 
KOK-2003PL
ステン･ブラック
KOK-2003BK
各￥7,700（税込）
ステン･バフ
スモークグレータンク仕様
KOK-2003PL-S
ステン･ブラック
スモークグレータンク仕様
KOK-2003BK-S
各￥8,580（税込）

バーハン/
ブレーキ用
（ダブルディスク）

対応！Corsa Corta

ステン･バフ 
KOK-2007PL
ステン･ブラック 
KOK-2007BK
各￥6,600（税込）
ステン･バフ
スモークグレータンク仕様
KOK-2007PL-S
ステン･ブラック
スモークグレータンク仕様
KOK-2007BK-S
各￥7,480（税込）

バーハン/
ブレーキ用
（シングルディスク）

対応！Corsa Corta

ステン･バフ KOK-2151PL
ステン･ブラック KOK-2151BK 各￥6,600（税込）

ステン･バフ
スモークグレータンク仕様
KOK-2151PL-S
ステン･ブラック
スモークグレータンク仕様
KOK-2151BK-S

各￥7,480（税込）

セパハン/ブレーキ用（シングルディスク）

対応！Corsa Corta

ネイキッド用 ミラーを避けタンクをマスターの真上にマウント。 フルカウル用 カウル･スクリーンを避けタンクを水平にマウント。

ステン･バフ　KOK-2005PL　ステン･ブラック　KOK-2005BK 各￥7,700（税込）
ステン･バフ
スモークグレータンク仕様
KOK-2005PL-S
ステン･ブラック
スモークグレータンク仕様
KOK-2005BK-S
各￥8,580（税込）

セパハン/ブレーキ用（ダブルディスク）

対応！Corsa Corta

ステン･バフ KOK-2004PL
ステン･ブラック KOK-2004BK
各￥6,600（税込）
ステン･バフ  スモークグレータンク仕様
KOK-2004PL-S
ステン･ブラック  スモークグレータンク仕様
KOK-2004BK-S
各￥7,480（税込）

バーハン/クラッチ用

対応！Corsa Corta

ステン･バフ KOK-2006PL
ステン･ブラック KOK-2006BK
各￥6,600（税込）

セパハン/クラッチ用

ステン･バフ スモークグレータンク仕様
KOK-2006PL-S
ステン･ブラック スモークグレータンク仕様
KOK-2006BK-S
各￥7,480（税込） 対応！Corsa Corta

ブレンボマスターシリンダー用タンクステー ステンレス
■耐久性と外観にこだわったステンレス製タンクステー！
■ステー・ホース・クランプ・ボルト類のセット！
　※タンク本体は含みません
■ブレーキ（ダブルディスク用）はタンク取り付け部分に防振ラバーを採用！

■brembo ラジアルマスター及びRCS/RCS Corsa Cortaラジアル
　マスターに対応！
■バーハン用・セパハン用の設定により車両にジャストフィット！
■ブラック仕上げ/バフ仕上げの2色で車両とコーディネート可能！

ステン･バフ KOK-2090PL
ステン･ブラック KOK-2090BK

各¥6,160（税込）

バーハン/ブレーキ用
（ダブルディスク）
brembo S50 タンク対応

ステン･バフ KOK-2092PL
ステン･ブラック KOK-2092BK

各¥6,160（税込）

セパハン/ブレーキ用
（ダブルディスク）
brembo S50 タンク対応

ステン･バフ KOK-2094PL
ステン･ブラック KOK-2094BK

各5,500（税込）

バーハン/ブレーキ用
（シングルディスク）
brembo S15B タンク対応

ステン･バフ KOK-2152PL
ステン･ブラック KOK-2152BK

各￥5,500（税込）

セパハン/ブレーキ用
（シングルディスク）
brembo S15B タンク対応 ステン･バフ KOK-2091PL

ステン･ブラック KOK-2091BK

各¥5,500（税込）

バーハン/クラッチ用
brembo S15B タンク対応

ステン･バフ KOK-2093PL
ステン･ブラック KOK-2093BK

各¥5,500（税込）

セパハン/クラッチ用
brembo S15B タンク対応

タンクキットからタンク本体を除いた
ステー･ホース類のセット！

RCS Corsa Cortaマスターシリンダーに
CNCブリードキャップ（レッド）
ダイヤルカフス（グリーン）
Corsa Corta用レバーピボット（チタンコート） 

装着例

KOK-2073RD装着例

RCSブレーキマスターへの装着例！17COLORS

※この見開きページをA3サイズで
　印刷しますと原寸になります。



KOK-1022
4POT 40mm レーシングキャリパー用

M8 P1.25 テーパーヘッド

KOK-1023
2POT CNCキャリパー用

brembo キャリパー用パッドスプリング
パッドスプリングが装備されていない4POT 40mmレーシングキャリパー［20.4756.51 / 61 / 54 / 64 ］
や、2POT CNCキャリパー［120.A441.10/30/40］に装着する事で、ブレーキフリー時のパッドの
遊びによる耳障りなカチャカチャ音を抑えます。

（税込）¥1,320 （税込）¥1,320

bremboキャリパー/マスターシリンダー用
ステンレス製ブリーダーボルト

 ※ヘッドタイプは現在ご使用の物と同じタイプをご使用下さい。ラウンドヘッドはテーパーヘッドに比べ密着度が高いので、テーパーヘッドで不具合が有る
場合ラウンドヘッドに交換する事で改善する可能性が有ります。

/1個

・ブリーダーボルトの先端に付けるダストキャップです。

・材質：カーボンスチール　・表面処理：黒色亜鉛メッキ

■耐腐食性に強いステンレス製本体!!
■新技術表面処理による耐久性の向上!!
■レーシングライクなワンポイントのカスタムに!!KOK-1031TI/BK

ブリーダーボルト

（税込）¥2,200各

M10 P1.0 テーパーヘッド

/1個
KOK-1032TI/BK

ブリーダーボルト

（税込）¥2,200各

M10 P1.0

/1個
KOK-1033TI/BK

ブリーダーボルト

（税込）¥2,200各　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

KOK-1031TI装着例 KOK-1031BK装着例

KOK-1032（1033）TI装着例 KOK-1032（1033）BK装着例

ラウンドヘッド

KOK-2029TI装着例

KOK-2030/31TI装着例

KOK-2029BK装着例

KOK-2030/31BK装着例

表面処理：チタンコート/ブラックＸコート
※品番末尾の“TI”はチタンコート、“BK”はブラックＸコート

表面処理：チタンコート/ブラックＸコート
※品番末尾の“TI”はチタンコート、“BK”はブラックＸコート

KOK-2075TI/BK

レバーピボット 
RCS Corsa Cortaマスター用

（税込）¥2,750各

/1本

bremboキャリパー用ステンレス製パッドピン

bremboマスターシリンダー用ステンレス製ピボットピン

4POT 40mmCAST/2POT新カニ
/120.A441.10（圧入タイプ）用

KOK-1024TI/BK
表面処理：チタンコート/ブラックＸコート　※品番末尾の“TI”はチタンコート、“BK”はブラックＸコート

（税込）¥2,200 /1本

4POT 40mmレーシング用
KOK-1025TI/BK

（税込）¥2,200 /2本

4POT 2PAD 65mm/220.A016.10/220.
A168.10/220.A802.10/220.A803.10用

KOK-1026TI/BK

（税込）¥4,400 /1本

2POT CNC 120.A441.10/30/40
(非圧入βピン2本タイプ)用

KOK-1030TI/BK

（税込）¥2,200

（税込）¥2,750各

各 各 各 各

KOK-2031TI/BK

（税込）¥2,200各KOK-2030TI/BK

レバーピボット 
ラジアルマスター用

プッシュロッドピボット 
ラジアルマスター用

KOK-2029TI/BK

レバーピボット 
RCSマスター用

（税込）¥2,200各

KOK-2075TI装着例 KOK-2075BK装着例

KOK-014

KOK10CM

B-002-10

¥2,200

オイルタンク
ホース
brembo 
純正

❶

クリップ2個付

※その他の長さはお問い合わせください

ラジアルマスター取付で裏面にクリアランスが無くホースの
取り出しが難しい場合、これで栓をして上面のブリーダー
取付部から取り出す事ができます。その際、エアフリーバン
ジョーをご使用ください。

¥330
コーケン メッシュタイプ❷

¥550

（税込）

（税込）

（税込）

M10 / P1.0

（10cm）

KOK-2081

KOK-2080

ホースクランプ
brembo 純正 
ラバーチューブ用(Φ9.5)

❶

❷

brembo用
ブラインドキャップ

❶

❶

❷

❷

brembo ブリーダーダストキャップ
105.1502.20-2P

/2個

/20個

❶

105.1502.20　
（税込）¥440

（税込）¥3,300

/2個

/20個

（税込）¥132

（税込）¥1,100

KOK-2083

KOK-2082
/2個

/20個

（税込）¥132

（税込）¥1,100

105.1502.10-2P
/2個

/20個
105.1502.10　

（税込）¥330

（税込）¥2,200

❷

KOHKEN 
メッシュホース用 (Φ11.5)

より高い密着度のラウンドヘッド新登場！！
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brembo用ピボットピン･パッドピン･
ブリーダーボルトに待望のチタニウ
ム製が新登場!!
軽量化と耐久性を高いレベルで実現するチタニウム素材を採用。
表面処理に陽極酸化処理を施すことでさらに耐腐食性をアップ。
陽極酸化ブルーとゴールドが貴方のマシンをレーシーに彩ります。

bremboマスターシリンダー用チタン製ピボットピン

KOK-2135BL/GD

各1本/￥3,850（税込）

プッシュロッドピボット ラジアルマス
ター用
色：ブルー/ゴールド

KOK-2136BL/GD

各1本/￥3,850（税込）

レバーピボット RCS Corsa Corta
マスター用
色：ブルー/ゴールド

KOK-2133BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

レバーピボット RCSマスター用
色：ブルー/ゴールド

KOK-2134BL/GD

各1本/￥3,850（税込）

レバーピボット ラジアルマスター用
色：ブルー/ゴールド

KOK-2136BL装着例KOK-2136GD装着例

KOK-2133BL装着例KOK-2133GD装着例 KOK-2134/35GD装着例 KOK-2134/35BL装着例

bremboキャリパー用チタン製パッドピン

KOK-1036BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

適合：4POT 40mm CAST/2POT
新カニ/120.A441.10（圧入タイプ）
色：ブルー/ゴールド

KOK-1038BL/GD

2本/￥6,600（税込）

4POT 2PAD 65mm CAST/4POT 2PIN 
108mm CNC/4POT 2PIN 100mm CNC
色：ブルー/ゴールド

KOK-1039BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

120.A441.10/30/40（非圧入βピ
ン2本タイプ）
色：ブルー/ゴールド

KOK-1037BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

4POT 40mm CNC
色：ブルー/ゴールド

KOK-1038GD装着例 KOK-1036GD装着例 KOK-1037BL装着例

KOK-1039BL装着例

KOK-1040BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

M8 P1.25　テーパーヘッド
色：ブルー/ゴールド

KOK-1041BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

M10 P1.0　テーパーヘッド
色：ブルー/ゴールド

KOK-1042BL/GD

各1本/￥3,300（税込）

M10 P1.0　ラウンドヘッド
色：ブルー/ゴールド

bremboキャリパー/マスターシリンダー用チタン製ブリーダーボルト
KOK-1041BL装着例KOK-1041GD装着例

KOK-1040GD装着例 KOK-1040BL装着例

※ヘッドタイプは現在ご使用の物と同じタイプをご使用下さい。ラウンドヘッドはテーパーヘッ
ドに比べ密着度が高いので、テーパーヘッドで不具合が有る場合ラウンドヘッドに交換する事
で改善する可能性が有ります。



（税込）¥8,800

キャリパーサポートは
ブレーキキャリパーキット及び単体販売のキャリパー
サポートに施工可能！！カラーアルマイト全16色＋
ハードアルマイト全6色よりお選びいただけます！！

※各品番末尾にカラーコードが入ります。上記カラーコード表をご参照ください。
※色調は目安です。 ※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
※

※カラーアルマイト全17色の元色ブラックもしくはシルバーを除く16色となります。

※for スーパーカブC125は非対応です

（税込） （税込）カラーアルマイト フロント:プラス￥1,650 リア:プラス￥3,300
（税込）リア:プラス￥6,600（税込）ハードアルマイト フロント:プラス￥3,300

ハードナチュラル
HNT

ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HBK HRD HPL

ハードオレンジ ハードグリーン
HOR HGR

COLOR
CHART ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ

BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

キャリパーサポート
for NMAX
■ジュラルミン削り出し/
シルバーアルマイト  

KOK-1217

キャリパーサポート
for スーパーカブC125
■プレート：ステンレス/
ブラックレイデント、
カラー：ジュラルミン/
ブラックアルマイト

KOK-1117 （税込）¥8,800

フロント・brembo2POT
カニキャリパー用

（税込）¥8,800

キャリパーサポート
for MAJESTY-S
■ジュラルミン削り出し/
シルバーアルマイト  

KOK-1213

フロント・brembo４ポット
40mmキャリパー用

※CAST2POT新カニ及び旧カニキャリパー不可
※オリジナルカラーバージョンは非対応です

※ブレンボCNC 2ポットキャリパー専用です。キャスティング2ポットキャリパーは使用できません。

※ブレーキホース、バンジョーボルト、ブレーキフルードは別途ご用意ください。 ※ブレーキホースは必ず現車にて長さを確認した物をご用意ください。 ※取り付けは整備士資格を持ったメカニックが認証工場にて行ってください。

KOK-1219 （税込）¥8,800

フロント・brembo
CNC2POT キャリパー用

KOK-1220 （税込）¥20,900リア・brembo  2POTカニキャリパー用

取り付けに関する注意

取付例

限定生産！！

限定生産！！

取付例

キャリパーサポート
for XMAX

キャリパーサポート for ADV150

■ジュラルミン削り出し/ブラックアルマイト
フロント・brembo 4POT40mmキャリパー用

KOK-1120￥8,800 （税込）
■ジュラルミン削り出し/フロント:シルバーアルマイト、リア:ブラックアルマイト
フロント･brembo4ポット40mmキャリパー用

KOK-1121￥19,800（税込）リア･brembo2ポット84mmCNCキャリパー専用

限定生産！！

※写真はプロトタイプです※写真はプロトタイプです

取付例　

取付例取付例 ※写真は合成です。※写真は合成です。

取付例 取付例

取付例
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（税込）¥6,600 /4個セット

ラジアルマウント オフセットカラー 4個セット

KOK-1044HA/BK
KOK-1043HA/BK
KOK-1009HA/BK
KOK-1004HA/BK
KOK-1006HA/BK
KOK-1008HA/BK
KOK-1035HA/BK
KOK-1005HA/BK
KOK-1007HA/BK
KOK-1001HA/BK
KOK-1002HA/BK

オフセット25mm(表/凸･裏/凹)
オフセット20mm(表/凸･裏/凹)
オフセット18ｍｍ（表/凸・裏/凹）
オフセット15ｍｍ（表/凸・裏/凹） 
オフセット13ｍｍ（表/凸・裏/凹） 
オフセット12ｍｍ（表/凸・裏/凹）
オフセット10mm(表/凸･裏/凹) 
オフセット 8ｍｍ（表/凸・裏/凹） 
オフセット 7ｍｍ（表/凸・裏/凹）
オフセット 5ｍｍ（表/凸・裏/フラット）
オフセット 5ｍｍ（表/凸・裏/凸） 

オフセット：5・7・8・10・12・13・15・18ｍｍ
カラー：ハード/ブラック
※品番末尾の“HA”はハード、“BK”はブラックとなります。

*1：適合キャリパー　A/Bは右の写真でご確認ください  
*2：Bはノーマルカラーを取り外して装着します  
*3：品番末尾 ## はカラーの色品番が入ります　ハードアルマイト=HA、ブラック=BK  
*4：KOK-1000はボルトのみのセットです  
*5：[ ]内はノーマルサイズです  
*6：カラーとボルト２個づつです

brembo ラジアルマウントキャリパー用カラーキット車種別適合表（ノーマルフロントフォーク対応）

KOK-1501 KOK-1502DAYTONA675 （2006-） DAYTONA675R（2011-）
ステンレス テーパーキャップボルト 2本セット
KOK-1010T
KOK-1011T
KOK-1012T
KOK-1013T
KOK-1014T
KOK-1015T

KOK-1019T

Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 50mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 55mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 60mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 65mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 70mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 75mm

Ｍ10 /Ｐ1.5  　首下長 25mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 30mm

Ｍ8/Ｐ1.25　首下長 35mm
KOK-1016T Ｍ8/Ｐ1.25　首下長 40mm

DAYTONA675/R φ310ディスク用キャリパーカラーセット

（税込）¥6,600 /2本セット

ワイヤリング穴付 ステンレスフランジボルト 
2本セット
KOK-1010F
KOK-1011F
KOK-1012F
KOK-1013F
KOK-1014F
KOK-1015F

Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 50mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 55mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 60mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 65mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 70mm
Ｍ10 /Ｐ1.25　首下長 75mm ステンレスシム 4枚セット

KOK-1020
KOK-1021

M8 ×15.5×0.5
M10×15.5×0.5

（税込）¥3,300 /2本セット

（税込）¥1,540 /2本セット
（税込）¥440 /4枚セット

KOK-1017T
KOK-1018T

キャリパー・サポートの取付に最適
（税込）¥3,300 /2本セット

（税込） （1台分）¥3,300 /4枚セット
純正がφ308ディスクのデイトナ675に、ブレンボφ310ディスク装着時のノーマルキャリパーの
位置を調整するカラーです。パッドのローター当り面の位置を適正化する事ができます。

KOK-1501

KOK-1502

KOK-1020 KOK-1021

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
ダブルディスク車 ¥12,100（税込）シングルディスク車 ￥6,160（税込）

（税込）¥8,250 /4個セット
ラジアルマウント オフセットカラー 4個セット

brembo ラジアルマウントキャリパー用カラーキット

※KOK-1000を除く
※品番末尾にカラーコードが入ります。
[例] Z900RS φ300＋適合キャリパーBでカラーをレッドにする場合 → KOK-1405-RD

※品番末尾2桁を削除し、カラーコードが入ります。
［例］オフセット 5ｍｍ（表/凸・裏/フラット）でカラーを
      レッドにする場合→KOK-1001-RD

ステンレス 中空テーパーキャップボルト
2本セット

カラーアルマイト全16色よりお選びいただけます！
※ハードアルマイトの設定はありません。　※色調は目安です。

SG YLEBL PI OR
TIG TIBSV GD GR
BL CG

RD
BR PL GM

チタンゴールド

レッド

ブラウン パープル ガンメタ ブルー シャンパンゴールド

シルバー ゴールド グリーン チタンブルー

アールズブルー ピンク オレンジ スレートグレー イエロー

220.A397.10

220.B010.10

220.A397.50/120.A397.60220.C783.10/120.C783.20

220.B473.20

適合キャリパー B

適合キャリパー A

220.A016.10/120.A016.20

XA6.95.10/11

※カラーアルマイト全17色のブラック（標準色）を除く16色となります。

GSX-R 600 2004 - 2005 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込） 

GSX-R 600 2004 - 2005 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

GSX-R 600 2006 - 2018 Φ 310 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

GSX-R 600 2006 - 2018 Φ 310 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

GSX-R 600 2006 - 2018 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1404## ¥10,450（税込）

GSX-R 600 2006 - 2018 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1403## ¥10,450（税込）

GSX-R 750 2004 - 2005 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

GSX-R 750 2004 - 2005 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

GSX-R 750 2006 - 2018 Φ 310 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

GSX-R 750 2006 - 2018 Φ 310 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

GSX-R 750 2006 - 2018 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1404## ¥10,450（税込）

GSX-R 750 2006 - 2018 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1403## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000 2003 - 2004 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000 2003 - 2004 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

GSX-R 1000 (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 310 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000 (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 310 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000 (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1404## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000 (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1403## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000/R (ABS車を除く) 2017 - Φ 320 A KOK-1404## ¥10,450（税込）

GSX-R 1000/R (ABS車を除く) 2017 - Φ 320 B KOK-1403## ¥10,450（税込）

KATANA 2019 Φ 310 A KOK-1302## ¥10,450（税込）

KATANA 2019 Φ 310 B KOK-1304## ¥10,450（税込）

Hayabusa 2008 - 2012 Φ 310 A KOK-1302## ¥10,450（税込）

Hayabusa 2008 - 2012 Φ 310 B KOK-1301## ¥10,450（税込）

Hayabusa 2008 - 2012 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1303## ¥10,450（税込）

SUZUKI 年式 ディスク径 キャリパー*1 品番 *3

ZX 25 R 2020 310 A KOK-1406## *6 ¥5,280（税込） 

ZX 25 R 2020 310 B KOK-1407## *6 ¥5,280（税込）

ZX 6 R（600cc） 2003 - 2004 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZX 6 R（600cc） 2003 - 2004 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

ZX 6 R（600cc） 2003 - 2004 Φ 320［Φ 300］ A KOK-1402## ¥10,450（税込）

ZX 6 R（636cc） 2005 - 2006 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZX 6 R（636cc） 2005 - 2006 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

ZX 6 R（636cc） 2005 - 2006 Φ 320［Φ 300］ A KOK-1402## ¥10,450（税込）

ZX 6 R（636cc） 2005 - 2006 Φ 320［Φ 300］ B KOK-1301## ¥10,450（税込）

ZX 6 RR（636cc） 2003 - 2004 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZX 6 RR（636cc） 2003 - 2004 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

ZX 6 RR（636cc） 2003 - 2004 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1402## ¥10,450（税込）

ZX 6 RR（600cc） 2005 - 2012 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZX 6 RR（600cc） 2005 - 2012 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

ZX 6 RR（600cc） 2005 - 2012 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1402## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2004 - 2007 Φ 300 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2004 - 2007 Φ 300 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

ZX 10 R 2004 - 2007 Φ 320［Φ 300］ A KOK-1402## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2008 - 2015 Φ 310 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2008 - 2015 Φ 310 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2008 - 2015 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1404## ¥10,450（税込）

ZX 10 R 2008 - 2015 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1403## ¥10,450（税込）

Z 900 RS/CAFÉ 2018 - Φ 300 A KOK-1303## ¥10,450（税込）

Z 900 RS/CAFÉ 2018 - Φ 300 B KOK-1405## ¥10,450（税込）

Z 900 RS/CAFÉ 2018 - Φ 320［Φ 300］ A KOK-1408## ¥10,450（税込） 

Z 900 RS/CAFÉ 2018 - Φ 320［Φ 300］ B KOK-1409## ¥10,450（税込） 

Z 1000 2010 - 2013 Φ 300 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

Z 1000 2010 - 2013 Φ 300 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

Z 1000 2010 - 2013 Φ 310[Φ 300] A KOK-1404## ¥10,450（税込）

Z 1000 2010 - 2013 Φ 310[Φ 300] B KOK-1403## ¥10,450（税込）

Z 1000 (ABS車を除く) 2014 - Φ 310 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

Z 1000 (ABS車を除く) 2014 - Φ 310 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

Z 1000 (ABS車を除く) 2014 - Φ 320[Φ 310] A KOK-1404## ¥10,450（税込）

Z 1000 (ABS車を除く) 2014 - Φ 320[Φ 310] B KOK-1403## ¥10,450（税込）

Ninja 1000 (ABS車を除く) 2011- 2015 Φ 300 A KOK-1205## ¥10,450（税込）

Ninja 1000 (ABS車を除く) 2011- 2015 Φ 300 B KOK-1204## ¥10,450（税込）

Ninja 1000 (ABS車を除く) 2011- 2015 Φ 310[Φ 300] A KOK-1404## ¥10,450（税込）

Ninja 1000 (ABS車を除く) 2011- 2015 Φ 310［Φ 300］ B KOK-1403## ¥10,450（税込）

ZZR1400/ZX14R (ABS車を除く) 2006 - 2015 Φ 310 A KOK-1401## ¥10,450（税込）

ZZR1400/ZX14R (ABS車を除く) 2006 - 2015 Φ 310 B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

KAWASAKI 年式 ディスク径 キャリパー*1 品番 *3

YZF-R6 2005 - 2016 Φ 310 A KOK-1206## ¥10,450（税込） 

YZF-R6 2005 - 2016 Φ 310 B KOK-1207## ¥10,450（税込）

YZF-R6 2005 - 2016 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1208## ¥10,450（税込）

YZF-R1 2004 - 2006 Φ 320 A KOK-1206## ¥10,450（税込）

YZF-R1 2004 - 2006 Φ 320 B KOK-1207## ¥10,450（税込）

YZF-R1 SP-LE 2006 Φ 320 A KOK-1206## ¥10,450（税込）

YZF-R1 SP-LE 2006 Φ 320 B KOK-1207## ¥10,450（税込）

MT-09/ABS/TRACER 2014 - Φ 298 A KOK-1206## ¥10,450（税込）

MT-09/ABS/TRACER 2014 - Φ 298 B KOK-1207## ¥10,450（税込）

MT-09/ABS/TRACER 2014 - Φ 300[Φ 298] A KOK-1205## ¥10,450（税込）

MT-09/ABS/TRACER 2014 - Φ 300[Φ 298] B KOK-1204## ¥10,450（税込）

XSR900 2016 - Φ 298 A KOK-1206## ¥10,450（税込）

XSR900 2016 - Φ 298 B KOK-1207## ¥10,450（税込）

XSR900 2016 - Φ 300[Φ 298] A KOK-1205## ¥10,450（税込）

XSR900 2016 - Φ 300[Φ 298] B KOK-1204## ¥10,450（税込）

YAMAHA 年式 ディスク径 キャリパー*1 品番 *3

CBR 600 RR (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 310 A KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 600 RR (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1101## ¥10,450（税込） 

CBR 600 RR (ABS車を除く) 2005 - 2016 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 1000 RR 2004 - 2005 Φ 310 A KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 1000 RR 2004 - 2005 Φ 320［Φ 310］ A KOK-1101## ¥10,450（税込）

CBR 1000 RR 2004 - 2005 Φ 320［Φ 310］ B KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 1000 RR 2006 - 2007 Φ 320 A/B *2 KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 1000 RR （ABS車を除く） 2008 - 2011 Φ 320 A/B *2 KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

CBR 1000 RR （ABS車とSPを除く） 2012 - 2016 Φ 320 A/B *2 KOK-1000 *4 ¥3,850（税込）

HONDA 年式 ディスク径 キャリパー*1 品番 *3

価格（税込）

価格（税込） 価格（税込）

価格（税込）

� �� �

brembo 
ラジアルマウントキャリパー用
カラーキット
オフセットカラーとステンレスキャップボルトを含む
１台分の必要数のセットです。
※KOK-1000はボルト4本のみの1台分のセットです。

ブレンボブレーキキャリパーサポート
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OHLINS正立フロントフォーク用
キャリパーサポート

リアキャリパーサポート ■brembo２ポットキャリパー 84mmピッチ用
■超硬ジュラルミン製 ブラックアルマイト仕上げ
■ノーマルサイズディスク対応

※キャリパー・ブレーキホースは別途ご用意ください。

■brembo 4POT 40mmピッチキャリパー対応の
　OHLINS正立フォーク用キャリパーサポート
■超硬ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト仕上げ
■各車種各サイズ完全専用設計
※キャリパー・ブレーキホースは別途ご用意ください。

PHOTO : ZX-25R

ZX-25R Z900RS

ZRX1100/1200/1200DAEG GPZ900R（A7～） KATANA MT-09 ABS / TRACER（'14～）/XSR900 XMAX

CB1300SF/SB（ABS不可）

CB1300SF/SB（ABS不可）

ZRX1200R/S

ZRX1200 DAEG

ZRX1200 DAEG

ZEPHYR1100

ZEPHYR1100

2003 - 2013

2003 - 2013

2001 - 2008

2009 - 2016

2009 - 2016

ALL（RS不可）

ALL（RS不可）

KOK-1111

KOK-1112

KOK-1416

KOK-1111

KOK-1112

KOK-1419

KOK-1420

¥22,000

¥22,000

¥22,000

¥22,000

¥22,000

¥22,000

¥22,000

適　応　車　種 品　番 価　格（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

φ310

φ320

φ320

φ310

φ320

φ310

φ320

径年　式

ZEPHYR1100（RS不可）φ310

ZEPHYR1100（RS不可）φ320

ZRX1200DAEG（'09～'16）φ310 ZRX1200DAEG（'09～'16）φ320

ZRX1200R/S（'01～'08）φ320

新型正立フォーク対応！！

CB1300SF/SB（'03～'13）φ320CB1300SF/SB（'03～'13）φ310

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト全16色＋ハードアルマイト全6色よりお選びいただけます！ ※カラーアルマイト全17色のうちフロントはシルバー、リアはブラックの標準色を除く16色になります。

※品番末尾にカラーコードが入ります。左のカラーコード表をご参照ください。
　［例］ZX-25R（2020～）でグリーンの場合 → KOK-1422-GR

※色調は目安です。
※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

¥3,300（税込）カラーアルマイト プラス ¥6,600（税込）ハードアルマイト プラス

*1 ブレンボCNC 2ポットキャリパー専用です。キャスティング2ポットキャリパーは使用できません。

ZX-25R *1 2020 -  KOK-1422 ¥20,900

Z900RS/CAFÉ 2018 -  KOK-1421 ¥20,900

ZRX1100/1200/1200DAEG ALL KOK-1412 ¥16,500

GPZ900R（A7~） 1990 - KOK-1411 ¥20,900

CBR250RR 2017 -  KOK-1119 ¥20,900

ADV150 *1 2020 -  KOK-1121 ¥19,800

KATANA 2019 -  KOK-1314 ¥17,600

GSX-S1000/F 2015 - 2019 KOK-1314 ¥17,600

YZF-R25/3（ABS） *1 2015 -  KOK-1223 ¥24,200

MT-25/03（ABS） *1 2020 - KOK-1223 ¥24,200

MT-09（ABS無し） 2014 - 2016 KOK-1215 ¥19,800

MT-09/TRACER 2014 - 2020 KOK-1216 ¥20,900

XSR900 2016 - 2020 KOK-1216 ¥20,900

XMAX 2018 -  KOK-1220 ¥20,900

年　式適　応　車　種 品　番 価　格（税込）
（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）



※ナビ・スマートフォン等をマウントするためのアダプターは
　別途必要になります。

¥2,200（税込）カラーアルマイト プラス
¥4,400（税込）ハードアルマイト プラス

※品番末尾にカラーコードが入ります。左のカラーコード表をご参照ください。
　［例］ダブルアームでゴールドの場合→KOK-8011-GD

※カラーアームシリーズはカラーオーダーの設定はございません。

オリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！

※色調は目安です。
※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

カラーアルマイト全15色＋ハードアルマイト全6色よりお選びいただけます！※

※カラーアルマイト全17色のシルバーとブラック（標準色）を除く15色となります。

COLOR
CHART ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ

BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

ハードナチュラル
HNT

ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HBK HRD HPL

ハードオレンジ ハードグリーン
HOR HGR

取付可能範囲

取付可能範囲

トッププレートは
多種のマウントアダプター
取付に対応する設計

アーム可動範囲

■ハンドルポスト取付ポジション例（ダブルアーム）
■ハンドルバークランプ取付ポジション例（シングルアーム）M8ボルト使用のハンドルポストなら、取付ピッチは問いません! 位置・角度等、取付エリアも広範囲！

■メーターステーやETCステーの取付に最適！
■アイデア次第でさまざまなパーツの取付にも！

（税込）
（税込）

￥8,690ブラック KOK-8011BK
￥8,690シルバー

カラーアームシリーズ

KOK-8011SV

（税込）
（税込）

￥9,790ブラック/レッドアーム KOK-8011BK/RD
￥9,790ブラック/ゴールドアーム KOK-8011BK/GD

フレックスモバイルステー ステム
（税込）
（税込）

￥2,200ブラック KOK-80111BK
￥2,200シルバー

・上下取付穴：M5　
・付属品：M5-25キャップボルト1本

KOK-80111SV

（税込）￥9,790ブラック/アールズブルーアームKOK-8011BK/EBL
（税込）￥9,790ブラック/オレンジアーム KOK-8011BK/OR
（税込）￥9,790KOK-8011BK/GR
（税込）

ブラック/グリーンアーム
￥9,790シルバー/レッドアーム KOK-8011SV/RD

（税込）￥9,790シルバー/ゴールドアーム KOK-8011SV/GD
（税込）￥9,790シルバー/アールズブルーアームKOK-8011SV/EBL
（税込）￥9,790シルバー/オレンジアーム KOK-8011SV/OR
（税込）￥9,790シルバー/グリーンアーム KOK-8011SV/GR

（税込）
（税込）

￥6,490ブラック KOK-8013BK
￥6,490シルバー

カラーアームシリーズ

KOK-8013SV

（税込）
（税込）

￥7,590ブラック/レッドアーム KOK-8013BK/RD
￥7,590ブラック/ゴールドアーム KOK-8013BK/GD

（税込）￥7,590ブラック/アールズブルーアームKOK-8013BK/EBL
（税込）￥7,590ブラック/オレンジアーム KOK-8013BK/OR
（税込）￥7,590KOK-8013BK/GR
（税込）

ブラック/グリーンアーム
￥7,590シルバー/レッドアーム KOK-8013SV/RD

（税込）￥7,590シルバー/ゴールドアーム KOK-8013SV/GD
（税込）￥7,590シルバー/アールズブルーアームKOK-8013SV/EBL
（税込）￥7,590シルバー/オレンジアーム KOK-8013SV/OR
（税込）￥7,590シルバー/グリーンアーム KOK-8013SV/GR

カラーアームシリーズ
ブラック/レッドアーム
KOK-8011BK/RD

カラーアームシリーズ
ブラック/ゴールドアーム
KOK-8013BK/GD

ブラック
KOK-8011BK

取付ネジ径：M8 取付ネジ径：M6

ブラック
KOK-8013BK

ダブルアーム

ダブルアーム取付可能範囲イメージ シングルアーム可動範囲イメージ

シングルアーム

カメラマウントキット

ACCESSORIES

フレックスモバイルステーにカメラを装着する
ためのパーツです。脱落防止用ストラップ付属。

（税込）￥2,640KOK-8014

フレックスモバイルステー アーム
（税込）
（税込）

￥1,760ブラック KOK-80112BK
￥1,760シルバー

・寸法：アーム全長 77mm 根本取付穴φ8.5 先端取付穴M5　
・付属品：M5-16ボタンキャップボルト1本

KOK-80112SV

フレックスモバイルステー プレート
（税込）
（税込）

￥1,320ブラック KOK-80113BK
￥1,320シルバー

・寸法：W52mm ×D44mm ・装着対応：TECHMOUNT社製
  アダプター、ナビ（ユピテル・ガーミン・X-RIDE）
・付属品：M5-8サラキャップボルト1本

KOK-80113SV

フレックスモバイルステー M8カラー
（税込）
（税込）

￥385ブラック KOK-80114BK
￥385シルバー

・寸法：外径φ13（フランジ部φ15） 内径φ8.5 全長22mm
・付属品：M8-45キャップボルト1本

KOK-80114SV

メーターステー装着例
「アーム」＋「M8カラー」の組み合せ使用

カラーオーダーの設定
はございません。「アル
パックシリーズ」を
ご利用ください。

「アルパックシリーズ」
の詳細は、28ページ
をご覧ください。

メーター側 センター タンク側 サイド ブレーキ（右）側 クラッチ（左）側

M6ボルト使用の箇所に取付可能。
取付ピッチも13mm～53mmと
自由度があります!  
位置・角度等、取付エリアも広範囲！

パーツ単体販売、始めました！！

ナビのユピテル・ガーミン・X-RIDEはボルトオンで装着可能！！
ナビ・スマホ・オンボードカメラ等のマウントに！！

■各部可動！ ポジション自由自在！！
■オールアルミ削り出しボディ！！
■安心と信頼の日本製！！
■オリジナルカラーオーダーも可能！！

フレックス
モバイルステー

・ダブルアームをハンドルポストに取付＋ナビ装着
・シングルアームをハンドルバークランプに取付
  ＋TECHMOUNTスマートフォンケース装着

フレックスモバイルステー使用例

�� � �



パネルサイズ（各網目共通）：330mm×266mm
※加工の性質上、実際の寸法とは多少異なる場合があります。※色調は目安です。

（税込）¥2,090各

■TYPE-A  KOK-5002##  
　「追突注意！」
■TYPE-B  KOK-5003##  
　「全開走行中！」
■TYPE-C  KOK-5004##  
　「タンデム女子募集中！」
■TYPE-D  KOK-5005##  
　「ブラックマーク製造中！」
■TYPE-E  KOK-5006##  
　「直線番長！」

※耳や鼻など、人体には絶対に使用しないでください。
※強くこすると製品を傷付ける場合があります。 
※作業はご使用者の責任において行ってください。
※保管状態によりスポンジ部が変色する場合があります。 
※仕様・外観・価格は改良のため予告無く変更する場合が
　あります。 予めご了承ください。  

注意事項

して ！！スキマの を
特殊新開発 が

して ！！スキマの を
特殊新開発 が
吸着ヨゴレ 拭き取る
スポンジ耐溶剤性

※ケミカルの種類によっては耐性の無いものもございます。ご使用前にテストしてご確認ください。

※スポンジの洗浄はぬるま湯で中性洗剤を使ってやさしく揉み洗いをし、良くすすいで完全に乾かしてから再使用してください。

■ガソリン、パーツクリーナー、キャブクリーナー、ブレーキフルード、シンナーＯＫ！！

■スポンジを中性洗剤で洗って繰り返し使用可能！！

スポンジヘッドクリーナー

（税込）¥858KOK-7000

（税込）¥2,178
126cc以上用

※使用状況により耐性期間は異なります。

大：3本　小：5本入り

・カラー：白 / 黒

・特色：ロゴだけが残る切り抜きタイプのステッカーです。

・サイズ：S＝タテ20mm   ×ヨコ105mm
　　　　 L＝タテ33mm   ×ヨコ175mm

白・S   KOK-8000WH❶ （税込）¥550
黒・S   KOK-8000BK❷ （税込）¥550
白・L   KOK-8001WH❸ （税込）¥880
黒・L   KOK-8001BK❹ （税込）¥880

KOHKEN ダイカットステッカー1

・サイズ：9枚綴＝幅60mm（1枚） 小＝幅105mm 大＝幅175mm
・特色：ロゴだけが残る切り抜きタイプのステッカーです。

9枚綴赤   B2990001❶ （税込）¥1,100
（税込）¥1,1009枚綴白   B2990002❷

小・赤       B2990005❸ （税込）¥330
小・白       B2990006❹ （税込）¥330
大・赤       B2990007❺ （税込）¥660
大・白       B2990008❻ （税込）¥660

brembo ダイカットステッカー2

・光研電化のカラーアルマイト全17色＋ハードアルマイト6色を
　まとめたカラーサンプルです。施工見本としてご活用ください。

KOK-8012 （税込）¥3,080
KOHKEN  アルマイトカラーサンプル
Ver.2

3

・ブレーキ側オイルタンクカバーになります。
・80 ×50mm
・リストバンドとしても使用可能です

P/No, 99.8637.56 ￥1,760（税込）
Terry Cuffs / Fluid Cap(Brake)4

クラッチ側オイルタンクカバーになります。
・60 ×40mm
・キッズ用リストバンドとしても使用可能です。

P/No, 99.8637.66 ￥1,650（税込）
Fluid Cap(Clutch)5

ブレンボロゴを各部に配置したスポーツテイストのキャップです。
・素材：コットン100% サイズ：58mm

P/No, 99.8637.18 ￥3,850（税込）
Black Cap6

吸水素材を使用し欧州規格の耐火燃焼試験をクリアしたフロアマット
・表面：ナイロン　裏面:PVC
・2,100 ×1,000mm／厚さ約6mm
・吸水性素材を使用／ 欧州規格の耐火燃焼試験（Cfl-S1）に合格

P/No, 99.8637.83 ￥22,000（税込）
Racing Floor Mat 8

上記載商品のコンパクト版
・表面：ナイロン　裏面:PVC
・600×400mm／厚さ約5mm
・吸水性素材を使用／ 欧州規格の耐火燃焼試験（Cfl-S1）に合格

P/No, 99.8637.84 ￥5,280（税込）
Counter Mat9

❶ Brembo Symbol  P/No, 99.8637.06
 ￥770（税込） ・レジン（樹脂）製
❷ Motorbike Caliper  P/No, 99.8637.75
 ￥1,100（税込） ・レジン（樹脂）製
❸ Brake System  P/No, 99.8637.02
 ￥1,100（税込） ・レジン（樹脂）製

Bremboキーホルダーシリーズ7

デコレーション
プレート

■クローズドコースでの走行会やエキシビジョン車両への装着に！！
■公道走行時はナンバープレートの保護用ベースとしても使用可能！！
■5種類のコメント×それぞれ全16色 からお選びいただけます！！
■チーム名等、特注コメントも製作可！ 詳細はお問い合わせください！
※カラーアルマイト全17色のシルバーを除く16色となります。 ※品番末尾##はカラーコードが入ります。下記カラーコード表をご参照ください。  

 ※品番末尾##はカラーコードが入ります。上記カラーコード表をご参照ください。  ※実際の寸法とは多少異なる場合があります。  

※表面側に装着した状態での
　一般公道走行はできません。

※

ブラック レッド
CGBLBR PL GM

シャンパンゴールド ゴールドブルーブラウン パープル ガンメタ

EBL
アールズブルー

PI OR SG YL
ピンク オレンジ スレートグレー イエロー

BK RD GD

TIBTIGGR
チタンブルーチタンゴールドグリーン

ブラック レッド
CGBLBR PL GM

シャンパンゴールド シルバーブルーブラウン パープル ガンメタ

EBL
アールズブルー

PI OR SG YL
ピンク オレンジ スレートグレー イエロー

BK RD

ゴールド
GD TIBTIGGR

チタンブルーチタンゴールドグリーン

KOK-5004EBLKOK-5005GRKOK-5006GDKOK-5003RDKOK-5002BK

REUSE

OK!!

❷

細目（A：6.0×B：2.0mm）原寸大
KOK-5008## KOK-5009## KOK-5010## 

中目（A：7.5×B：3.5mm）原寸大 粗目（A：11.5×B：5.5mm）原寸大

3種の網目×17色の全51種類から
お選びいただけるようになりました！！

SV

※従来のアルミメッシュパネル（KOK-5001）は、細目（KOK-5008）が後継モデルとなります。

ホットボンドによる取付例（カウル エアダクト）

取付部に合わせて型を取ります。
型紙は本パッケージ台紙の裏面を
ご利用いただくと便利です。

型紙に合わせて、接着部分を考慮
して少し大きめにハサミでカットし
ます。その際、メッシュの目の向き
も考慮してください。

折り曲げ部分の曲線や角を曲げや
すくするため、要所要所に切込みや
カットを入れてください。

取付部に合わせて、接着面ができる
だけ密着するようにぴったりと折り
曲げてください。浮いたり隙間が開
いてしまうと接着力が弱くなる恐れ
があります。

接着部分にホットボンドを塗布して
いきます。その際、メッシュの目の中
に確実にホットボンドを流し込んで
ください。

ホットボンドがしっかりと硬化すれ
ば完成です！

1 2 3 4 5 617
ALUMITE

COLORS

■カウルのエアダクト等のドレスアップに！！
■ラジエター・オイルクーラー等の保護に！！

OPTION / ACCESSORIES
1

8

9

2 3

4 5

6 7

❸

❸

❹

❹

❺
❻

❶

❷

❸
❶

❶

❷

❷

����

アルミメッシュパネル

キャリパー
の清掃に！

！

4

6

空冷フィン
の清掃に！

！
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究極のフレームビルドワークで、スチールキャリアに比べ最大58％の
軽量化を実現する、ラフ&ロード RALLY591スーパーライトキャリア。
そんなツアラーのマストアイテムに、さらに個性を引き立たせるべく、
コーケンオリジナルのカラーアルマイトを施した貴方だけのスペシャル
なキャリアがオーダー可能となりました。

1.リアキャリア品番
-
2.カラーコード

R Y 5 9 1

【例】 CRF250L用で、レッドの仕様 RY59129-RD

※右記ラインナップ表をご参照ください。 ※下記カラーコード表
　をご参照ください。

ご
注
文
方
法
右
記
の
要
領
で
品
番
に
変
換

し
て
ご
注
文
く
だ
さ
い
。

HONDA CRF250L用 レッド
[RY59129-RD]

HONDA CRF250L用 レッド[RY59129-RD]装着例

KAWASAKI KLX250（'08～） アールズブルー
[RY59127-EBL]

YAMAHA V-MAX1200 ブラック
[RY591Y02-BK]

スーパーライトキャリア
オリジナル

カラーバージョン
※受注生産品のため、キャンセルには対応いたしかねます。
　詳しくはお問い合わせください。

価格（税込）対応車種 キャリア品番

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥22,550 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥22,550 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

XJR1300/1200 ※CCバー取付不可

V-MAX1200

WR250R/X ※CCバー取付不可 ※取付時フェンダーに要穴開加工

TT250R

TT250Raid ※CCバー取付不可

SEROW250(~'17/'18~)､XT250X

DT230LANZA

SEROW225(ｾﾙ付)

TW225

RY591Y01

RY591Y02

RY59126

RY59109

RY59114

RY59125

RY59112

RY59105

RY59122

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥22,550 （税込）

¥22,550 （税込）

¥22,550 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

¥21,560 （税込）

ZRX1200/S/R､ZRX1100/Ⅱ

ZZ-R1100 D

GPZ900/750R

ZEPHYR400/χ

ZEPHYR1100

W800/650/400

KLX125/D-TRACKER125

KLX250('08~)､D-TRACKER X('08~)

KLX250/SR/ES(~'07)､D-TRACKER(~'07)

SUPER SHERPA

250TR

KSR110(~'08)

KSRⅠ/Ⅱ

RY591K01

RY591K02

RY591K03

RY591K04

RY591K05

RY591K07

RY59128

RY59127

RY59104

RY59113

RY59119

RY59121

RY59108

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥22,550（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560 （税込）

GSX1400

GSX1300ハヤブサ(~'07)

GSX1300ハヤブサ('08~'17)

DR-Z400S/SM ※CCバー取付不可

DR250R/DJEBEL250XC

250SB

RMX250S('96~)

VANVAN200(~'03)

RY591S01

RY591S02

RY591S03

RY59116

RY59106

RY59104

RY59110

RY59120

※キャリアの溶接部及び付属のアシストバーや取付カラー等のアルミの素材違い部分は、アルマイトの性質上
　色合いが異なりますので予めご了承ください。
※純正テールバッグが付いている車種では、バッグが取付できなくなる場合もあります。
※ロードモデルのキャリアにはアシストバーは取付できません。
※キャリアの上にボックス等を装着することは、その重量、大きさに関わらずキャリア及び車体損傷の原因と
　なりますのでおやめください。
※キャリア個体差、車両個体差により、シートがキャリア装着時にそのままでは外せなくなる場合があります。
※RALLY591キャリアの耐荷重は2kgとなります。

ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ
BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

※色調は目安です。  ※ハードアルマイトの設定はございません。

17COLORS
COLOR ALUMITE

¥21,560（税込）

¥22,550（税込）

¥22,550（税込）

¥22,550（税込）

¥22,550（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

¥22,550（税込）

¥21,560（税込）

¥22,550（税込）

¥22,550（税込）

¥21,560（税込）

¥21,560（税込）

CB1300SF(~'02)/CBR1100XX

CB1300SF('03~'09)

HORNET250/600

CRF250L/M/RALLY(~'20)

CRF250L/RALLY('21~)

XR250(MD30)､XR250R(ME08)､XR400R/Motard

CRM250R('94~)/AR

XLR250R/BAJA､XR250(ME06)

XR230(~'07) ※CCバー取付不可

SL230 ※CCバー取付不可

FTR223

XR50/100Motard

CRM50/80

APE50(~'07)

RY591H01

RY591H03

RY591H02

RY59129

RY59130

RY59101

RY59102

RY59115

RY59124

RY59107

RY59117

RY59123

RY59103

RY59118

オリジナルカラーバージョン
リアスプロケット

■切削精度の高い、信頼のサンスター製7075-T6リアスプロケットの
　コーケンオリジナルカラーバージョン。
■コーケンカラーアルマイト全17色＋ハードアルマイト5色より選択可能。
■国内外の主要車種に多数適合。　詳細はサンスターHP内、適合検索の
　ページ［リア（ジュラルミン）の欄］をご参照ください。

素材にウルトラジュラルミン（A7075）材を使用し、硬化熱処理T6を加え
た後、マシニング加工により1枚ずつ製造される、あのサンスター製7075
-T6リアスプロケットに、さらに個性を引き立たせるべく、定評のコーケン
カラーアルマイトを施した、貴方だけの完全受注生産カラースプロケットです。

-

【例】 '08 GSX1300R HAYABUSA用で、
　　 歯数40、ガンメタの仕様

http://www.sunstar-kc.jp/d_sprocket/sprocket.php

1.リアスプロケット品番 2.歯数

RS-108-40-GM

※サンスターHP内、適合検索のページをご参照ください。
http://www.sunstar-kc.jp/d_sprocket/sprocket.php

- -
※下記カラーコード表
　をご参照ください。

3.カラーコード

※受注生産品のため、キャンセルには対応いたしかねます。詳しくはお問い合わせください。

カラーアルマイト サンスター定価 ¥4,400+ （税込）
ハードアルマイト サンスター定価 ¥7,700+ （税込）

ご
注
文
方
法
右
記
の
要
領
で
品
番
に
変
換

し
て
ご
注
文
く
だ
さ
い
。
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※色調は目安です。※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ、色調が濃くなる傾向にあります。

ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ
BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

ハードオレンジ
HOR

ハードグリーン
HGR

ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HBK HRD HPLHARD ALUMITE

17COLORS

5COLORS

COLOR ALUMITE

����
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光研アルマBOX RC30

光研アルマBOXハード20 パーツ点数20点 ハードナチュラルに施工

パーツ点数30点 ピンクに施工

発注 約1～2週間 納品

4321 必要なBOXを選んで
ネットかお店で買ってね！

決まった数を
箱に入れて送ってね！

届いた部品を
丁寧に処理します！

簡単オーダー！
スピード納品！

アルマイト 完成！！入れる買う

※アルマBOX for キャリパー・アルマBOXハード全種では、つや消し処理は不可です。
※素材・製法・形状等の条件により、つや消し処理はお受け出来ない場合もあります。

アルマBOX20/60/90
アルマBOXハード20/60/90
（約30×13.5×6cm）

アルマBOX RC30/60/90（約20×13.5×6cm）

アルマBOX20施工例
（パーツ点数20点・レッド）

アルマBOX
 for 1キャリパー/ 2キャリパー
（約22.6×16.6×11.2cm）

アルマBOX
 for 1プレート/ 2プレート
アルマBOXハード
 for 1プレート/ 2プレート
（約30×30×5.5cm）

アルマBOX
 for 1ロング/ 2ロング
アルマBOXハード
 for 1ロング/ 2ロング
（約20×10×70cm）

「光研アルマBOXシリーズ」は、所定の注意事項にご同意の上、署名・チェックをいただいた場合にのみご利用いただけます。弊社HPにて各シリーズの注意事項をご確認の上、お買い求めください。
※色調は目安です。素材・製法・形状等の条件により仕上がりの色味にバラつきが生じます。　※ハードアルマイトは一般アルマイトに比べ色調が濃くなる傾向にあります。※素材・製法・形状等の条件によりお受け出来ない場合もあります。

ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ
BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

ハードナチュラル ハードブラック ハードレッド ハードパープル
HNT HBK HRD HPL

ハードオレンジ ハードグリーン
HOR HGR

6HARD ALUMITE

17COLORS

COLORS

COLOR ALUMITE

従来の「つや有り」処理に加えて、
シックな「つや消し」処理を
ご指定いただけるようになりました！

「つや消し」始めました！

光研アルマBOX20 パーツ点数20点 レッドに施工

鮮やかで艶やかなカラーアルマイト17色と、硬質で重厚感あふれるハードアルマイト6色の全23色
からお好みのカラーを1色お選びいただけます！ ※1箱につき1色でのオーダーになります。決められた点数の中で色分けすることはできません。

「光研アルマBOX シリーズ」は、どなたでも簡単にニーズに応じてアルマイト処理が
オーダーできる画期的なサービスです！

®

「光研アルマBOX シリーズ」施工例®

aluma

BOX

簡単！迅速！アルマイトサービスの新システム!!

カラーアルマイト全17色からお好みのカラーを1色お選びいただけます

（税込）￥13,200KOK-8242 （税込）￥15,400KOK-8243
約30×13.5×6cm

アルミ製品20点以内
※沖縄及び離島

¥23,100KOK-8244 ¥25,300KOK-8245
約30×13.5×6cm

アルミ製品60点以内

■アルマBOX60

■アルマBOX20

※沖縄及び離島

￥33,000KOK-8246 ￥35,200KOK-8247
約30×13.5×6cm

アルミ製品90点以内

■アルマBOX90
※沖縄及び離島

￥15,400KOK-8248 ￥17,600KOK-8249
約22.6×16.6×11.2cm

モーターサイクル用ブレーキキャリパー1点

■アルマBOX for 1キャリパー
※沖縄及び離島

￥26,400KOK-8250 ￥28,600KOK-8251
約22.6×16.6×11.2cm

モーターサイクル用ブレーキキャリパー2点

■アルマBOX for 2キャリパー
※沖縄及び離島

￥13,200KOK-8252 ￥15,400KOK-8253
約30×30×5.5cm

ディスク（インナーローター）・リアスプロケット等、板状のアルミ製品1枚

■アルマBOX for 1プレート
※沖縄及び離島

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）￥23,100KOK-8254

（税込）

（税込）

（税込）￥13,200KOK-8260 （税込）￥15,400KOK-8261
約20×13.5×6cm

ラジコン及びホビーパーツのアルミ製品30点以内
※沖縄及び離島

￥23,100KOK-8262 ￥25,300KOK-8263
約20×13.5×6cm

ラジコン及びホビーパーツのアルミ製品60点以内

■アルマBOX RC60

■アルマBOX RC30

※沖縄及び離島

￥33,000KOK-8264 ￥35,200KOK-8265
約20×13.5×6cm

ラジコン及びホビーパーツのアルミ製品90点以内

■アルマBOX RC90
※沖縄及び離島

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）¥25,300KOK-8255
約30×30×5.5cm

ディスク（インナーローター）・リアスプロケット等、板状のアルミ製品2枚

■アルマBOX for 2プレート
※沖縄及び離島

￥13,200KOK-8256 ￥15,400KOK-8257
約20×10×70cm

ハンドルバー・フォークのアウターチューブ等、長いアルミ製品1本

■アルマBOX for 1ロング
※沖縄及び離島（税込）

（税込）￥23,100KOK-8258

（税込）

（税込）￥25,300KOK-8259
約20×10×70cm

ハンドルバー・フォークのアウターチューブ等、長いアルミ製品2本

■アルマBOX for 2ロング
※沖縄及び離島

「光研アルマBOX シリーズ」ラインナップ®

往復送料込

¥13,200（
税
込
）より

KOK-8280 KOK-8281
約59.5x59.5x21.5■アルマBOX  for アルミリムA

※沖縄及び離島（税込）￥13,200
3J未満のアルミリム1本専用

KOK-8282 KOK-8283
約59.5x59.5x21.5■アルマBOX  for アルミリムB

※沖縄及び離島（税込）￥23,100
3J未満のアルミリム2本専用

KOK-8284 KOK-8285
約52x52x31.5■アルマBOX  for アルミリムC

※沖縄及び離島（税込）￥17,600
3J以上のアルミリム1本専用

KOK-8286 KOK-8287
約52x52x31.5■アルマBOX  for アルミリムD

※沖縄及び離島（税込）￥34,100
3J以上のアルミリム2本専用

￥15,400（税込）

￥25,300（税込）

￥20,900（税込）

￥35,200（税込）

26 � ���

（税込）¥22,000 KOK-8266 （税込）¥24,200 KOK-8267
約30 13.5 6cm

アルミ製品20点以内
※沖縄及び離島

￥40,700 KOK-8268 ¥42,900 KOK-8269
約30 13.5 6cm

アルミ製品60点以内

■アルマBOXハード60

■アルマBOXハード20

※沖縄及び離島

¥59,400KOK-8270 ¥61,600 KOK-8271
約30 13.5 6cm

アルミ製品90点以内

■アルマBOXハード90
※沖縄及び離島

¥22,000 KOK-8272 ¥24,200 KOK-8273
約30 30 5.5cm

ディスク（インナーローター）・リアスプロケット等、板状のアルミ製品1枚

■アルマBOXハード  for 1プレート
※沖縄及び離島

¥40,700 KOK-8274 ¥42,900 KOK-8275
約30 30 5.5cm

ディスク（インナーローター）・リアスプロケット等、板状のアルミ製品2枚

■アルマBOXハード  for 2プレート
※沖縄及び離島

¥22,000 KOK-8276 ¥24,200 KOK-8277
約20 10 70cm

ハンドルバー・フォークのアウターチューブ等、長いアルミ製品1本

■アルマBOXハード  for 1ロング
※沖縄及び離島

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）¥40,700 KOK-8278

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

¥42,900 KOK-8279
約20 10 70cm

ハンドルバー・フォークのアウターチューブ等、長いアルミ製品2本

■アルマBOXハード  for 2ロング
※沖縄及び離島 （税込）

ハードアルマイト全6色からお好みのカラーを1色お選びいただけます
「光研アルマBOX ハードシリーズ」ラインナップ®

KOK-8288 KOK-8289
約59.5x59.5x21.5■アルマBOXハード  for アルミリムA

※沖縄及び離島（税込）¥22,000 
3J未満のアルミリム1本専用

KOK-8290 KOK-8291
約59.5x59.5x21.5■アルマBOXハード  for アルミリムB

※沖縄及び離島（税込）¥40,700 
3J未満のアルミリム2本専用

KOK-8292 KOK-8293
約52x52x31.5■アルマBOXハード  for アルミリムC

※沖縄及び離島（税込）¥31,900 
3J以上のアルミリム1本専用

KOK-8294 KOK-8295
約52x52x31.5■アルマBOXハード  for アルミリムD

※沖縄及び離島（税込）¥62,700 
3J以上のアルミリム2本専用

¥24,200 （税込）

¥42,900 （税込）

¥33,000 （税込）

¥64,900 （税込）



ブラック レッド ブラウン パープル ガンメタ
BK RD BR PL GM

ブルー シャンパンゴールド シルバー ゴールド グリーン
BL CG SV GD GR

チタンブルー アールズブルー ピンク オレンジ

チタンゴールド
TIG

TIB EBL PI OR
スレートグレー イエロー
SG YL

17COLORSCOLOR ALUMITE

「光研アルパックシリーズ」は、カラーアルマイト17色の中から
お好みのカラーをお選びいただけます！

※色調は目安です。素材・製法・形状等の条件により仕上がりの色味にバラつきが生じます。　※素材・製法・形状等の条件によりお受け出来ない場合もあります。予めご了承ください。

※1パックにつき各シリーズ規定内での色数になります。
　規定数を超えて色分けすることはできません。

「つや消し」始めました！！
従来の「つや有り」処理に加えて、

シックな「つや消し」処理を
ご指定いただけるようになりました！

※素材・製法・形状等の条件により、つや消し処理はお受け出来ない場合もあります。

����

パックに入れて、ポストに投函!!
簡単オーダーお手軽アルマイト!!

aluma

往復送料込

より
¥6,600（

税
込
）

アルパック10

パック内容：投函用パック（約21.5×15cm）
・注意事項・同意書及び申込書   

※写真はアルパック10   

（税込）¥6,600KOK-8234 （税込）¥7,700KOK-8235
アルミ製品10点以内・250g未満（パックを含む総重量）･3cm以下（バックを含む総厚み）・同一色オーダー
下のカラーチャートから1色お選びいただけます。

下のカラーチャートから1色お選びいただけます。

下のカラーチャートから2色お選びいただけます。

下のカラーチャートから3色お選びいただけます。

※沖縄及び離島

¥8,800KOK-8236 ¥9,900KOK-8237
アルミ製品20点以内・250g未満（パックを含む総重量）･3cm以下（バックを含む総厚み）・同一色オーダー

■アルパック20

■アルパック10

※沖縄及び離島

¥10,450KOK-8238 ¥11,550KOK-8239
アルミ製品20点以内・250g未満（パックを含む総重量）･3cm以下（バックを含む総厚み）・2色オーダー

■アルパック20 2カラーズ
※沖縄及び離島

¥14,850KOK-8240 ¥15,950KOK-8241
アルミ製品30点以内・250g未満（パックを含む総重量）･3cm以下（バックを含む総厚み）・3色オーダー

■アルパック30 3カラーズ
※沖縄及び離島

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

カラーアルマイト全17色からお好みのカラーを規定数お選びいただけます
「光研アルパック シリーズ」ラインナップ®

少量オーダーに最適!!

ホビーパーツにも!!

１パックで色分けOK!!

「光研アルパックシリーズ」は、所定の注意事項にご同意の上、署名・チェックをいただいた場合にのみご利用いただけます。弊社HPにて注意事項をよくご確認の上、お買い求めください。

パーツ点数10点 ピンクに施工
「光研アルパック10」施工例

はじめに・・・
この度、弊社株式会社コーケンでは新たにプロフェッショナル向けの商品であ
りながら、ディーラー様や車両販売店様などの業者様はもちろん、個人ユーザ
ー様までが安心して使っていただけるケミカル商品3ブランドの「二輪正規発
売元」としての取り扱いを開始いたしました。二輪業界においてパーツメーカ
ー、卸商社、輸入元、用品パーツ販売、外車ディーラーなど、業界30年以上の
経験豊富なスタッフ達が厳選し納得した商品をご紹介させていただきます。も
ちろん、世には私達のまだ知らない商品もあるでしょうから決して「これが１番
！」なんて言うつもりはありません。
ただし、「コレいいね！」、「コレ使いやすいね！」、「コレならまた次も使うよ！」
をいただける商品たちばかりだと自負しております。
別次元の「艶と光沢」新世代のコーティング「GLARE」（グレア）
撥水洗車に特化して「使いやすい！」にこだわった「HISPE」（ハイスぺ）
それぞれが工業、産業、自動車業界など他業種のプロ達に愛用されているメー
カーばかりなので二輪業界では初めて聞く名前だと思われる方が多いと思い
ますが、
「本物」をぜひ皆様に使っていただきたいと願っております。
ベテランライダーの方も、初心者ライダーの方も、カムバックライダーの方も、
これから免許を取得して乗り始める方も、すべてのバイク乗りの方が愛車を綺
麗な状態に保つために必要な「洗車」、「コーティング」に特化しプロが認める
レベルでありながら、こんなにも使い易くて高い効果が得られる納得の商品を
ご用意できたと思っています。
先ずは「1度使ってみる！」、そこから始めてください。

��� � ���
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PROCLO
KOHKEN(コーケン)洗車グッズ

スポンジヘッドクリーナー

Chemical for Moto Wash!!
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今までに無い新素材「Glassplexin®」配合!!
業界初「新世代表面処理」コーティング!!

数あるMADE IN U.S.A.製品の中でも
圧倒的な実績を誇るGLARE（グレア）。

GLAREとは、“Glassplexin®”と呼ばれる全く新しい特徴を持つ
配合物が含まれ、あらゆる気象状況と環境のもとで柔軟性に富んだ
高度の光沢ポリッシュ・シーラントで、塗装やクリアコートに対し
科学的には陰性に働くケイ酸塩化合物です。

全ての製品にこの“Glassplexin®”を配合し、「洗」「磨」「輝」をセットで
使うことにより、塗膜を一切削らずにクリアやベース塗料、現在施工
されている他社のコートにも化学結合することが可能になり、
圧倒的な「艶」「光沢」「輝き」を与えることを可能にした
次世代コーティングです。

GLAREはどんな材質のものにも使用が出来ます。
ガラス、グラスファイバー、プレキシグラス、カーボンファイバー、
プラスチック、クローム、アルミ、合金に使用可能です。CDやDVDの
キズ修理にまでも使えてしまいます。勿論、バイクのヘルメットや
シールド（ミラーコートを除く）にも施工可能です。
サングラスが必要になるほどの輝きで、表面の虫の死骸などが付着
しても簡単なひと拭きで綺麗に取れてしまいます。
更にGLAREのコーティング効果は最高340度の高温にまで耐える
ので、エキゾーストのテールパイプなどにも使えます。

HONDA Racing、USA.HONDA、USA.KAWASAKI、USA.
YAMAHAで純正ケミカルとして採用され、更にはその輝きと、
Glassplexin®の効果により、施工面の空気摩擦抵抗を減らし、
燃費、スピードも向上するとされ、ロサンゼルス市警やボーイング社
にも認定され、あのエアフォースワン（大統領専用機）にまでも
採用されているほどの実力です。

親水とは、よくある撥水とは違い、水を玉にして弾かず、水と親しくなることで
まとめて滝のように流します。雨の日の翌日の点 と々した汚れや、ウォーター
スポットになりにくく、光沢感・高級感の強い水の落とし方です。

1度使うと必ずまた使いたくなる、それがGLARE！

グラスプレキシン

グ　レ　ア

MADE IN U.S.A.

“眩しすぎてサングラスが必要なほどの輝き”
“ライバルを蹴散らせ”

So Bright You’ll Need Sunglasses
We burn out the competition ™

GLASSPLEXIN®の効果で化学結合！
塗装と一体化するガラス系コーティングです。

ボディをより美しく、黄砂などの汚れが付きにくい親水効果

GLARE Micro-Finish Compound
Glassplexin®の効果で傷や酸化で傷んだ塗装表面
を他社製品とは比べ物にならない深い艶を生み出します。
車、バイクは勿論、飛行機、ボート、プラスチック、
ファイバーグラス、ステンレス、メッキ、アルミにも
使用可能です。樹脂パーツのくすんだ日焼けも
美しい艶に生まれ変わります。

「磨き」でも、表面を削ることなく
圧倒的な艶と質感が生まれる
未来のコンパウンド！

￥6,600(税込) ￥2,750(税込)

GL-002
12oz(約355ml) 100ml

GL-005

GLARE Professional Polish Coating

のお得な3本SETもございます！！

Glassplexin®の技術により、競合他社のどんな
コーティングにも化学結合し、今よりも深い
「艶」「光沢」「輝」を与えます。
アメリカではロス市警やボーイング社の大統領
専用機、「エアフォースワン」にも使用され、
雨が降っても強力な親水効果で美しさを保ちます。
GLAREの中でも最高と謳われるアイテムです。

眩しすぎてサングラスが必要！
の言葉を生んだ、新世代の輝きを
簡単に施工できるコーティング剤！

￥6,600(税込) ￥2,750(税込)

GL-003
12oz(約355ml) 100ml

GL-006

GLARE Ultra Wash Shampoo
グレア ウルトラウォッシュ シャンプー

グレア マイクロフィニッシュ コンパウンド

グレア プロフェッショナル ポリッシュ

Glassplexin®配合で、あなたの愛車をピカピカに
しつつ、いかなるクリアコートも美しく保ち、
安心して使える今までにない最先端の洗車剤です。
ペーハー値(水素イオン濃度）をバランスさせた
濃縮製品で他社製品とは比べ物にならない
洗浄力で、貴方の愛車に光沢を与えてくれます。

キメ細かい泡で汚れを綺麗に
落としつつ表面のクリアコートを
保護・強化します！

￥4,180(税込)

GL-001
12oz(約355ml) 100ml

￥1,650(税込)

GL-004

グラスプレキシン

� ���

（マイクロファイバーウエス付き）



メーター周り タンク周り

エンジン周り マフラー

「洗車」 「撥水」 「簡単」 「使い易い」 「長持ち」

撥水とは・・・
付着した水とボディとの接触角度を90度以上の水玉にし、コロコロ弾くことで水をかけるだけで汚れが集まり、
落ちやすいというメリットがあります。塗装面も深い艶が出ることで触りたくなるほどの仕上がりになります。
水分の拭き取りも容易で、洗車後も楽な拭き上げが可能となります。

そんなキーワードでコーティングのプロや板金の
プロ達が集まり「お客様に満足して笑顔になってもらう！」
ために「こだわり」重視の商品がを作り上げられました。
塗装面だけでなく樹脂パーツやエンジンにも使用可能で、
バイクだけでなく、自動車、ボートなどにも使用してもらい
ファンが急増中です！
ぜひ皆さんもお試しください！

先陣の匠から、生み出された
愛車の為の魔法のラインナップがついに誕生
開発から製造まで国内に拘った納得の品質！

※自転車やバイク、釣り道具、用途に合わせて様々な物に撥水加工

洗車を行うだけでも驚異の撥水効果!!撥水の達人を使用することで、撥水効果が100日間持続!!

コストを無視した「こだわり」だからこそプロが認めるこの効き目!!

コーティング施工された、お車から未施工車まで、
あらゆる塗装面に保護被膜を形成し、高品質な光沢
と超撥水を長期間継続させる、プロ仕様の硬化型
コーティング成分配合HISPE ベースプロダクト。
無機系ガラスコーティングから、有機系ポリマーま
で、撥水系コーティング施工車の撥水を復元。
新技術による硬化型コーティング被膜は無機系ガラ
スコーティングに付着するウォータースポットやイ
オンデポジットの再付着を軽減。
埃や花粉程度の軽い汚れの場合は、水を使わずに洗
車出来る。無水洗車コーティング剤。

約100日間の撥水効果が可能！
これ一本でプロ仕様の驚きの効果！
自転車やバイク、釣り道具にも最適な
万能型無水洗車コーティング剤。

￥6,930(税込) ￥5,380(税込)

超撥水 軽度洗浄 超光沢 コーティング 無水洗車 超持続性

150ｍｌ
HSP-007 HSP-004

50ｍｌ

洗浄 水垢洗浄 下地作りイオンデポジット除去

￥3,580(税込)

HSP-005
200ｍｌ

水垢、汚れを徹底的に除去！
塗装のプロがオススメする水垢取り
削らず落とすので、力を入れずに
簡単除去。

水道水によるカルキのシミや、酸性雨が乾いたことで塗装面に固着
され、イオンデポジットと呼ばれる白くこびり付いた水垢。これを
放っておくと塗装面を陥没させてしまうウォータースポットが
生まれます。ここまで来ると研磨するしか綺麗にする術はなく
なってしまいます。
このイオンデポジットも、通常の洗剤ではなかなか落ちず結局コン
パウンド入りの洗剤で落とすものです。
そんな常識を塗り替えるがこの水垢の達人。専門家が科学的に水垢の
原因を考慮し、削らずに落とすため、撫でるような簡単作業で、
女性でも簡単に洗浄出来ます。

近年の大気汚染とも言える花粉や黄砂に対する洗浄
効果と、塗装面の保護を目的としたコーティング
シャンプー剤。
一度の洗車作業で洗浄と、塗装面の保護被膜を形成
するダブルリアクション効果。
新技術により、従来のシャンプー洗剤と比較して、
洗車時の発泡が抑えられ、洗い流す水の使用量が少
なく仕上げられるエコロジータイプ。自然環境、人
体への影響に配慮した生分解性。

職人が考えたコーティングカーシャンプー
車に優しい一度の作業で洗車と撥水を実現！
本物を体感してください！

￥5,830(税込) ￥3,980(税込)

洗浄 光沢 撥水 コーティング 持続性

150ｍｌ
HSP-006 HSP-003

50ｍｌ

150ｍｌ50ｍｌ

150ｍｌ50ｍｌ
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※耳や鼻など、人体には絶対に使用しないでください。
※強くこすると製品を傷付ける場合があります。 
※作業はご使用者の責任において行ってください。
※保管状態によりスポンジ部が変色する場合があります。 
※仕様・外観・価格は改良のため予告無く変更する場合が
　あります。 予めご了承ください。  

注意事項

して ！！スキマの を
特殊新開発 が

して ！！スキマの を
特殊新開発 が
吸着ヨゴレ 拭き取る
スポンジ耐溶剤性

※ケミカルの種類によっては耐性の無いものもございます。ご使用前にテストしてご確認ください。

※スポンジの洗浄はぬるま湯で中性洗剤を使ってやさしく揉み洗いをし、良くすすいで完全に乾かしてから再使用してください。

■ガソリン、パーツクリーナー、キャブクリーナー、ブレーキフルード、シンナーＯＫ！！

■スポンジを中性洗剤で洗って繰り返し使用可能！！

スポンジヘッドクリーナー

（税込）¥858KOK-7000

※使用状況により耐性期間は異なります。

大：3本　小：5本入り

REUSE

OK!!

キャリパー
の清掃に！

！
空冷フィン

の清掃に！
！

����

1枚入り

KOK-7004

6枚入り
（レッド・オレンジ・ブルー各2枚）

KOK-7005OR

KOK-7005BL

KOK-7004

フワフワな極細柔毛が気持ちいい！

洗車・ワックスの拭き上げ等で大活躍します !

KOK-7005RD

C
alipers

M
aster cylinder

R
acing

D
isc rotor

A
ccessories

Index
Calipers

Accessories

Master cylinder

[アクセサリー　P.51~52]

Racing
[レーシングプロダクト　P.54～55]

SERIE ORO
[セリエオーロ　P.56～59]

Disc rotor
[ディスクローター　P.53]

[マスターシリンダー　P.42～51]

[キャリパー　P.36～41]
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［オーバーホール受付に関して］

［ハードアナダイズドに関して］

■まずオーバーホール対応品と非対応品がございますのでご確認ください。
　対応品：全てのキャリパー、RCSマスターシリンダー、ラジアルマスターシリンダー
　非対応品：セミラジアルマスターシリンダー、OESマスターシリンダー、リアマスターシリンダー、ディスクローター
■オーバーホール基本料金は¥16,500（税込）/1アイテム～です。
　※RCSマスターシリンダーは¥19,800（税込）/1アイテム～、レーシングプロダクトは¥22,000（税込）/
　1アイテム～になります。アイテムによっては新品価格を超える場合もございますので慎重にご検討ください。
■ご依頼の際は下記をご確認のうえ当社オーバーホール係までお送りください。
　※受付は正規品に限らせていただきます。並行品や正規品と認められない製品はお受けできません。
　※基本料金以外の追加料金がかかる場合は事前に連絡させていただき、ご相談の上進行させていただきます。
　※納期はおおよそ２週間程度ですが、時期によって異なりますので詳しい納期はお問い合わせください。
　※必ず依頼品単体で付属品（キャリパーサポート、ブレーキホース、スイッチ、タンク類etc.）が付いていない状態
　　でお送りください。付属品が付いている場合は分解手数料をいただくかオーバーホールをお受けいたしかねます。
　※依頼品は綺麗に洗浄し、フルードを抜いた状態でお送りください。状態が酷い場合は洗浄手数料をいただくか
　　オーバーホールをお受けいたしかねます。
　※依頼品をお送りいただく際の送料はお客様でご負担願います。
■送付先：株式会社コーケン オーバーホール係
                〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3313　TEL.045-511-7333

［フルードに関して］
ブレンボのブレーキシステムはブレンボ製のフルード及びDOT4規格のフルードに対応しております。それ以外
の規格のフルードには対応しておりません。万一使用されますとブレーキシステムに深刻なダメージを及ぼし、
重大な危険を引き起こす可能性がございますので絶対に使用されませんようお願い申し上げます。

ハードアナダイズドは染料を使って色を付け酸化被膜を形成する通常のアナダイズドとは異なり、染料は使わず
非常に強力な酸化被膜を形成する特殊な処理で、この処理の結果の自然発色になります。従って染料を使って
いない自然発色ゆえに二つとして同じ色は無く、技術的にも全く同じ色にする事は困難です。また非常にシビア
で高い精度が求められる設計寸法のため、切削加工後最後に施されるハードアナダイズド処理の酸化被膜は
厚さの管理を最優先で処理が施されるので発色に関しては管理しておりません。ブレンボとしましてもこの表面
処理は高い表面強度と高い精度を目的とした機能の一つとして考えており、着色を目的としておりません。結果
様々な色合いが存在することが本当のハードアナダイズドであり、非常に高い表面強度と精度の証でもあると
言えます。ブレンボのハードアナダイズドのパーツは全て同様となっております。ブレンボは高い機能・性能を最
優先し、安易に見た目に走ることなく、ハイパフォーマンスなブレーキシステムをユーザーに提供することを第一
に考えております。ご理解の上ご検討ください。

ブレンボ製品に関する注意事項

UPGRADE製品はストリート向け車両を対象としたカスタマイズ・チューニングを目的としたブレーキ製品となっております。
長年にわたるレースでの研究や技術と、OEM分野で培われた高い品質と信頼性が反映されたUPGRADE製品は、操作性やデザイン面においても
それぞれ優れた特徴を持っており、すべての自動車、モータサイクル愛好家のブレーキシステムを向上する目的で作られております。
製品の特性によって、下記のようにラインナップされています。

デザイン面を重視しながら
高機能を維持した

オンロード向けブレーキシステム

レースとOEM供給の経験から得られた
技術が反映された

オンロード向けブレーキシステム
ロングライドに最適

45年以上のレース参戦経験からなる
ブレーキパワーとコントロール面で
常に最高のパフォーマンスを発揮する
サーキット向けブレーキシステム

オフロードのあらゆる条件下で
安定した性能を発揮できる

ブレーキシステム

イタリアのブレーキパーツメーカー「brembo」の

日本法人である株式会社ブレンボ・ジャパンの

二輪正規代理店として、

日本でのUPGRADE（アップグレード）シリーズ及び

一部レーシングシリーズの二輪正規パーツの

販売を行っております。

またオーバーホール受付やテクニカルサポート等の

カスタマサービスも行っております。

brembo SERIE ORO（ブレンボ セリエオーロ）の

日本正規輸入代理店として、正規ブレーキディスク及び

ブレーキパッドの輸入・販売を行っております。

■RCSマスターシリンダー関連
■メカニカルクラッチレバー
■ラジアルマスターシリンダー
■ホリゾンタルマスターシリンダー
■リアマスターシリンダー
■リザーバーオイルタンク
■オイルタンクホース
■ホースクランプ

…P.42～46
…P.46
…P.47
…P.48～49
…P.50
…P.51
…P.51
…P.51

■ブリーダーダストキャップ
■ブレーキフルード
■ダイカットステッカー
■フルードキャップ
■マット
■キーホルダー
■キャップ

…P.51
…P.51
…P.52
…P.52
…P.52
…P.52
…P.52

■ラジアルマウントキャリパー
■ブレーキパッド
■マスターシリンダー関連

…P.54
…P.54
P.55

■INTRODUCTION
■ブレーキディスク説明
■ブレーキパッド説明

…P.56
…P.57
…P.58～59

■ラジアルマウントキャリパー
■アキシャルマウントキャリパー

…P.36~41
…P.38~41

■“T-DRIVE”フローティングディスク
■“Groove”フローティングディスク
■“Super sport”フローティングディスク

…P.53
…P.53
…P.53
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484 cafe racer

Technical spec
・ピストン径：32/32mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：約950g（片側・パッド含）
・表面処理：ブラックアナダイズド
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm

Technical spec
・ピストン径：30/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：約1,000g（片側･パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト(220.B473.10用)　P/No,105.2087.12　参考価格￥660（税込）
・ブリーダーボルト(220.B473.20用)　P/No,105.3246.11　参考価格￥660（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・オイルボルト(バンジョーボルト･220.B473.10用)　P/No,06.2228.38　参考価格￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)[街乗り/サーキット]　P/No.107.6708.21　参考価格￥8,800（税込）
・パッドZ04[レース向]　P/No.107.6708.23　参考価格￥17,600（税込）
・パッドZ01[レース向]　P/No.107.6708.11　参考価格￥8,800（税込）
・パッド(オーガニック)[街乗り向]　P/No.107.6708.10　参考価格￥7,700（税込）
・パッドスプリング　P/No.120.2255.90　参考価格￥880（税込）
・パッドピン　P/No.120.3942.30　参考価格￥1,320（税込）
・ブリーダーボルト(x20.A016.x0/220.A473.40用)　P/No.105.3387.60　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト(220.A473.30用)　P/No.105.2087.12　参考価格￥660（税込）
・オイルボルト(バンジョーボルト･220.B473.30用)　P/No.06.2228.38　参考価格￥660（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No.06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

P/No,220.B473.10
取付ピッチ：100mm
参考価格¥220,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。 P/No,220.B473.20

取付ピッチ：108mm
参考価格¥220,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

※左側のみの販売は行っておりません。

左右セット
P/No,220.A016.10
ハードアナダイズド･取付ピッチ：108mm
参考価格￥165,000（税込）

右側のみ
 P/No,120.A016.20
ハードアナダイズド･取付ピッチ：108mm
参考価格￥88,000（税込）

※片側のみの販売は行っておりません。

左右セット
P/No,220.B473.40
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：108mm
参考価格￥187,000（税込）

※片側のみの販売は行っておりません。

左右セット
P/No,220.B473.30
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥187,000（税込）

GP4-RB
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Technical spec
・ピストン径：30/30mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し1pc）
・重量：約945g（片側・パッド含む）
・表面処理：ニッケルコーティング
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済),ブレンボステッカー,温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：ラジアル17mm

Pads・Spare parts
・パッド（標準品/シンタード）　P/No,107.9882.30　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.78　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト　P/No,105.3387.55　参考価格￥880（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚）※1キャリパー2枚必要　P/No,06. 2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19㎜)　P/No,06. 2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認下さい。

Pads・Spare parts
・パッド（標準品/シンタード）　P/No,107.9882.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト ※P/No,220.B010.10・220.B011.30用　P/No,105.3246.11　参考価格￥660（税込）
・ブリーダーボルト ※P/No,220.B010.20用　P/No,105.2087.12　参考価格￥660（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚）※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・オイルボルト（バンジョーボルト）※P/No,220.B010.20用　P/No,06.2228.38　参考価格￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル（M10xP1.0 首下19mm）　P/No,06.2228.97　参考価格￥680（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：32/32mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：220.B010.10 約925g, 220B010.20 約830g, 220.B011.30 約1000g
　　　　（全て片側/パッド含）
・表面処理：ニッケルコーティング
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済),ブレンボステッカー,温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm

P/No,220.D600.10
取付ピッチ：100mm
参考価格￥440,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

GP4-MS

※ニッケルコーティングは、ご使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がございますが、装飾ではなくレースからの技術のフィードバックにより、製造公差を減らしピストンの動きを制御
するためのものであり、表面に変色・剥がれが発生しても機能には問題ございません。そのため、ご使用後の変色・剥がれによる返品・交換は一切受ける事ができません。予めご了承ください。

P/No,220.B010.10
取付ピッチ：108mm
参考価格￥242,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

P/No,220.B011.30
取付ピッチ：130mm
参考価格￥258,500（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

P/No,220.B010.20
取付ピッチ：100mm
参考価格￥242,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

※ニッケルコーティングは、ご使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がございますが、装飾ではなくレースからの技術のフィードバックにより、製造公差を減らしピストンの動きを制御
するためのものであり、表面に変色・剥がれが発生しても機能には問題ございません。そのため、ご使用後の変色・剥がれによる返品・交換は一切受ける事ができません。予めご了承ください。

GP4-RX
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P4-40RR

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：34/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト1pc）
・重量：約1,015g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

Technical spec
・取付ピッチ：40mm
・ピストン径：30/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：チタンピストン約600g（片側・パッド含）
アルミピストン約780g（片側・パッド含）
・ダストシール無し
・キット内容品：パッド(組込済)
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

Technical spec
・取付ピッチ：84mm
・ピストン径：34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：約580g（パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：フロント･シングル使用時ラジアル14mm

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/オーガニック)　P/No.107.6949.21　参考価格￥3,300（税込）
・パッド(オプション/セミメタル)　P/No.107.6949.11　参考価格￥3,960（税込）
・パッド(オプション/シンタード)　P/No.107.6949.12　参考価格￥5,500（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・パッドピンセット(非圧入タイプ･βピンx2) ※120.A441.10仕様変更後･120.A441.30/40用
P/No.122.5089.40　参考価格￥880（税込）
・パッドピンセット(圧入タイプ･βピンx1) ※P/No,120.A441.10仕様変更前用
P/No.120.A441.70　参考価格￥880（税込）
※120.A441.10のパッドピンは仕様が2種類あり両者に互換性はございません。ご確認の上お買い求めください。
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

※片側のみの販売は行っておりません。

左右セット
P/No,220.A397.10
チタニウムアナダイズド
取付ピッチ：108mm
参考価格￥110,000（税込）

左右セット
P/No,220.A397.50
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：108mm
参考価格￥118,800（税込）

左右セット
P/No,220.9885.50
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥110,000（税込）

※左側のみの販売は行っておりません。

※片側のみの販売は行っておりません。

右側のみ
P/No,120.A397.60
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：108mm
参考価格￥63,800（税込）

※片側のみの販売は行っておりません。

左右セット
P/No,220.9885.30
チタニウムアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥110,000（税込）

P4-40RB
P/No,20.4756.51(L)/61(R)
ハードアナダイズド・チタンピストン
参考価格￥107,800（税込）/片側

P/No,20.4756.54(L)/64(R)
ハードアナダイズド・アルミピストン
参考価格￥60,500（税込）/片側

P/No,20.4756.57(L)/67(R)
ブラックアナダイズド・アルミピストン
参考価格￥66,000（税込）/片側

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/オーガニック)　P/No.107.4426.50　参考価格￥6,600（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.10　参考価格￥660（税込）
・パッドピン(チタンピストン用)　P/No.120.6964.11　参考価格￥3,960（税込）
・パッドピン(アルミピストン用)　P/No.120.3974.60　参考価格￥1,100（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

GP2-SS GP2-CR

P/No,120.A441.10
ハードアナダイズド  参考価格￥70,400（税込）

P/No,120.A441.40
ニッケルコーティング  参考価格￥75,900（税込）

P/No,120.A441.30
ブラックアナダイズド  参考価格￥73,700（税込）

※ニッケルコーティングは、ご使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がございます
が、装飾ではなくレースからの技術のフィードバックにより、製造公差を減らしピストンの動きを
制御するためのものであり、表面に変色・剥がれが発生しても機能には問題ございません。そのた
め、ご使用後の変色・剥がれによる返品・交換は一切受ける事ができません。予めご了承ください。
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Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・ブリーダーボルト　P/No,105.2087.12　参考価格￥660（税込）
・オイルボルト(バンジョーボルト)　P/No,06.2228.38　参考価格￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：32/32mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・重量：約1,065g（片側・パッド含）
・表面処理：ブラックアナダイズド
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

��

484 logopuro

P/No,120.B814.71(L)/81(R)
ポリッシュロゴ･取付ピッチ：69.1mm
参考価格￥107,800(税込)/片側

P/No,120.B814.69(L)/ 79(R)
ブラックロゴ･取付ピッチ：69.1mm
参考価格￥107,800(税込)/片側

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.30　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.78　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：30/30mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト1pc）
・重量：約865g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：ラジアル17mm

P/No,220.D020.10
チタニウムアナダイズド･取付ピッチ：100mm
参考価格￥132,000（税込）/左右セット
※片側のみの販売は行っておりません。

M-50GP4-RS

※片側のみの販売は行っておりません。

P/No,220.A885.10
チタニウムアナダイズド･取付ピッチ：100mm
参考価格￥132,000（税込）/左右セット

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.30　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：30/30mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト1pc）
・重量：約930g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル17mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15mm

左右セット
P/No,220.C783.10
チタニウムアナダイズド･取付ピッチ：108mm

参考価格￥132,000（税込）

※左側のみの販売は行っておりません。

右側のみ
P/No,120.C783.20
チタニウムアナダイズド･取付ピッチ：108mm
参考価格￥70,400（税込）

484 logonero



P/No,20.B852.15
ピストン径：34mm
ゴールドアナダイズド
参考価格 ¥17,600（税込）

P/No,20.B852.52
ピストン径：34mm
ブラックアナダイズド
参考価格 ¥17,600（税込）

P/No,20.B851.13
ピストン径：32mm
ゴールドアナダイズド
参考価格 ¥15,400（税込）

P/No,20.B851.56
ピストン径：32mm
ブラックアナダイズド
参考価格 ¥15,400（税込）

P/No,20.B852.78
ピストン径：34mm
チタニウムアナダイズド･レッドロゴ
参考価格 ¥19,800（税込）

P/No,20.B852.57
ピストン径：34mm
ブラックアナダイズド･レッドロゴ
参考価格 ¥22,000（税込）

Technical spec
・取付ピッチ：84mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト 2pc）
・重量：約600g（パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済)
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ：フロント･シングル使用時ラジアル14mm

Pads・Spare parts
・パッド(オーガニック･20.B852.52以外の標準品)　P/No,107.6949.21　参考価格￥3,300（税込）
・パッド(シンタード･20.B852.52の標準品)　P/No,107.6949.12　参考価格￥5,500（税込）
・パッド(セミメタル･オプション)　P/No,107.6949.11　参考価格￥3,960（税込）
・ブリーダーボルト　P/No,105.3387.10　参考価格￥880（税込）
・パッドスプリング･ピン･クリップセット　P/No,120.5116.11　参考価格￥880（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・取付ピッチ：84mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト 2pc）
・重量：約540g（パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済)
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ
　　　　　フロント･シングル使用時ラジアル14mm

Pads・Spare parts
・パッド(標準品)　P/No,107.2686.25　参考価格￥2,860（税込）
・ブリーダーボルト　P/No,105.3246.11　参考価格￥660（税込）
・パッドスプリング･ピン･クリップセット　P/No,120.2800.11　参考価格￥880（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。
ルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

 
 
 

   

P/No,120.9885.83(L)/84(R)
フルオイエロー･ブラックロゴ
取付ピッチ：100mm
参考価格￥66,000（税込）/片側

Radial /axial mount calipers
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P/No,120.9885.88(L)/89(R)
レッド･ホワイトロゴ
取付ピッチ：100mm
参考価格￥66,000（税込）/片側

P/No,120.9885.98(L)/99(R)
レッド･ブラックロゴ
取付ピッチ：100mm
参考価格￥66,000（税込）/片側

Technical spec
・ピストン径：34/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト1pc）
・重量：約1,015g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・表面処理：ペイント
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド(組込済), ブレンボステッカー, 温度シール
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No,107.9882.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドスプリング　P/No,120.2255.79　参考価格￥880（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

商品番号：P/No,20.5161.51
ピストン径：32mm
ブラックアナダイズド
参考価格￥14,300（税込）

商品番号：P/No,20.5161.43
ピストン径：32mm
ゴールドアナダイズド
参考価格￥14,300（税込）

Radial /axial mount calipers

C
alipers
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Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No.107.7855.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドZ01(オプション/レース向)　P/No.107.7855.11　参考価格￥8,800（税込）
・パッドプリング･ピンセット　P/No.122.4849.56　参考価格￥1,100（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・ブリーダーボルト　P/No,105.2087.12　参考価格￥660（税込）
・オイルボルト(バンジョーボルト)　P/No,06.2228.38　参考価格￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：34/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト2pc）
・重量：約930g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド（組込済）
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

P/No,20.8343.31(L)/41(R)
シルバーアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥21,450（税込）/片側

P/No,20.8343.11(L)/21(R)
ゴールドアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥22,000（税込）/片側

P/No,20.8343.51(L)/61(R)
ブラックアナダイズド
取付ピッチ：100mm
参考価格￥27,500（税込）/片側

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/シンタード)　P/No.107.7855.10　参考価格￥8,800（税込）
・パッドZ01(オプション/レース向)　P/No.107.7855.11　参考価格￥8,800（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.52　参考価格￥440（税込）
・パッドプリング･ピンセット　P/No.122.4849.56　参考価格￥1,100（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Technical spec
・ピストン径：34/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト2pc）
・重量：約970g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド（組込済）
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

P/No,20.7850.11(L)/21(R)
ゴールドアナダイズド
取付ピッチ：65mm
参考価格￥19,800（税込）/片側

Technical spec
・ピストン径：30/34mm
・ボディ材質：アルミニウム合金（キャスト2pc）
・重量：約880g（片側・パッド含）
・ピストン材質：アルミニウム
・ダストシール内蔵
・キット内容品：パッド（組込済）
・オーバーホール対応
・適合マスターシリンダーサイズ（ダブル）：ラジアル19mm・ホリゾンタル16mm
　　　　　　　　　　　　　　（シングル）：ラジアル15/16mm・ホリゾンタル13mm

Pads・Spare parts
・パッド(標準品/オーガニック)　P/No.107.4426.45　参考価格￥5,500（税込）
・パッド(オプション/オーガニック)　P/No.107.4426.50　参考価格￥6,600（税込）
・ブリーダーボルト　P/No.105.3387.60　参考価格￥880（税込）
・パッドスプリング(ピン無し)　P/No.120.4196.85　参考価格￥550（税込）
・パッドピン　P/No.120.3204.33　参考価格￥880（税込）
・ガスケット(銅ワッシャー1枚) ※1キャリパー2枚必要　P/No,06.2196.13　参考価格￥44（税込）
・バンジョーボルト/シングル(M10xP1.0 首下19mm)　P/No,06.2228.97　参考価格￥660（税込）
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

P/No,20.5165.78(L)/88(R)
ブラックアナダイズド・レッドロゴ
取付ピッチ：40mm
参考価格￥27,500（税込）/片側

P/No,20.5165.74(L)/84(R)
ゴールドアナダイズド・レッドロゴ
取付ピッチ：40mm
参考価格￥27,500（税込）/片側

P/No,20.5165.79(L)/89(R)
チタニウムアナダイズド・レッドロゴ
取付ピッチ：40mm
参考価格￥27,500（税込）/片側

Axial Cast Caliper P4 34

Radial Cast Caliper P4 34

P4-40R P4-40C
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Clutch Master Cylinder

Photo : P/No,110.C740.10

Technical spec
・ピストン径：16mm

・レバーレシオ：16/18mm可変式
・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）

・重量：約400g
・表面処理：ハードアナダイズド

・キット内容品：バンジョーボルト、ステッカー
・オーバーホール可

Spare parts
・レバー（ハーフ） P/No,110.C740.94 参考価格 ¥7,920（税込）
・ブリーダーボルト P/No,105.3246.11 参考価格 ¥660（税込）
・ジョイントセット P/No,110.3127.10 参考価格 ¥880（税込）
・レバーピン P/No,110.C740.07 参考価格 ¥1,100（税込）
・クランプ P/No,110.C740.88 参考価格 ¥6,600（税込）
・ブラインドキャップ＆ステッカー P/No, KOK-8003 参考価格 ¥880（税込）
・バンジョーボルト/シングル（M10×P1.0 首下19mm） P/No,06.2228.97 参考価格 ¥660（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚） P/No,06.2196.13 参考価格 ￥44（税込）

※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。
※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

Corsa Corta master cylinder

（税込）¥63,800参考価格

P/No,110.C740.10
ピストン径：19mm

ピストン径：16mm

適合：横型ピストンマスター1/2inの車両

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル
※ブレンボφ30ピストン4Pキャリパー除く

（税込）¥63,800参考価格

P/No,110.C740.40
ピストン径：17mm

適合：ブレンボφ30ピストン4Pキャリパー・ダブル

（税込）¥63,800参考価格

P/No,110.C740.30
ピストン径：15mm

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

Technical spec

Spare parts

Corsa Corta master cylinder

M
aster cylinder

Brake Master Cylinder
・ピストン径：19mm・17mm・15mm
・レバーレシオ：18/20mm 可変式

・無効ストロークをN/S/R 3段階に調節可能
・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）

・重量：約400g
・表面処理：ハードアナダイズド
・キット内容品：機械式スイッチ、
バンジョーボルト、ステッカー

・オーバーホール対応

・レバー（ハーフ） P/No,110.C740.98 参考価格 ¥7,920（税込）
・ブリーダーボルト P/No,105.3246.11 参考価格 ¥660（税込） 
・ジョイントセット P/No,110.3127.10 参考価格 ¥880（税込） 
・レバーピン P/No,110.C740.07 参考価格 ¥1,100（税込）
・マイクロスイッチ P/No,110.4671.95 参考価格 ¥3,300（税込）
・クランプ P/No,110.C740.88 参考価格 ¥6,600（税込）
・ブラインドキャップ＆ステッカー P/No, KOK-8003 参考価格  ¥880（税込）
・バンジョーボルト/ダブル（M10×P1.0 首下30mm） P/No,06.2228.15 参考価格 ￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル（M10×P1.0 首下19mm） P/No,06.2228.97 参考価格 ￥660（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚） P/No,06.2196.13 参考価格 ￥44（税込）

N（ノーマルモード）
マイルドな初期制動で、街乗りに最適な設定です。また、グリップの低い
路面でも高い制動力が得られます。

S（スポーツモード）
ノーマルよりも初期制動が強くなります。アグレッシブに走りたい時には
この設定のシャープな効きがおすすめです。

R（レースモード）
初期制動がさらに強くなり、MotoGPマシンのマスターシリンダーと同
じ鋭い即応性を発揮します。百分の1秒差でラップタイムを競うレース
走行に最適な設定です。

セレクター（特許取得済）により
ブレーキレスポンスを3通りに
切り替え可能！！

従来のRCS機能（レバ－レシオを18mmと20mm
の2種類より設定可能）と合わせ、合計6種類の設定
が選択できるようになりました。

セレクター
（特許取得済）

参考価格 ¥58,300（税込）

P/No,110.C740.50

レシオ切り替え時
19mm：上面赤=18 ,黒=20

17mm・16mm・14mm
：上面赤=16 ,黒=18

Photo：P/No,110.A263.50

ラバーキャップを外しマイナスドライバー等を使用し
16↔18または18↔20に設定

RCS corsacortaRCS corsacorta

���� ��



（税込）¥59,400参考価格

P/No,110.A897.10
ピストン径：19mm・1インチハンドルバー用

（税込）¥52,800参考価格

P/No,110.A263.40
ピストン径：17mm

（税込）¥52,800参考価格

P/No,110.A263.30
ピストン径：15mm

（税込）¥52,800参考価格

P/No,110.A263.20
ピストン径：15mm・ショートレバー

（税込）¥59,400参考価格

P/No,110.A897.30
ピストン径：15mm・1インチハンドルバー用

（税込）¥52,800参考価格

P/No,110.A263.45
ピストン径：14mm

Brake Master Cylinder Technical spec
・ピストン径：19mm・17mm・15mm・14mm

・レバーレシオ：18/20mm 可変式
・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）

・重量：約350g
・表面処理：ハードアナダイズド

・ブレーキスイッチ付属
・オーバーホール対応

適合：ハーレー等の1インチハンドルバーでブレンボ4Pキャリパー・ダブル

適合：ブレンボφ30ピストン4Pキャリパー・ダブル

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：ハーレー等の1インチハンドルバーでブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：ブレンボ2Pカニキャリパー・シングルSpare parts
・レバー/スタンダード（コンプリート） P/No,110.D023.99 参考価格 ¥24,200（税込）
・レバー/ショート（コンプリート） P/No,110.A263.97 参考価格 ¥24,200（税込）
・レバー/スタンダード（ハーフ） P/No,110.D023.98 参考価格 ¥6,600（税込）
・レバー/ショート（ハーフ） P/No,110.A263.96 参考価格 ¥6,600（税込）
・ブリーダーボルト P/No,105.3246.11 参考価格 ¥660（税込） 
・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.20 参考価格 ¥880（税込） 
・レバーピン P/No,110.4592.91 参考価格 ¥550（税込）
・マイクロスイッチ P/No,110.4671.95 参考価格 ¥3,300（税込）
・スプリング&アジャスターノブ P/No,110.A263.77 参考価格 ¥1,078（税込）
・ハンドルバークランプ P/No,110.A263.88 参考価格 ¥6,1600（税込）
・ハンドルバークランプ ※P/No,110.A897.10・110.A897.30専用CNCクランプ（レッドロゴ）
 P/No,110.A897.87 参考価格 ¥5,280（税込）
・ブラインドキャップ&ステッカー P/No,KOK-8002 参考価格 ¥660（税込）
・バンジョーボルト/ダブル（M10×P1.0 首下30mm） P/No,06.2228.15 参考価格 ￥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル（M10×P1.0 首下19mm） P/No,06.2228.97 参考価格 ￥660（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚） P/No,06.2196.13 参考価格 ￥44（税込）

※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

RCS master cylinder
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ラバーキャップを外しマイナスドライバー等を
使用し18↔20に設定

Photo：P/No,110.A263.10

レシオ切り替え時
上面赤=18、黒=20

※ブレンボφ30ピストン4Pキャリパー除く

（税込）¥52,800参考価格

P/No,110.A263.10
ピストン径：19mm

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル  ※ブレンボφ30ピストン4Pキャリパー除く

RCS master cylinder

M
aster cylinder

適合：横型ピストンマスター5/8inの車両

適合：ハーレーで油圧クラッチの車両

適合：横型ピストンマスター14mmの車両

適合：横型ピストンマスター12mmの車両

適合：横型ピストンマスター1/2inの車両

Spare parts

※適合はあくまで目安です。車両によってはクラッチが
   切りきれなくなったり重くなったりする場合がござい
　ますので参考程度にお考えください。

¥52,800

P/No,110.A263.70
ピストン径：19mm

¥59,400

P/No,110.A897.70
ピストン径：19mm・1インチハンドルバー用

¥52,800

P/No,110.A263.55
ピストン径：17mm

¥52,800

P/No,110.A263.50
ピストン径：16mm

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）¥52,800

参考価格

参考価格

参考価格

参考価格

参考価格

P/No,110.A263.65
ピストン径：14mm

Clutch Master Cylinder

Technical spec
・ピストン径：19mm・17mm・16mm・14mm
・レバーレシオ（19mm）：18/20mm 可変式
（17mm・16mm・14mm）：16/18mm 可変式

・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）
・重量：約350g

・表面処理：ハードアナダイズド
・オーバーホール対応

・レバー（コンプリート）※P/No,110.A263.70/A897.70用
 P/No,110.D023.83 参考価格  ¥24,200（税込） 
・レバー（コンプリート）※P/No,110.A263.55/50/65用
 P/No,110.D023.95 参考価格  ¥24,200（税込） 
・レバー/スタンダード（ハーフ） P/No,110.D023.94 参考価格 ¥6,600（税込） 
・ブリーダーボルト P/No,105.3246.11 参考価格 ¥660（税込） 
・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.20 参考価格 ¥880（税込） 
・レバーピン P/No,110.4592.91 参考価格 ¥550（税込）
・スプリング&アジャスターノブ P/No,110.A263.77 参考価格 ¥1,078（税込）
・ハンドルバークランプ P/No,110.A263.88 参考価格 ¥6,160（税込）
・ハンドルバークランプ ※P/No,110.A897.70専用CNCクランプ（レッドロゴ）
 P/No,110.A897.87 参考価格 ¥5,280（税込）
・ブラインドキャップ&ステッカー P/No,KOK-8002 参考価格 ¥660（税込）
・バンジョーボルト/シングル（M10×P1.0 首下19mm） 
 P/No,06.2228.97 参考価格 ￥660（税込）
・ガスケット（銅ワッシャー1枚） P/No,06.2196.13 参考価格 ￥44（税込）

レシオ切り替え時
19mm：上面赤=18 ,黒=20

17mm・16mm・14mm
：上面赤=16 ,黒=18

ラバーキャップを外しマイナスドライバー等を使用し
16↔18または18↔20に設定

Photo：P/No,110.A263.50

※バンジョーボルトは首下の長さがご使用になるバンジョーの厚さに適合するか必ずご確認ください。

RCS

30

RCS

� � ��



��

RCS master accessories
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aster cylinder
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※上記クランプはP/No, 110.A897.10/30/70には使用できません。

RCS Radial Master Cylinder 
Accessories

ミラーホール付ハンドルバークランプ
for RCSマスター

ミラーホール付ハンドルバークランプ
for Corsa Cortaマスター

（税込）¥6,820参考価格
P/No, 110.C740.91
M10×1.25 正ネジ

（税込）¥6,820参考価格
P/No, 110.C740.90
M10×1.25 逆ネジ

（税込）¥6,820参考価格
P/No, 110.C740.81
M8×1.25 正ネジ

（税込）¥6,820参考価格
P/No, 110.C740.80
M8×1.25 逆ネジ                                                                        

（税込）¥8,800参考価格

ロードラッグレバー for RCSマスター
（ブレーキ側・ハーフ）
P/No,110.A263.78

※高速時の空気抵抗による引きずりを低減する為の穴加工が施されています。
※上記ロードラッグレバーはスタンダードレバー（ハーフ）と同寸法となります。※Corsa Corta ブレーキマスターシリンダー対応。

適合マスターシリンダー　P/No,110.A263.10・110.A897.10 ・110.A263.30
適合コンプリートレバー　P/No,110.D023.99

ロードラッグレバー for RCSマスター（クラッチ側・ハーフ）
（税込）¥8,800参考価格P/No,110.A263.79

適合マスターシリンダー　P/No,110.A263.70・110.A897.70 ・110.A263.50
適合コンプリートレバー　P/No,110.D023.83/95･110.B012.65/75/85/95

メカニカルクラッチレバー

（税込）¥22,000参考価格P/No,110.B012.65
KAWASAKI　ZX-10R（2004-2010）･ZX-10R ABS（2011-2020）･ZX-10RR ABS（2017-2020）･ZX-6R/ABS
（2000-2020）･ZX-6RR/ABS（2003-2020）)･Z1000/SX/ABS（2007-2020）･NINJA 1000/ABS（2011-2020）･
Z800（2013-2020）･Z750（2007-2020）･Z750R/ABS（2011-2020）･ZX-12R（2000-2005）･ER-6N（2006-2015）

適合モデル

（税込）¥22,000参考価格P/No,110.B012.85
HONDA　CBR1000RR/ABS（2009-2016） ･CBR1000RR SP（2014-2016） ･CBR600RR/ABS（2007-2020）
適合モデル

（税込）¥22,000参考価格P/No,110.B012.75
BMW　S1000RR（2009-2014） ･S1000R（2014））
BIMOTA　BB3（2014-2020）

適合モデル

※上記レバーは機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただきます。
※上記適合はEU仕様での適合となります。

機械式クラッチ車両の純正クラッチレバーと交換することにより、
ブレーキ・クラッチ共にbrembo純正レバーでの

デザイン性の統一を可能にします。

・レバー（ハーフ） P/No, 110.D023.94 参考価格   ¥6,600（税込）  Spare parts

Photo：P/No,110.B012.65

Photo：P/No,110.A263.85

Photo：P/No,110.A263.86 Photo：P/No,110.A263.86SG

Photo：
P/No,110.A263.85SG

（税込）¥44,000参考価格

リモートアジャスター
P/No,110.A263.84

ワイヤー全長680mm

（税込）¥6,160参考価格

P/No,110.A263.90
M10×1.25 正ネジ

（税込）¥4,620参考価格

CNCクランプ（レッドロゴ） for RCSマスター
P/No,110.A263.87

P/No,110.A263.91
M10×1.25 逆ネジ

（税込）¥6,160参考価格

P/No,110.A263.80
M8×1.25 正ネジ

P/No,110.A263.81

（税込）¥6,160参考価格

（税込）¥6,160参考価格M8×1.25 逆ネジ

対応！Corsa Corta 対応！Corsa Corta

対応！Corsa Corta対応！Corsa Corta

対応！Corsa Corta

※取付に加工が必要となる場合があります。 ※Corsa Corta ブレーキマスターシリンダー対応。

（税込）¥3,960参考価格

リザーバーキット for RCSブレーキ
P/No,110.A263.85

使用タンク：S50
ホワイトタンク

スモークタンク
（税込）¥5,280参考価格

P/No,110.A263.85SG
使用タンク：S50スモークグレー

※取付に加工が必要となる場合があります。 ※ホワイトタンクとスモークタンクではホース差込口の角度が異なります。

（税込）¥3,190参考価格

リザーバーキット for RCSクラッチ
P/No,110.A263.86

使用タンク：S15A
ホワイトタンク

スモークタンク
（税込）¥4,620参考価格

P/No,110.A263.86SG
使用タンク：S15Bスモークグレー

（税込）¥22,000参考価格
P/No,110.B012.95
適合モデル
YAMAHA YZF-R1（1998-2020） ･YZF-R6（1999-2020） ･FZ1（2006-2019） ･FZ9（2014-2020） 
･FZ6（2004-2008） ･XJ6（2009-2011） ･MT-09（2014-2020） ･MT-07（2014-2020） ･XSR900
（2016-2020）･XSR700（2018-2020）
SUZUKI GSX-R1000（2005-2006,2009-2020）･GSX-R1000R（2017-2020）･GSX-R750（2006-20
20）･GSX-R600（2006-2020）
APRILIA RSV4/Factory（2009-2020）･RSV4 APRC ABS（2013-2020）･RSV4 RR（2015-2020） ･
RSV4 RF（2017-2020）･Tuono V4 R（2011-2016）･Tuono V4 1100 RR（2015-2020）･Tuono V4 
Factory 1000（2017-2020）･Tuono V4 R 1000（2017-2020）

Radial Brake Master Cylinder

Spare parts

Technical spec
・ピストン径：19mm・16mm
・レバーレシオ：20mm・18mm
・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）
・重量：約290g
※P/No,110.4760.60は約310g
・表面処理：ハードアナダイズド
  ・オーバーホール可能

・レバー（STD）セット内容 :レバー, 調整ダイヤル,ダイヤル固定用ピン
  P/No,110.4760.60用 P/No,110.4594.60 参考価格   ¥6,600（税込）
  P/No,110.4760.80/85/87用 P/No,110.4594.61 参考価格   ¥6,600（税込）  
・レバー（STD 可倒タイプ）セット内容 :レバー, 調整ダイヤル,ダイヤル固定用ピン
  P/No,110.4760.60用 P/No,110.5231.15 参考価格  ¥11,000（税込）
  P/No,110.4760.80/85/87用 P/No,110.5231.16 参考価格  ¥11,000（税込）
・レバー（ショート 可倒タイプ）セット内容 :レバー, 調整ダイヤル,ダイヤル固定用ピン
  P/No,110.4760.80/85/87用 P/No,110.5231.17 参考価格  ¥11,000（税込）
・レバー（ベースL=18）
  P/No,110.4760.85/87用 P/No,110.7264.36 参考価格   ¥5,500（税込）

・レバー（ハーフ/STD）
  P/No,110.4760.85用 P/No,X98.A7.E1 参考価格   ¥5,500（税込）
・レバー（ハーフ/ショート）
  P/No,110.4760.87用 P/No,X98.A7.E2 参考価格   ¥5,500（税込）
・ブリーダーボルト P/No,105.3246.11 参考価格      ¥660（税込） 
・ジョイントセット（ニップル）P/No,110.3127.10 参考価格      ¥880（税込） 
・プッシュロッドセット セット内容:プッシュロッド,ダストブーツ,Cクリップ,ストッパープレート
 P/No,110.4266.60 参考価格   ¥3,740（税込）
・レバーピボットピンセット P/No,110.4760.00 参考価格   ¥3,080（税込） 
・プッシュロッドピボットピン P/No,110.4760.01 参考価格   ¥6,930（税込） 
・レバーアジャストノブセット P/No,110.4760.02 参考価格   ¥2,200（税込） 
・クランプ  P/No,10.2815.81 参考価格   ¥3,300（税込） 

※ブレンボM50キャリパー除く

（税込）¥38,500参考価格

P/No,110.4760.60
ピストン径：19mm・レバーレシオ：20mm・STDレバー

（税込）¥36,300参考価格

P/No,110.4760.80
ピストン径：16mm・レバーレシオ：18mm・STDレバー

（税込）¥37,400参考価格

P/No,110.4760.85
ピストン径：16mm・レバーレシオ：18mm・STD可倒レバー

（税込）¥37,400参考価格

P/No,110.4760.87
ピストン径：16mm・レバーレシオ：18mm・ショート可倒レバー

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

Photo：P/No,110.4760.60

Photo: P/No, 110.4760.85
Photo: P/No, 110.4760.87

RMC forged

Radial master cylinder
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Technical spec
・ピストン径：13mm
・重量：約339g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・ブレンボ4Pキャリパー・シングルに対応
※オーバーホール不可

Horizontal master cylinder Horizontal master cylinder
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aster cylinder
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Photo：P/No,10.6870.10 Photo：P/No,10.9770.11

Spare parts
・レバー P/No,110.2706.53 参考価格 ¥3,080（税込）
・マイクロスイッチ（配線付） P/No,110.4418.13 参考価格 ¥3,300（税込）
・ジョイントセット（ニップル）P/No,110.3127.20 参考価格 ¥880（税込）

Brake Master Cylinder PSC16

Technical spec
・ピストン径：16mm
・重量：約310g
・表面処理：アナダイズド
・ブレンボ4Pキャリパー・ダブルに対応
※オーバーホール不可

（税込）¥18,700参考価格

P/No,10.6870.10
ブラック・スイッチ無

（税込）¥17,600参考価格

P/No,10.9770.11
ゴールド・スイッチ付（配線付）

Spare parts
・レバー P/No,110.9500.56 参考価格  ¥6,600（税込）
・ジョイントセット（ニップル）P/No,110.3127.20 参考価格    ¥880（税込）
・マイクロスイッチ P/No,110.4418.21 参考価格  ¥3,300（税込）

Technical spec
・ピストン径：13mm
・重量：約270g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・ブレンボ4Pキャリパー・シングルに対応
※オーバーホール不可

ブラック・スイッチ付（配線付）
（税込）¥14,300参考価格

P/No,10.5053.53

Brake Master 
Cylinder PS13M

ブラック・スイッチ付（配線無）
（税込）¥14,300参考価格

P/No,10.4620.79

Brake Master 
Cylinder PS13

Brake Master Cylinder PS16M

Spare parts
・レバー 
 P/No,110.2706.53 参考価格  ¥3,080（税込）
・マイクロスイッチ（配線付/カプラー無） 
 P/No,110.4418.13 参考価格  ¥3,300（税込）
・ジョイントセット（ニップル） 
 P/No,110.3127.20 参考価格    ¥880（税込）

Spare parts
・レバー 
 P/No,110.2706.50　参考価格  ¥3,080（税込）
・ジョイントセット（ニップル） 
 P/No,110.3127.20　参考価格    ¥880（税込）
・マイクロスイッチ 
 P/No,110.4418.12　参考価格  ¥1,980（税込）

Technical spec
・ピストン径：16mm
・重量：約380g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・ブレンボ4Pキャリパー・ダブルに対応
※オーバーホール不可

ブラック・スイッチ付（配線付）
（税込）¥15,400参考価格

P/No,10.9720.93

Spare parts
・レバー P/No,110.2706.53 参考価格  ¥3,080（税込）
・マイクロスイッチ（配線付/カプラー無）P/No,110.4418.13 参考価格  ¥3,300（税込）
・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.20 参考価格    ¥880（税込）
・タンクキャップ P/No,110.2704.43 参考価格  ¥1,100（税込）

Clutch Master 
Cylinder PS13

Clutch Master 
Cylinder PSC12

・ピストン径：13mm
・重量：約256g
※P/No,10.4670.18は約324g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
※オーバーホール不可

Technical spec

ブラック（本体）・タンク一体式
（税込）¥14,300参考価格

P/No,10.4670.18

ゴールド（本体）
（税込）¥14,300参考価格

P/No,10.5065.12

・ピストン径：12mm
・重量：約310g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
※オーバーホール不可

Technical spec

ブラック（本体）
（税込）¥16,500参考価格

P/No,10.9740.14

Photo：P/No,10.4670.18

Photo：P/No,10.5065.12

Photo：P/No,10.9740.14

Spare parts
・レバー
P/No,110.2706.53            参考価格  ¥3,080（税込）
※P/No,10.4670.18,10.5065.12用
・ジョイントセット（ニップル）
P/No,110.3127.20            参考価格    ¥880（税込）

Spare parts
・レバー
 P/No,110.9500.57 参考価格  ¥6,600（税込）
・クランプ ※P/No,10.9740.14用 
 P/No,110.4372.51 参考価格  ¥3,080（税込）
・ジョイントセット（ニップル） 
 P/No,110.3127.20 参考価格    ¥880（税込）
・マイクロスイッチ   
 P/No,110.4671.95 参考価格 ¥3,300（税込）

（税込）¥15,400参考価格

P/No,10.5053.12
ゴールド・スイッチ付（配線付）

Brake Master Cylinder PS16
Technical spec
・ピストン径：16mm
・重量：約270g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・ブレンボ4Pキャリパー・ダブルに対応
※オーバーホール不可
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Oil tank / accessories

Brake fluid

（税込）¥3,300参考価格（税込）¥1,100参考価格

P/No,04.8164.11

Brake Fluid
LCF 600 Plus

Brake Fluid
Sport.Evo 500++

Hose Clamp

Oil Tank  S50

Technical spec

Technical spec

オイル容量：45ml
（税込）¥1,540参考価格

P/No,10.4446.61

Technical spec
・オイル容量：45ml
・重量：約75g

・タンクキャップ　P/No,110.4308.90
参考価格 ¥1,760（税込）

Spare parts

・タンクキャップ　P/No,110.4308.90
参考価格 ¥1,760（税込）

Spare parts

Oil Tank  S35
オイル容量：35ml

（税込）¥1,320参考価格

P/No,10.4446.30

Technical spec
・オイル容量：35ml
・重量：約40g

・タンクキャップ　P/No,110.4308.30 
参考価格 ¥1,100（税込）

Spare parts

S50 Smoke gray

オイル容量：45ml
（税込）¥2,420参考価格

P/No,10.4446.63

Technical spec
・カラー：スモークグレー
・オイル容量：45ml
・重量：約60g

Oil Tank  S30
オイル容量：30ml

（税込）¥1,760参考価格

P/No,10.3214.10

Technical spec
・オイル容量：30ml
・重量：約43g

Oil Tank
S15A
オイル容量：15ml

（税込）¥1,100参考価格

P/No,10.4446.40

Technical spec
・オイル容量：15ml
・重量：約10g

S15A
Smoke gray

オイル容量：15ml
（税込）￥2,420参考価格

P/No,10.4446.43

Technical spec
・カラー：スモークグレー
・オイル容量：15ml
・重量：約15ｇ

Oil Tank
S15B
オイル容量：15ml

（税込）¥1,100参考価格

P/No,10.4446.50

Technical spec
・オイル容量：15ml
・重量：約10g

S15B
Smoke gray

オイル容量：15ml
（税込）¥2,420参考価格

P/No,10.4446.53

Technical spec
・カラー：スモークグレー
・オイル容量：15ml
・重量：約15g

・タンクキャップ　P/No,110.4308.30 
参考価格 ¥1,100（税込）

Spare parts

・内容量：500ml
・ドライ沸点：316°C
・ウェット沸点：204°C
・適合：全てのブレンボブレーキシステムに使用可能

・内容量：250ml
・ドライ沸点：271℃
・ウェット沸点：168℃
・適合：全てのブレンボブレーキシステムに使用可能

※その他の長さはお問い合わせください。

❶ ❷
Oil Tank  Hose

（税込）¥330参考価格
P/No,B-002-10
①brembo 純正・10cm 

（税込）¥550参考価格

②Kohken メッシュタイプ
     10cm・クリップ2個付 
P/No,KOK10CM

❶

❷

・材質：カーボンスチール　
・表面処理：黒色亜鉛メッキ

①brembo 純正ラバーチューブ用(Φ9.5)
P/No,KOK-2080

（税込）¥132参考価格 /2個
P/No,KOK-2081

（税込）¥1,100参考価格 /20個
②Kohken メッシュホース用 (Φ11.5)

P/No,KOK-2083
（税込）¥1,100参考価格 /20個

P/No,KOK-2082
（税込）¥132参考価格 /2個

ブレンボ「LCF 600 Plus」は、ドライ/ウェット沸点の性能もさること
ながら、 高温時でのフルード剛性の落ち込みを180°Cで10%以上減少
することができるブレーキフルードです。現在、F1、WRC、ルマン24h
、MotoGPやスーパーバイク世界選手権等の他、多くのカテゴリーに
於いて、LCF600プラスが使われています。「LCF600 プラス」はレー
シングユースですが、米国FMVSS 116 DOT4 規格をクリアしており
ますので、普段お使いの車両にも使用することが可能です。

幅広い用途に使用できるように開発されたブレーキフルードで、
一般道からサーキット走行まで対応。米国のFMVS S 
166DOT4基準を満たしているので他のDOT3、DOT4、
DOT5.1のブレーキフルードと混ぜて使用する事も可能です。ミ
ネラルオイル（鉱油）用のコンポーネントには使用しないで下さ
い。

※マグネシウム素材を含むブレーキシステムには使用しないでください。
※他のDOT3、DOT4のブレーキフルードに混ぜて使用することもできますが
、LCF 600Plusの性能を最大限に引き出すには、LCF 600Plusの性能を弱め
ることを避け  るために、他のフルードは全て抜き取ってください。

※マグネシウム素材を含むブレーキシステムには使用しないでください。
※Sport.EVO 500++の性能を最大限に引き出すには、他のフルードは出
来るだけ抜き取ってください。

（税込）¥4,620参考価格

P/No,04.8164.20

Brake Fluid
HTC 64T

Breeder Dust Cap

Technical spec
・内容量：500ml
・ドライ沸点：335°C
・適合：全てのブレンボブレーキ
 システムに使用可能

ブレンボ「HTC 64T」は、より過
酷なレース環境での高温に対応す
るブレーキフルードです。「LCF 
600 Plus」の高性能を元に、さら
にドライ沸点と高温時でのフルー
ド剛性の性能を引き上げています

※マグネシウム素材を含むブレーキシステムには使用しないでく
  ださい。
※HTC 64Tの性能を弱めることを避けるために、他のフルード
は

マ
ス
タ
ー
シ
リ
ン
ダ
ー

①ブリーダーダストキャップ（リード付）

（税込）/2個¥440参考価格
P/No,105.1502.20-2P

P/No,105.1502.20
（税込）/20個入¥3,300参考価格

②ブリーダーダストキャップ

（税込）/2個¥330参考価格
P/No,105.1502.10-2P

（税込）/20個入¥2,200参考価格
P/No,105.1502.10

ブリーダーボルトの先端に付けるダストキャップです。

04.8164.50

�� ��

484 logopuro

Technical spec
・ピストン径：11mm
・重量：約88g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・取付穴径：6.5mm（貫通）
・取付ピッチ：40mm
※プッシュロッドは付属しません 
※オーバーホール不可

Technical spec
・ピストン径：11mm
・重量：約86g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・取付穴径：6.5mm（貫通）
・取付ピッチ：40mm
※プッシュロッドは付属しません 
※オーバーホール不可

Technical spec
・ピストン径：13mm
・重量：約80g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・取付穴径：6.5mm（貫通）
・取付ピッチ：40mm
※プッシュロッドは付属しません  
※オーバーホール不可

Rear brake master cylinder

ピストン径：11mm
取付ピッチ：40mm・ブラック

（税込）¥9,350参考価格

P/No,10.4776.10

Photo：
P/No,10.4776.10

Photo：
P/No,10.4776.50

Photo：
P/No,10.4776.51

Photo：
P/No,10.4776.12

Spare parts
・ジョイントセット（ニップル）
  P/No,110.3127.20  参考価格  ¥880（税込）

Spare parts
・ジョイントセット（ニップル）
  P/No,110.3127.20  参考価格  ¥880（税込）

Rear Brake Master Cylinder PS11

Rear Brake Master Cylinder PS13

ピストン径：11mm
取付ピッチ：40mm・ブラック

（税込）¥9,350参考価格

P/No,10.4776.50

ピストン径：11mm
取付ピッチ：40mm・ゴールド

P/No,10.4776.12

（税込）¥9,350参考価格

ピストン径：11mm
取付ピッチ：40mm・ゴールド

P/No,10.4776.51

（税込）¥9,350参考価格

ピストン径：13mm・取付ピッチ：40mm
ブラック

（税込）¥9,350参考価格

P/No,10.4776.20

Technical spec
・ピストン径：13mm
・重量：約82g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・取付穴径：6.5mm（貫通）
・取付ピッチ：40mm
※プッシュロッドは付属しません  
※オーバーホール不可

Spare parts
・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.20 参考価格  ¥880（税込） ・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.20 参考価格  ¥880（税込）

Spare parts

（税込）¥9,350参考価格

ピストン径：13mm・取付ピッチ：40mm
ブラック

P/No,10.4776.60

Technical spec
・ピストン径：13mm
・重量：約150g
・材質：アルミニウム
・表面処理：アナダイズド
・取付穴径：6.0mm/P1.0
・取付ピッチ：40mm
※プッシュロッドは付属しません  
※オーバーホール不可

M
aster cylinder

SRM

ピストン径：13mm・取付ピッチ：40mm
シルバー・タンク一体式

（税込）¥15,950参考価格

P/No,10.8505.11

Rear Brake 
Master Cylinder 
PS13



Accessories

A
ccessories

Technical spec
・表面：ナイロン　裏面:PVC
・600×400mm／厚さ約5mm
・吸水性素材を使用／欧州規格の
 耐火燃焼試験（Cfl-S1）に合格

brembo
Die Cut Sticker

Terry Cuffs / 
Fluid Cap（Brake）

Fluid Cap（Clutch）

Racing Floor Mat

Counter Mat
（税込）¥1,100参考価格

①9枚綴・赤・幅60mm（1枚） 

P/No,B2990001

（税込）¥1,100参考価格

②9枚綴・白・幅60mm（1枚） 

P/No,B2990002

（税込）¥330参考価格

③小・赤・幅105mm

P/No,B2990005

参考価格

④小・白・幅105mm 

P/No,B2990006

（税込）¥660参考価格

⑤大・赤・幅175mm 

P/No,B2990007

（税込）¥660参考価格

⑥大・白・幅175mm

P/No,B2990008

ロゴだけが残る切り抜きタイプのステッカーです。

❶

❶

❷

❷

❸

❸

❹

❺

❻

（税込）¥330

Brembo

Black Cap

（税込）￥770参考価格

①Brembo Symbol 
P/No,99.8637.06

②Brake System
P/No,99.8637.02

（税込）￥1,100参考価格

P/No,
99.8637.18 Technical spec

・素材：コットン100%
  サイズ：58mm（税込）¥3,850参考価格

P/No,99.8637.56

Technical spec
・80×50mm
・リストバンドとしても使用可能です ブレーキ側オイルタンクカバーになります。

クラッチ側オイルタンクカバーになります。

ブレンボロゴを各部に配置したスポーツテイストのキャップです。

吸水素材を使用し欧州規格の耐火燃焼試験をクリアしたフロアマット
※写真はサンプルです。

※写真はサンプルです。
上記載商品のコンパクト版

（税込）￥1,760参考価格

P/No,99.8637.66

Technical spec
・60×40mm
・キッズ用リストバンドとしても
 使用可能です。

（税込）￥1,650参考価格

（税込）￥1,100参考価格

③Motorbike Caliper

P/No,99.8637.75 Technical spec
・レジン（樹脂）製

（税込）￥22,000参考価格

Technical spec
・表面：ナイロン　裏面:PVC
・2,100×1,000mm／厚さ約6mm
・吸水性素材を使用／欧州規格の
  耐火燃焼試験（Cfl-S1）に合格

P/No,99.8637.83

（税込）￥5,280参考価格P/No,99.8637.84

デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
タ
ー

キーホルダーシリーズ

（税込）～/左右セット¥108,900参考価格

“T-DRIVE”フローティングディスク  左右セット

“T-DRIVE”ディスクは、MotoGP及びSBKで得たアウトプットをフィードバックした新世代の製品です。ディ
スクとベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された特殊なギロチン型サーフェイス（特許出願中）によ
ってマウント。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけでなく、ディスクの総重量を円形のブッシュ
を用いた従来型より大幅に低減させ、特にレース中の過酷な動作時に熱的・機械的な応力への耐性を向上させ
制動時のトルクをより効率的に伝達する事ができます。また、5.5mmのディスク厚を維持したまま摺動面を狭め
る事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられハンドリングを従来より
はるかに快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させました。

・インナーベル：アルミニウム合金（CNC削り出し） , ブラックアナダイズド処理

・アウターローター：ステンレス製（φ300･φ310･φ320･φ330,厚さ5.5mm）

・キット内容品：ディスク２枚 , 取扱説明書 , ブレンボ・ステッカー

※設定車種・品番・価格はＨＰをご参照ください。

※設定車種・品番・価格はＨＰをご参照ください。

※設定車種・品番・価格はＨＰをご参照ください。

Technical spec

“Groove” ディスクは、主にネイキッドバイク（カフェレーサー）及びカスタムマーケットに向けて開発され
た商品です。このディスクローターは直径別に3種類（φ300,φ310,φ320）が用意されており（厚み 
5.5mm）、制動面にはドリルホールが配列され、ブレーキング時の性能とコントロール性を向上させると同
時に回転モーメントを減少させ、結果として車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。ブレンボのロ
ゴが削り出されたインナーベルはソリッド・メタルから削りだされ、黒色のアノダイズ処理を施した後、機械
加工にて溝を彫り込むことにより、性能のみならず、他には無い目を引く特徴的なデザインを実現していま

“Groove”フローティングディスク  左右セット

※ハーレー用のみ厚さ5.0mm

・インナーベル：アルミニウム合金（CNC削り出し） , ブラックアナダイズド処理

・アウターローター：ステンレス製（φ300・φ310・φ320,厚さ5.5mm）

・キット内容品：ディスク２枚 , 取扱説明書 , ブレンボ・ステッカー

Technical spec
（税込）～/左右セット￥83,600参考価格

（税込）～/左右セット￥68,200参考価格

“Super sport”フローティングディスク  
左右セット

このフローティング・ディスクは、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく特別に開
発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターが組み合わされ、綿密
なFEM解析を行って製造されます。ディスクローターの制動面にはドリルドホールが配列されており、ブ
レーキング時の制動力とコントロール性を最大にするのと同時に、回転モーメントを減少させ、結果として
車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブ
ッシュにより結合されており、レースでの使用にも十分耐えうる製品です。

※ハーレー用のみブラックアナダイズド処理

※ハーレー用のみ厚さ5.0mm

・インナーベル：アルミニウム合金（CNC削り出し） , ゴールドアナダイズド処理

・アウターローター：ステンレス製（φ300･φ310･φ320･φ330,厚さ5.5mm）

・キット内容品：ディスク２枚 , 取扱説明書 , ブレンボ・ステッカー

Technical spec

Floating Discs

�� ��



Racing radial mount calipers

R
acing

Radial CNC Racing Caliper
P4 30 /34

Photo：P/No,XA6.95.10

Photo：P/No,XA6.95.11

Photo：P/No,XR0.11.71

Photo：P/No,XR0.11.51

Photo：P/No,10.4760.75

Photo：P/No,XR0.11.B0

（税込）/片側¥83,600参考価格

P/No,XA6.95.10（L）/11（R）
取付ピッチ：108mm

Technical spec
・ピストン径：30/34mm
・材質：アルミニウム合金（CNC削り出し2pc）
・表面処理：ハードアナダイズド
・重量：P/No,XA6.95.10/11  約680g（片側）
　　　 P/No,XA7.89.10/11  約700g（片側）
・ピストン材質：アルミニウム
・オーバーホール対応
　※パッドは付属しておりません。

アルミ削り出しの2ピースボディ、ダストシール無のレーシングモデルです。
パッドはDUCATI等に用いられる純正タイプの形状を採用しているため、ディスクも純正タイプのものが対応可能です。
ノーマルキャリパーから交換することで、サーキット走行の際、更に安定したフィーリングが得られます。

Photo：P/No,XA7.89.10

Photo：P/No,XA7.89.11

（税込）/片側¥83,600参考価格

P/No,XA7.89.10（L）/11（R）
取付ピッチ：100mm

・パッドピンセット
   P/No.120.3942.30  参考価格 ¥1,320（税込）
・ブリーダーセット
　※P/No,XA6.95.10/11用
   P/No.105.3246.11  参考価格   ¥660（税込）
・オイルボルトセット（シングル） 1キャリパー分
　※P/No,XA7.89.10/11用
   P/No.B2CS-010      参考価格 ¥1,408（税込）

Spare parts

・パッド（Z01） 1キャリパー分             
  P/No.107.6708.11  参考価格  ¥8,800（税込）
・パッド（Z04） 1キャリパー分                         
  P/No.107.6708.23  参考価格¥17,600（税込）

Pads

（税込）¥19,800参考価格

P/No,X20.57.11

Racing radial master cylinder

レ
ー
シ
ン
グ

Racing Radial 
Brake Master Cylinder
Technical spec
・材質：アルミニウム（CNCボディ）
・重量：約280g
・表面処理：ハードアナダイズド
・オーバーホール対応

Technical spec
・材質：アルミニウム（鍛造ボディ）
・重量：約310g
・表面処理：ハードアナダイズド
・オーバーホール対応

（税込）¥70,400参考価格

P/No,XR0.11.51
ピストン径：16mm・レバーレシオ：18mmSTD可倒レバー

Technical spec
・材質：アルミニウム（CNCボディ）
・重量：約280g
・表面処理：ハードアナダイズド
・オーバーホール対応

Spare parts

Racing Radial 
Clutch Master Cylinder

Remote Adjuster 
for Radial Brake
715mm

（税込）¥74,800参考価格

P/No,XR0.11.B0
ピストン径：16mm・レバーレシオ：16mm

ショート可倒レバー

適合：ブレンボ4Pキャリパー・シングル

適合：横型ピストンマスター1/2inの車両

（税込）¥42,900参考価格

P/No,10.4760.75
ピストン径：19mm・レバーレシオ：18mm
・STD可倒レバー

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル

※適合はあくまで目安です。車両によってはクラッチが切りきれなくなったり
  重くなったりする場合がございますので参考程度にお考えください。

（税込）¥74,800参考価格

P/No,XR0.11.70
ピストン径：19mm・レバーレシオ：16mm

STD可倒レバー

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル
※ブレンボM50キャリパー除く

（税込）¥74,800参考価格

P/No,XR0.11.71
ピストン径：19mm・レバーレシオ：18mm

STD可倒レバー

適合：ブレンボ4Pキャリパー・ダブル
※ブレンボM50キャリパー除く

※P/No,XA7.89.10/11はエアブリーダーが無く、ブレーキホースのフィッティング取付け口のみとなります。ブレーキホース取付けの際、バンジョーボルトの先端にブリー
　ダーの付いたエアフリーバンジョーボルトを使用することで、キャリパー側よりエア抜きが可能となります。上記スペアパーツのオイルボルトセットが弊社の対応製品です。

種類 品番 適合 参考価格(税込)/
1キャリパー

RB-Z04 107.6708.23 brembo P4.30/34 2PIN ¥17,600
RB-Z04 107.A486.02 brembo 32/36 MONOBLOCK ¥15,400
RB-Z04 107.A486.03 brembo 32/36 2-PIECES ¥17,600
RB-Z04 107.A486.06 YAMAHA R25 ¥17,600
RB-Z04 107.A486.07 BYBRE KTM/BMW ¥17,600
RB-Z04 107.A486.08 KAWASAKI Ninja 250/300 ¥16,500
RB-Z04 107.A486.09 HONDA CBR250R/300R/500R ¥16,500
RB-Z04 107.A486.10 HONDA CBR600RR 2021-/CBR1000RR 2017- ¥19,800
RB-Z04 107.A486.11 BMW S1000RR 2019- ¥17,600
RB-Z03 107.A486.22 brembo 32/36 Endurance ¥24,200
RB-Z03 107.A486.30 HONDA CBR600RR 2021-/CBR1000RR 2017- ¥24,200
RB-Z03 107.A486.31 BMW S1000RR 2019- ¥22,000
RB-Z04 107.A486.39 brembo GP4-xx/M4/M50/SUZUKI, 
  HONDA CBR1000RR SP1/SP2, DUCATI 1098/1198/1199 ¥16,500

RB-Z04 107.A486.47 DUCATI P4.34 4PADS(20.7850/8343) ¥26,400
RB-Z04 107.A486.48 HONDA CBR600RR 2005-2020/CBR1000RR 2004-2016 ¥16,500
RB-Z04 107.A486.50 KAWASAKI ZX-6R 4PADS ¥27,500

RB-Z04 107.A486.51 TOKICO 2PADS SUZUKI GSX-R600/750/1000,
  KAWASAKI ZX-6R/10R/25R/Z900RS ¥14,300

RB-Z04 107.A225.40 YAMAHA R-1P6 ¥27,500
RB-Z04 107.A486.53 brembo P4.30/34 1PIN, YAMAHA P4 ¥14,300
RB-Z04 107.A486.56 brembo Monoblock BMW R1200 ¥16,500
RB-Z03 107.A486.67 DUCATI P4.34 4PADS(20.7850/8343) ¥30,800
RB-Z03 107.A486.68 HONDA CBR600RR 2005-2020/CBR1000RR 2004-2016 ¥24,200

RB-Z03 107.A486.69 brembo GP4-xx/M4/M50/SUZUKI,
  HONDA CBR1000RR SP1/SP2, DUCATI 1098/1198/1199 ¥22,000

RB-Z03 107.A486.71 TOKICO 2PADS SUZUKI GSX-R600/750/1000,
  KAWASAKI ZX-6R/10R/25R/Z900RS ¥22,000

RB-Z03 107.A486.73 brembo P4.30/34 1PIN, YAMAHA P4 ¥24,200
RB-Z03 107.A486.74 brembo P4.30/34 2PIN ¥26,400

Racing
Brake Pads
RB-Z04/RB-Z03

・レバー（ベース L=16）※P/No,XR0.11.30/B0/70用 P/No,110.7264.37 参考価格 
・レバー（ベース L=18）※P/No,XR0.11.71/51・10.4760.75用 P/No,110.7264.36 参考価格  
・レバー（可倒 L=18）※P/No,XR0.11.71/51・10.4760.75用 P/No,110.5231.16 参考価格  
・レバー（ハーフ/STD）※P/No,XR0.11.30/70/71/51・10.4760.75標準品 P/No,X98.A7.E1 参考価格  
・レバー（ハーフ/ショート）※P/No,XR0.11.B0標準品 P/No,X98.A7.E2 参考価格  
・プッシュロッドセット ※P/No,XR0.11.30/B0/51用 P/No,XR0.11.14 参考価格 
・プッシュロッドセット ※P/No,XR0.11.70/71・10.4760.75用 P/No,110.4266.60 参考価格 
・ブリーダーボルト※P/No,XR0.11.30/B0/70/71/51用 P/No,XA4.70.22 参考価格  
・ブリーダーボルト ※P/No,10.4760.75用 P/No,105.3246.11 参考価格 
・ジョイントセット（ニップル） P/No,110.3127.10 参考価格 
・レバーピボットピンセット P/No,110.4760.00 参考価格  
・プッシュロッドピボットピン P/No,110.4760.01 参考価格 
・レバーアジャストノブセット P/No,110.4760.02 参考価格 
・クランプ  ※P/No,XR0.11.30/B0/70/71用  P/No,10.2815.80 参考価格 
・クランプ  ※P/No,10.4760.75用  P/No,10.2815.81 参考価格 
・クランプ  ※P/No,XR0.11.51用  P/No,10.2815.70 参考価格 

5,500（税込） 
¥5,500（税込） 
¥11,000（税込） 
 ¥5,500（税込） 
 ¥5,500（税込） 
¥7,920（税込）
 ¥3,740（税込）
 ¥1,210（税込）
¥660（税込）
¥880（税込）
 ¥3,080（税込）
¥6,930（税込）
 ¥2,200（税込）
 ¥3,850（税込）
 ¥3,300（税込）
 ¥3,850（税込）
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Technical spec
・ワイヤー全長：X20.57.11=715mm

           ※ハンドルバークランプは含みません。
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純正ノーマルブレーキディスクと100％互換性があり、ブレンボの高品質を求めるユーザーに選ばれているブレーキディスク
です。セリエオーロでは“フローティング”ブレーキディスクと、“リジッド”ブレーキディスクの2種類をご用意しています。

SERIE ORO（セリエ オーロ）ブレーキディスク

brembo SERIE ORO（セリエ オーロ）

[ＢＲＡＫＥ　ＰＡＤＳ]

BRAKE DISCS

　このデザインでは、アウターローターにはブレンボのHPKに使用されている素材と同じステ
ンレス鋼を使用しており、CNCマシニングで加工された非常に高い精度のインナーローター
へフローティングピンを経由して接続されます。セリエオーロの “フローティング”ブレーキ
ディスクは最高品質の素材から製造され、非常に高い性能を発揮します。

“フローティング”ブレーキディスク

　ステンレス鋼のブランク材から作られた“リジッド”ブレーキディスクは、車両に合わせて精
密に設計され製造されています。際立って厳格な製造公差と加工サイクルによって非常に高い
平面度と同心性を実現しています。セリエオーロ“リジッド”ブレーキディスクは高品質を求め
るユーザーにも安心してご使用いただけます。

“リジッド”ブレーキディスク

　ブレーキディスクはオートバイの部品の中であまり重要でない
部品のひとつと思われるかもしれませんが、強い熱ストレスに
さらされるブレーキシステムの重要な構成部品の一つという役割
を持つと同時に、いかなる作動状況においても安全性、信頼性、
制動性能を保証することを求められ、その製造には高度な経験
と技術力を必要とします。これを踏まえてブレーキディスクを定
期的にチェックし、必要に応じて交換することをお勧めします。
ブレーキシステムの設計と製造で世界をリードするブレンボは、
あらゆるニーズに応える多種多様なブレーキディスクをご用意
しています。

ブレンボ ブレーキディスク

INDEX
※セリエオーロブレーキディスクは、純正同等品と同じデザインで作られています。従って純正ノーマルがフローティングブレーキディスクの車両はセリエオーロ
　もフローティングブレーキディスクの設定に、純正ノーマルがリジッドブレーキディスクの車両はセリエオーロもリジッドブレーキディスクの設定になります。
※品番の最初の2ケタがブレーキディスクの種類を示します。フローティングブレーキディスクは“78”、リジッドブレーキディスクは“68”となります。

ハイパフォーマンスブレーキシステムの
グローバルリーダーであるブレンボがリリースする

SERIE ORO（セリエ オーロ）。
純正リプレイスとして、高品質なブレーキディスクと

豊富なコンパウンドのブレーキパッドをラインナップしています。
様々なレースからのフィードバックを基に

豊富な経験と高度な技術力から生みだされたセリエ オーロは、
あらゆるバイクに高い信頼性・安全性・ブレーキパフォーマンスを提供します。

コーケンはセリエ オーロの日本正規輸入代理店として、
正規ブレーキディスク及びブレーキパッドの輸入・販売を行っております。

※ブレーキディスクの設定車種･種類は、ＨＰをご参照ください。
※記載以外のメーカー・車種も数多く設定しております。詳細はHPをご確認いただくか、当社へお気軽にお問い合わせください。
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　ブレーキ業界のグローバルリーダーであるブレンボは、ブレーキシステムの
安全性向上のため先進技術を採用した高性能ブレーキパッドを豊富にラインナップ
しています。シンタードからカーボンセラミックまで様々なコンパウンドを使用した
豊富なラインナップを提供することにより、ブレンボはレース、ロード、オフロード、
ストリート、スクーターといったあらゆるジャンルのニーズに応えることができるのです。
　ブレーキパッドに通常使われるコンパウンドは、シンタードメタル系とオーガニック系の２つの系統に分類することができます。
どちらのコンパウンドを選択するかは使用目的だけで決まるものではありません。異なったコンパウンドのブレーキパッドを同じ
使用用途に使うこともできます。

セーフティーブレーキングの
秘訣は、ブレーキパッド。

BRAKE PADS

※ブレーキパッドの設定車種・種類は、HPを参照ください。
※記載以外のメーカー・車種も数多く設定しております。詳細はHPをご覧いただくか、お気軽にお問合せください。

ジャンル

レーシング RC レース フロント ●●●● ●●●● ●●●●カーボン
セラミック

SA ロード フロント ●●●● ●●● ●●●●シンタード

SP ロード リア ●●● ●●● ●●●●シンタード

SX モトクロス/
スーパーモタード フロント/リア ●●●● ●● ●●●●シンタード

SD オフロード フロント/リア ●●● ●●● ●●●●シンタード

XS スクーター フロント/リア ●●●● ●●● ●●●●シンタード

ロード

オフロード

スクーター

コンパウンド 種類 使用用途 設定 制動力 操作性 耐久性

潤滑剤や研磨剤などを混合した金属粉を、高温で圧縮することで生成されたコンパウンド。生成プロセスにて接着剤を
加えることなく、あらゆる形状のバックプレートに結合されます。金属粉の性能が高温時でのブレーキングパワーの決め手
となります。潤滑剤はブレーキング全体の安定化を助け、研磨剤はブレーキディスクをクリーンに保つ作用があります。

シンタードコンパウンド（メタル系）  SA, SP, SX, SD, XS

主に樹脂粘結剤、金属粉、潤滑剤、及び研磨剤で構成されています。摩擦係数は樹脂粘結剤と金属粉によって決まり、潤
滑剤と研磨剤は上記の機能を果たします。

カーボンセラミックコンパウンド（オーガニック系）  RC

全てのブレーキパッドには特有の使用用途があります。コンパウンドの選択はブレーキパッドが対処する様々な状況によっ
て決まります。レース用ではブレーキが高温時に最高性能を発揮し、ストリート用では中低温時にブレーキが掛けられた時
に高い安定性を発揮することが要求されます。ブレンボはあらゆるニーズに対応するラインナップをご用意しています。

コンパウンドの選択

※詳しくは右ページをご参照ください。

ブレーキパッドの初期慣らし、いわゆる「アタリ付け」は全てのコンパウンドにとって特に重要なプロセスで 、レース用のRC
コンパウンドにとっては極めて重要です。握り込みの間隔を置いて軽く数回ブレーキを掛ける事によってブレーキパッドの
アタリ付けは完了します。この時に無理矢理に温度を上げるようなブレーキングは行わないでください。これによりブレー
キシステムの十分な性能発揮に必要な正しい加熱・冷却サイクルが生成されます。
アタリ付けの時間はコンパウンドの種類によって決まりますが、一般的にシンタードメタル系よりオーガニック系の方が長
くなります。

アタリ付け
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　レーシングコンパウンドは、レーシングユーザーにひときわ優れた性能を提供するように設計されています。このタイプのコンパ
ウンドは、特に高温のブレーキディスクにさらされた時に摩擦係数と安定効率が高くなります。こうした特性によりレースの全時間
にわたって優れて安定したブレーキ性能を発揮し、ブレーキフェードが起こる可能性を低減させます。
温度が低くなると摩擦効率性が不足し、レース状況でのブレーキ重要度を限定させる要因となります。

RCコンパウンド： サーキット専用カーボンセラミックコンパウンド。純粋なレーシングパッドで、
サーキット上のどんな競技にも適しています。摩擦係数に優れ、特に高温時の安定性がひときわ優れ
ているのでラップを重ねてもスタートからフィニッシュまで安定したブレーキ性能を発揮します。

RACING COMPOUND

Racing -RC

　ロードコンパウンドは、いかなる作動状況（高温から低温まで）においても安定した高い摩擦係数と耐摩耗性があるのが特徴で、
優れた耐久性を可能にします。

SAコンパウンド： フロントブレーキ用シンタードコンパウンド。
あらゆる作動状況において特に優れた摩擦効率性を発揮することが特徴です。
SPコンパウンド： リアブレーキ用シンタードコンパウンド。
SAコンパウンドと同様にあらゆる作動状況において安定した摩擦効率性を発揮します。

ROAD COMPOUND

Road -SA
Road -SP

　オフロードコンパウンドは、オフロード走行時に常に遭遇する様々な状況、具体的には低温や高温だけでなく人をも寄せ付けな
い過酷なコンディション（マッド・サンド・ウォーターハザード等）で、低温時のブレーキ性能も重要になってくる状況において最大の
摩擦効率性を発揮するように設計されています。そのため、高い耐候安定性を備えています。

SXコンパウンド： オフロード及びスーパーモタード用シンタードコンパウンド。
耐熱性に優れた強力ブレーキパッドで、モトクロスやスーパーモタードにお勧めです。
特に高温時のブレーキ性能が安定しています。
SDコンパウンド： オフロード用シンタードコンパウンド。
あらゆる作動状況において摩擦効率性と安定性が優れています。水や泥にさらされ
ても適切な耐摩耗性を持っています。SXコンパウンドほど強力ではありませんが、
よりコントローラブルなブレーキングが可能です。

OFF-ROAD COMPOUND

Off Road -SX
Off Road -SD

　スクーターコンパウンドは、あらゆる走行状況での高い耐久性と摩擦安定性を発揮します。特に
スクーター用に設計されたこのコンパウンドはストリートでの使用を想定し、いわゆるロードバイクとは
異なるスクーターに最適化したブレーキ性能を提供します。

XSコンパウンド： シンタードコンパウンドで、スクーターのフロントブレーキ・リアブレーキ専用で
す。非常に安定したコンパウンドで、あらゆる走行状況での安定したブレーキ性能を発揮します。最新
世代のマキシスクーターにとっては理想的なコンパウンドです。

SCOOTER COMPOUND

Scooter -XS
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※品番末尾にカラーコードが入ります。下のカラーコード表をご参照下さい。
［例］  EVATEK エナジープレート Lでレッドの場合→KOK-7100RD

EVATEK ENERGY SERIES

エナジープレート L ［KOK-7100##］ 120×180×0.8mm 定価 ￥11,000（税込）

エナジープレート M ［KOK-7101##］ 90×119×0.8mm 定価 ￥6,600（税込）

エナジープレート S ［KOK-7102##］ 60×90×0.8mm 定価 ￥4,400（税込）

エナジーブロック 1個 ［KOK-7103##］ 25.4×47.5×8mm 定価 ￥5,500（税込）

エナジーブロック4個セット ［KOK-7104##］ 25.4×47.5×8mm 定価 ￥19,800（税込）

商品名 品番 サイズ 価格
カラーアルマイト全17色からお選び頂けます！

量子力学が流れを変える！“EVATEK（エヴァテック）”

エヴァテック

図１）エネルギー層の構造イメージ図 図２）エヴァテック効果の動作イメージ図

エヴァテック効果により車両の電気の流れがスムーズになり、各電気的負
荷の低減によりエンジン負荷も低減、燃費の向上につながります！

オートバイ･自動車の燃費向上！

エヴァテック効果によりバッテリー内の導電性不良や電気抵抗を低減、長
期使用時の電極板上へのサルフェーションの形成を抑制。バッテリー寿
命の延長につながります！

バッテリーの寿命延長！

酸化カルシウム層

酸化カルシウム層

酸化マグネシウム層

酸化アルミニウム層

酸化鉄層

COLOR
CHART ブラック

BK
レッド
RD

ブラウン
BR

パープル
PL

ガンメタ
GM

ブルー
BL

シャンパンゴールド
CG

シルバー
SV

ゴールド
GD

グリーン
GR

チタンゴールド
TIG

チタンブルー
TIB

アールズブルー
EBL

ピンク
PI

オレンジ
OR

スレートグレー
SG

イエロー
YL

※色調は目安です。

エンジンフィーリングの向上！
エヴァテック効果により車両の電気的ロスが低減し、スパークプラグの火
花エネルギーが増加。燃焼効率が向上しエンジン回転が軽く感じるなどの
フィーリング向上につながります！

エナジープレート L
（120×180×0.8mm）
主に自動車用バッテリー向け

エナジープレート M
（90×119×0.8mm）
主にオートバイ用バッテリー向け

エナジーブロック
（25.4×47.5×8mm）
ダイレクトイグニッションコイル向け

エナジープレート S
（60×90×0.8mm）
主にスマートフォン、タブレット向け

EVATEKエナジープレート･エナジーブロックに含有される酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム及び酸化
鉄等の成分が重層的に設置されたエネルギー層（図１）は、量子力学の超伝導材料の特性を取り入れたものであり完全反磁
性を有するため、これによって強磁場が発生し毎秒数十万回のマイクロ波振動の周波数により、その磁場が相互に重なり強
力な切断線が発生します。（図２）
これが過重負荷の導電分子に対して切断・分離が行われ、分子間のファンデルワールス力（Van Der Waals force）が断ち
切られ、これによって導電分子と遊離分子が微細化し、電子流電気回路中の常電係数を改善し、分子と原子間の静電相互作
用を回避し、微細化後の単一分子が良好な導電率を有することで導電効率を向上し、電気抵抗率を低減でき、電力伝送によ
る損失（例えばヒステリシス損失、渦電流損失または電気抵抗損失等）を低減して各種省エネルギー効果を達成します。

EVATEK

磁力線

バッテリー

EVATEK エナジーシリーズ Line Up

特許取得済の量子力学を応用した新技術！バッテリーやダイレクトイグ
ニッションコイルに貼る事でエヴァテックに含まれるエネルギー層が発
生する高強度の磁力線が導電分子に作用し、電子流電気回路内の常電
係数を改善し抵抗を低減。車両の電流を平衡化することにより電気的
ロスを最小限に抑え、燃費の向上やエンジンレスポンスの向上を実現！

PATENTED

この商品は必ずしも燃費の向上やエンジンフィーリングの向上を保障するものではありません。装着する車両のコンディション、ご使用の状況や環境によってその効果は左右されます。
また、この商品は正常な車両が持つ本来の性能を引き出す効果を有するものであり、経年劣化や機械的不具合が有る場合それらを改善するものではありません。CAUTION･注意

YAMAHA
FAZER 8

YAMAHA
CYGNUS

TOYOTA
ライトエース

TOYOTA
ハイエース
(ディーゼル)

LEXUS
LX450d
(ディーゼル)

NISSAN
ノート
e-POWER

メ
ー
カ
ー・車
種

19.9km/ℓ

31.7km/ℓ

20.8km/ℓ

32.4km/ℓ

8.7km/ℓ
9.5km/ℓ

8.0km/ℓ
8.2km/ℓ

8.0km/ℓ
8.5km/ℓ

17.9km/ℓ
20.3km/ℓ

約4.5%
UP!

約2.2%
UP!

約9.2%
UP!

約13.4%
UP!

約2.5%
UP!

約6.3%
UP!

平均燃費（上段グラフ：未装着 下段グラフ：装着後）

※当社調べ、数値はあくまで参考です。車両のコンディシ
ョン、運転の状況や環境により効果は左右します。
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待望のチタニウム製が新登場！軽量&高強度はもちろん、
その焼き色がハンドル周りをグレードアップ！

EVATEK ブレンボマスターシリンダー用タンクキット チタニウム
EVT-6006
EVT-6006-S
EVT-6010
EVT-6010-S
EVT-6007
EVT-6007-S
EVT-6008
EVT-6008-S
EVT-6011
EVT-6011-S
EVT-6009
EVT-6009-S

バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン スモークタンク仕様
バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン スモークタンク仕様
バーハン/クラッチ用 チタン
バーハン/クラッチ用 チタン スモークタンク仕様
セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン スモークタンク仕様
セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン スモークタンク仕様
セパハン/クラッチ用 チタン
セパハン/クラッチ用 チタン スモークタンク仕様

￥12,100 
￥12,980 
￥9,680 
￥11,000 
￥9,680 
￥11,000 
￥12,100 
￥12,980 
￥9,680 
￥11,000 
￥9,680 
￥11,000 

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）ネイキッド用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

（税込）フルカウル用

EVT-6006
EVT-6008

EVT-6011

EVT-6009

EVT-6009-S

EVT-6011-S

EVT-6008-S

EVT-6010

EVT-6010-S

EVT-6007

EVT-6006-S

EVT-6007-S

※タンク･ステー･ホース類のキットです。マスター本体は含みません。

EVATEKチタンステー
Titanium Tank Stay for 
Brembo Master Cylinder

セパハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
brembo S50タンク対応

セパハン/クラッチ用 チタン
brembo S15Bタンク対応

バーハン/クラッチ用 チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6001  ネイキッド用

各 ¥10,560 （税込）
■EVT-6002  フルカウル用

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6003  フルカウル用

バーハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6004  ネイキッド用

セパハン/ブレーキ用(シングルディスク) チタン
brembo S15Bタンク対応

各 ¥8,580 （税込）
■EVT-6005  フルカウル用

バーハン/ブレーキ用(ダブルディスク) チタン
brembo S50タンク対応

各 ¥10,560 （税込）
■EVT-6000  ネイキッド用

EVATEK ブレンボマスターシリンダー用
タンクステー チタニウム

左ページのタンクキットからタンク本体を除いた
ステー･ホース類のセットです。



EVATEKフェンダーレスキット
Fender eliminate kit

※LEDライセンスランプ､ナンバーリフレクター標準装備　※全てナンバープレート表示の新基準適合

ＥＶＡＴＥＫオイルドレンボルト

各 ¥18,700（税込）
■EVT-5100 
CBR250RR '17~

ノーマルのテール周りは、あの大袈裟なリア
フェンダーがどうしても野暮ったい印象を与
えて残念なルックスですよね・・・EVATEK
フェンダーレスキットは純正のリアフェンダ
ーに替えて装着する事でスッキリとした
テール周りを実現！
アルミ製のライセンスランプとスリ
ムなリフレクターを標準装備しシャ
ープな印象を与えます。
マシン全体のバランスも取れて一
段とカッコいいルックスをGet!

EVT-5402
Ninja400/Z400 '18~

各 ¥16,500（税込）
■EVT-5101
CBR400R '16~'18/'19~

各 ¥15,400（税込）

■EVT-5202
YZF-R3/R25 ~'18/'19~
MT-03/25 ~'19/'20~

各 ¥17,600（税込）

■EVT-5402
Ninja250/Z250 '18~
Ninja400/Z400 '18~

各 ¥18,700（税込）
■EVT-5300
GSX250R '17~

各 ¥18,700（税込）
■EVT-5400
ZX-25R '20~

各 ¥13,200（税込）
■EVT-5401
Ninja250/Z250 '13~'17

各 ¥17,600（税込）
■EVT-5500
DUKE390/250/125 '17~

外車のドレンボルトは頭のサイズが18㎜という特殊サイズで不便です。
EVATEKオイルドレンボルトは頭のサイズを一般的な19mmにする事
でとても便利！自分でオイル交換派にはぜひオススメです！
またハイクオリティーなアルミ削り出し＋アルマイトで、自分のバイクに
愛着が増すこと間違いなし！

ＥＶＡＴＥＫオイルフィラーキャップ

EVATEK ダイカットステッカー

KOHKENオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：標準色を除く全１３色　プラス￥1,650(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥3,300(税込)

KOHKENオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：標準色を除く全１３色　プラス￥1,650(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥3,300(税込)

※品番末尾にカラーコードが入ります。[ 例 ]DUKE250 でオレンジ→EVT-5505OR

KOHKENオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：ブラックを除く全１６色　プラス￥3,300(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥6,600(税込)

メーカー

KTM

ハスクバーナ

車種

DUKE390/250/125 ALL

ADVENTURE390/250 '21~

RC390/125 '22~

Svartpilen250/401 ALL

品番

EVT-5505##

税込定価

¥2,200

標準色

ブラック (BK)､シルバー (SV)､

オレンジ (OR)､アールズブルー (EBL)

エンジンのオイルフィラーキャップって、何気に目立ちますよね？
なのに純正キャップってそっけないですよね・・・
だったらカッコいい物に替えちゃいましょう！
EVATEKオイルフィラーキャップはアルミ削り出し＋アルマイトで存在
感バツグン！交換するだけでエンジンのルックスをグレードUP！

※品番末尾にカラーコードが入ります。[ 例 ]Svartpilen250 でアールズブルー→EVT-5506EBL

メーカー

KTM

ハスクバーナ

車種

DUKE390/250/125 ALL

ADVENTURE390/250 '21~

RC390/125 '22~

Svartpilen250/401 ALL

品番

EVT-5506##

税込定価

¥2,200

標準色

ブラック (BK)､シルバー (SV)､

オレンジ (OR)､アールズブルー (EBL)

色

ブラック

ホワイト

レッド

ゴールド

ガンメタ

サイズ

Ｌ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

Ｌ

Ｓ

品番

EVT-8002BK

EVT-8003BL

EVT-8002WH

EVT-8003WH

EVT-8002RD

EVT-8003RD

EVT-8002GD

EVT-8003GD

EVT-8002GM

EVT-8003GM

税込定価

¥880

¥550

¥880

¥550

¥880

¥550

¥880

¥550

¥880

¥550

EVATEK ロゴステッカー
・サイズ　Ｌ(W:113 ㎜ H:26 ㎜ )Ｓ(W:66 ㎜ H:15 ㎜ )
・ロゴだけが残る切り抜きタイプのステッカーです。

色

ブラック

サイズ

Ｌ

Ｓ

品番

EVT-8000BK

EVT-8001BK

税込価格

¥275

¥220

・サイズ　Ｌ(W:120 ㎜ H:30 ㎜ )   Ｓ(W:70 ㎜ H:19 ㎜ )

各 ¥17,600（税込）

W120×H30

W70×H20

����



サイドスタンドプレート
Side stand plate

KOHKENオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：標準色を除く全１４色　プラス￥1,650(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥3,300(税込)

※品番末尾にカラーコードが入ります。[ 例 ]Ninja250 '18~ でブラック→EVT-6402BK

メーカー

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

Ninja250 '13~'17

Ninja250 '18~

Ninja400 '18~

DUKE390/250/125 ALL

ADVENTURE390/250 '21~

Svartpilen250/401 ALL

品番

EVT-6401##

EVT-6402##

EVT-6501##

EVT-6504##

EVT-6502##

税込定価

¥9,900

¥8,800

¥4,400

¥3,300

¥5,500

標準色

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
グリーン (GR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
オレンジ (OR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
アールズブルー (EBL)

特にエントリーライ
ダーや小柄のライダーに

とって、サイドスタンドを立てた
車体にまたがって起こそうとする時に

バランスを崩しそうで結構怖い思いをするも
のですよね。そんな時はコレ！EVATEKサイドスタ
ンドプレートをサイドスタンドの先端に装着するだ
けでサイドスタンドを立てた時の車体の角度を最
適化し、起こす時の恐怖感を低減します！
取り付けはとっても簡単ボルトオン！もちろん装着
する事でアルミ削り出しの存在感がサイドスタンド
を立てて止めていても、畳んで走っていても車体の
デザインにインパクトを与えて見た目もＧood！

EVT-5108
CBR250RR '17~

EVT-5109
CBR400R '16~'18/'19~

EVT-5205
YZF-R25/MT25 ~'18/'19~

EVT-5305
GSX250R '17~

EVT-5406
Ninja250/Z250 '18~/Z400 '18~
ZX-25R '20

EVT-5407
Ninja250/Z250 '13~'17

EVT-5504
ADVENTURE390/250 '21~

EVT-5502
DUKE390/250/125 ALL
Svartpilen250/401 ALL

KOHKENオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト標準色を除く全１4色 *1　プラス￥1,650(税込)
ハードアルマイト全６色　プラス￥3,300(税込)
*1: KOK-5502は全13色

ハンドルアップキット
Handle up kit

ハンドルポジションって非常に重要で、前傾がきついと腰が痛くなったり長時間で疲れ
やすかったりしますよね・・・
もう少しハンドルが高かったら楽なのにな～と思う時、ありませんか？そんな時はコレ！
EVATEKハンドルアップキットは純正ハンドルのままで他のパーツを交換する事なくハ
ンドルポジションを上げる事が出来ます！
このポジションの差がとっても楽なライディングをお届けします！
もちろん見た目のアクセントにもなってハンドル周りのルックスも向上！
乗りやすくなって見た目もＧood、もっともっと乗りたいバイクになりますよ！

����

EVT-6401→18 ㎜ UP EVT-6501→14 ㎜ UP EVT-6504→20.8 ㎜ UP

EVT-6402→20 ㎜ UP

18 ㎜ UP

20 ㎜ UP

14 ㎜ UP

20.8 ㎜ UP

15 ㎜ UP

メーカー

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

CBR250RR '17~

CBR400R '16~'18/'19~

CB250R '18~

CB125R ~'20/'21~

YZF-R25/MT25 ~'18/'19~

GSX250R '17~

GSX-S125 '18

V-STROM250 '17~

ZX-25R '20~

Ninja250/Z250 '18~

Ninja400/Z400 '18~

Ninja250/Z250 '13~'17

ADVENTURE390/250 '21~

Svartpilen250/401 ~'21

品番

EVT-5108##

EVT-5109##

EVT-5205##

EVT-5305##

EVT-5406##

EVT-5407##

EVT-5504##

EVT-5502##

ベースプレート ( 標準色 )

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
レッド (RD)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
アールズブルー (EBL)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
グリーン (GR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､オレンジ (OR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
オレンジ (OR)､アールズブルー (EBL)

※品番末尾にベースプレートのカラーコードが入ります。[ 例 ]V-STROM250 '17~ でブラック→EVT-5305BK
※トッププレートの色はブラックのみになります。

税込定価

¥8,800

DUKE390/125 ~'21､
DUKE250 ALL



Hybrid バーエンドスライダー 
Hybrid Barend slider 
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スライダーベースはオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：標準色を除く全１４色 *1 プラス￥3,300(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥6,600(税込)
*1: KOK-5501は全13色

スライダーベースはオリジナルカラーバージョンもオーダー可能です！！
カラーアルマイト：標準色を除く全１４色 *1　プラス￥1,650(税込)
ハードアルマイト：全６色　プラス￥3,300(税込)
*1:KOK-6500は全13色

メーカー

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

CBR250RR '17~

CBR400R '16~'18/'19~

YZF-R25 ~'18

MT25 ~'18/'19~

GSX250R '17~

V-STROM250 '17~

ZX-25R '20~

Ninja250/Z250 '13~'17

Ninja250/Z250 '18~

Ninja400/Z400 '18~

DUKE390/250/125 ALL

ADVENTURE390/250 '21~

Svartpilen250/401 ALL

品番

EVT-5104##/##

EVT-5105##/##

EVT-5203##/##

EVT-5302##/##

EVT-5304##/##

EVT-5403##/##

EVT-5404##/##

EVT-5405##/##

EVT-5501##/##

税込定価

¥18,700 

¥22,000 

¥13,200 

¥19,800 

¥22,000 

¥13,200 

¥22,000 

¥18,700 

¥22,000 

色 : スライダートップ

ブラック (BK)､

ホワイト (WH)

色 : スライダーベース ( 標準色 )

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
レッド (RD)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
アールズブルー (EBL)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
グリーン (GR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
オレンジ (OR)､アールズブルー (EBL)

※品番末尾にカラーコードが入ります。[ 例 ]ZX-25R '20~ でスライダートップをブラック／スライダーベースをグリーン→EVT-5403BK/GR

EVATEK Hybrid( ハイブリッド ) シリーズのバーエンドスライダー。ベース部分をアルミ
削り出し、トップ部分をジュラコン (POM) で製作、異素材を組み合わせる事で今までにな
いエッジの効いたデザインを実現。ノーマルのバーエンドと付け替えるだけの簡単装着！ハ
ンドル周りにスマートかつ力強い印象を与えます。ベース部分とトップ部分の色を選ぶこと
ができ、車体色とコーディネートが可能！同じ Hybrid シリーズのボディープロテクターと
同時装着する事でデザインの統一感を演出でき、見た目もさらにＧood！

EVT-6100
CBR250RR '17~
CBR400R '16~'18/'19~

EVT-6200
YZF-R25/MT25 ~'18/'19~

EVT-6300
GSX250R '17~

EVT-6400
ZX-25R '20~
Ninja250/Z250 '13~'17
Ninja250/Z250 '18~
Ninja400/Z400 '18~

EVT-6500
DUKE390/250/125 ALL
Svartpilen250/401 ALL

EVT-5104
CBR250RR '17~

EVT-5304
V-STROM250 '17~

EVT-5501
ADVENTURE390/250 '21~
DUKE390/250/125 ALL
Svartpilen250/401 ALL

EVT-5405
Ninja250/Z250 '18~
Ninja400/Z400 '18~

EVT-5404
Ninja250/Z250 '13~'17

EVT-5105
CBR400R '16~'18/'19~

EVT-5403
ZX-25R '20~

EVT-5203
YZF-R25 ~'18
MT25 ~'18/'19~

EVT-5302
GSX250R '17~

Hybrid ボディースライダー
Hybrid Body slider 

EVATEK Hybrid(ハイブリッド)シリ
ーズのボディースライダー。ベース部分を

アルミ削り出し、トップ部分をジュラコン
(POM)で製作、異素材を組み合わせる事で今まで

にないエッジの効いたデザインを実現。ボディー両サ
イドに装着する事で、立ちゴケなど軽微な衝撃からボディーの

ダメージを軽減する事が可能です。またベース部分とトップ部分は色を選ぶことが可能、車
体色とコーディネートする事が出来ます。同じHybridシリーズのバーエンドプロテクターと
同時装着する事でデザインの統一感を演出でき、見た目もさらにＧood！

メーカー

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

CBR250RR '17~

CBR400R '16~'18/'19~

YZF-R25/MT25 ~'18/'19~

GSX250R '17~

ZX-25R '20~

Z900RS/CAFE ALL

Ninja250/Z250 '13~'17

Ninja250/Z250 '18~

Ninja400/Z400 '18~

DUKE390/250/125 ALL

Svartpilen250/401 ALL

品番

EVT-6100##/##

EVT-6200##/##

EVT-6300##/##

EVT-6400##/##

EVT-6500##/##

税込定価

  ¥4,950

色 : スライダートップ

ブラック (BK)､

ホワイト (WH)

色 : スライダーベース ( 標準色 )

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
レッド (RD)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
アールズブルー (EBL)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
グリーン (GR)

ブラック (BK)､シルバー (SV)､
オレンジ (OR)､アールズブルー (EBL)

※品番末尾にカラーコードが入ります。
[ 例 ]GSX250R '17~ でスライダートップをホワイト／スライダーベースをアールズブルー→EVT-6300WH/EBL
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バイクのカスタムで誰しもが一度はアップグレードを考えるパーツ ...
それはやはり、「社外マフラー」へのアップグレードではないでしょうか？
EVATEK の真円マフラーはトラディッショナル ( 伝統的 )＆オーセンティック ( 正統派 )
をコンセプトに開発。文字通り「丸形」断面を持つそのサイレンサーは、まさに正統派
社外マフラーの風格十分！その正統派デザインがエントリーライダーからベテランライ
ダーまで幅広い層にマッチします。そして、こだわりのポイントとしては音！エキゾース
トノートです。各車とも多くのテストを重ねて各仕様を吟味、そのトライ＆エラーの中か
ら音量だけでなく音質にもこだわって作られています。もちろん全て JMCA 認定･認証
マフラーですので各種規制に適合、安心してご使用いただけます！また、素材にはサイレ
ンサーボディーだけでなくジョイントパイプにも高品質なチタンを採用！軽量化による確
実なパフォーマンスアップをもたらします。バイクカスタムの初めの一歩、ぜひお気に入
りの愛車に EVATEK “真円” マフラーで正統派カスタム＆Good サウンドをお楽しみく
ださい！

EVATEK 真円マフラー
True circle muffler

YZF-R25 '19~ 真円カラード
[EVT-2200]

V-STROM '17~ 楕円カラード 
[EVT-2302]

DUKE250 '21~ 真円ソリッド
 [EVT-2501]

DUKE250 '21~ 真円ソリッド
 [EVT-2501]

メーカー

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

CBR250RR '17~

YZF-R25 ~'18/'19~

GSX250R '17~

V-STROM250 '17~

Ninja250 '13~'17

Ninja250 '18~

DUKE250/390 '21~ 

ADVENTURE250/390 '21~ *1

Svartpilen250/401 ALL

型式

2BK-MC51

JBK-RG10J

2BK-RG43J

2BK-DN11A

2BK-DS11A

JBK-EX250L

2BK-EX250P

SP250

401JUJ42"

品番

EVT-2101

EVT-2105

EVT-2200

EVT-2201

EVT-2300

EVT-2301

EVT-2302

EVT-2303

EVT-2401

EVT-2402

EVT-2403

EVT-2500

EVT-2501

EVT-2502

EVT-2503

タイプ

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

楕円カラード S/O JMCA

楕円ソリッド S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

真円カラード S/O JMCA

真円ソリッド S/O JMCA

税込定価

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥99,000

¥99,000

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

¥93,500

250DUKE
250ADV
390DUKEJPJ42
390ADVJGJ42

� �� � ���� � � � �- � � �

ソリッド

カラード

*1：パニアケース装着のためにマフラー位置を調整するステーをご用意しております。
パニアステーセット for KTM ADVENTURE　[EVT-15001]　税込￥1,100

� � � ���� � �真円カラード
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バイクのカスタムで一番初めに何を思い浮かべますか？
それはやはり「カッコいいマフラーにしたい！」ではないでしょうか。EVATEK の多角
マフラーは、その「カッコ良さ」を追求して開発されました。
まずは何と言ってもそのルックス！多角形の断面を有するそのサイレンサーがエッジの効
いたシャープな印象をマシンに与えてくれます。そして、もう一つ重要なファクターが音！
エキゾーストノートです。各車とも多くのテストを重ねて各仕様を吟味、そのトライ＆エ
ラーの中から音量だけでなく音質にもこだわって作られています。
もちろん全て JMCA 認定･認証マフラーですので各種規制に適合、安心してご使用いた
だけます！( 一部車種はレース用マフラーも設定 )
また、素材にはサイレンサーボディーだけでなくジョイントパイプにも高品質なチタンを
採用！軽量化による確実なパフォーマンスアップをもたらします。
バイクカスタムの初めの一歩、ぜひお気に入りの愛車に EVATEK “多角” マフラーで
Nice ルックス＆ Good サウンドを手に入れてください！

EVATEK 多角マフラー
Polygon circle muffler

CBR250RR '17~ 多角カラード
 [EVT-1101]

DUKE250 '21~ 多角ソリッド
 [EVT-1501]

Svartpilen250 ALL 多角ソリッド
 [EVT-1503]

ソリッド

カラード

メーカー

ホンダ

ヤマハ

スズキ

カワサキ

KTM

ハスクバーナ

車種

CBR250RR '17~

CBR400R '16~'18/'19~'21

YZF-R25 ~'18/'19~

GSX250R '17~

V-STROM250 '17~

ZX-25R '20~

Ninja250 '13~'17

Ninja250 '18~

Ninja400 '18~

DUKE250/390 '21~

ADVENTURE250/390 '21~*1

Svartpilen250/401 ALL

型式

2BK-MC51

2BL-NC47

2BL-NC56

JBK-RG10J

2BK-RG43J

2BK-DN11A

2BK-DS11A

2BK-ZX250E

JBK-EX250L

2BK-EX250P

2BL-EX400G

SP250

401JUJ42

品番

EVT-1101

EVT-1105

EVT-1102

EVT-1106

EVT-1200

EVT-1201

EVT-1300

EVT-1301

EVT-1302

EVT-1303

EVT-1400

EVT-1405

EVT-1404

EVT-1406

EVT-1401

EVT-1402

EVT-1407

EVT-1403

EVT-1408

EVT-1500

EVT-1501

EVT-1502

EVT-1503

タイプ

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード フル EX JMCA

多角ソリッド フル EX JMCA

多角カラード フル EX レース

多角ソリッド フル EX レース

多角カラード S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

多角カラード S/O JMCA

多角ソリッド S/O JMCA

税込定価

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥275,000

¥275,000

¥275,000

¥275,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

¥99,000

250DUKE
250ADV
390DUKEJPJ42
390ADVJGJ42

*1：パニアケース装着のためにマフラー位置を調整するステーをご用意しております。
パニアステーセット for KTM ADVENTURE　[EVT-15001]　税込￥1,100

YZF-R25 ~'18 多角カラード
 [EVT-1200]

GSX250R '17~ 多角カラード
 [EVT-1300]

ZX-25R '20~ 多角ソリッド
 [EVT-1405]



技術、化学…言わずと知れたいわゆる「テクノロジー」。
バイクはあらゆるテクノロジーの集合体です。それぞれのカテゴリーに適したテクノロジーを用いて完成体へとなっているのです。
しかし、純正の車体は様々なユーザーに対応すべく最大公約数のテクノロジーを採用している場合があります。
そこに我々Kohken が今まで培ったテクノロジーをエッセンスとして加える事で、
よりエッジの効いたカスタムの実現を目指して EVATEKパーツは開発しております。
そんな Technology を、EVATEKパーツであなたのバイクに！

【テクノロジー】：技術、科学・・・言わずと知れたいわゆる「テクノロジー」。
Technology

物理的なチカラだけでなく精神的なチカラも含むこの Energy【エナジー】。
そんなエナジーを感じさせるブランドを目指し EVATEK【エヴァテック】は生まれました。
エヴァテックパーツは装着して得られる能力だけでなく、オーナーのハートをも活気づける「チカラ」を持っています。
そんな Energy を、ぜひ EVATEKパーツであなたのバイクに！

【エナジー】：エネルギー、活気、活力、勢い、精力、能力・・・全ての「チカラ」の源。
Energy

バイクが本来持っているパフォーマンスを呼び起こすことを目指して開発された EVATEKパーツ。
それはただ呼び起こすのではなく更なるハイパフォーマンスを実現、まさに「覚醒」。
そして、それはあなたのバイクへのあらゆる好奇心をも呼び起こすでしょう。
そんなAwake を、ぜひ EVATEKパーツであなたのバイクに！

【アウェイク】：起こす、自覚させる、覚醒させる、悟らせる ... 文字通り寝ているものを起こすという事。
Awake

ものには全て元々持っている価値が有ります、もちろんバイクにも。
その価値の向上「バリューアップ」を目指して EVATEKパーツは開発しております。
装着して得られる性能的なバリューアップはもちろん、「カッコいい！」「ワクワクする！」
「付けて良かった！」といったマインドもバリューアップ！
そんなValue を、ぜひ EVATEKパーツであなたのバイクに！

【バリュー】：価値、値打ち、真価、対価・・・ものの本質的、相対的な価値。
Value

しかしそれは、簡単に見つけたり実現させたりすることは難しいものです。
そんな困難で永遠のテーマとも言える「インスロール」を目標に EVATEKパーツは開発しております。
「お、イケてる！」とか「あ、ラクだ！」とか、たくさんの「イイネ！」感じていただけると思っております。
そんな Enthrall を、ぜひ EVATEKパーツであなたのバイクに！

【インスロール】：魅了する、夢中にさせる、虜にする ... 心奪われる事は誰もが魅力を感じ、逃れる事は出来ないものです。
Enthrall

そして、それ以前に社長を筆頭として我々スタッフのほとんどがバイク乗りなんです。
あるスタッフはサーキットでロードレースを、あるスタッフは海外ラリーに出場を、あるスタッフはカブでツーリングを、そしてまたあるスタッフは毎日
の通勤で長距離を ...
「みなバイクが大好きです！」
そんなバイク大好きスタッフの集まりKohken が送る EVATEKパーツを、是非ともあなたのバイクでご体感ください！

【コーケン】：私たちコーケンは、イタリアbrembo社の正規代理店を務めるバイクパーツのスペシャリストであり、
計23色を誇るアルマイトのスペシャリストであり、ものづくりのスペシャリストです。

Kohken
■EVATEK “多角” マフラー
■EVATEK “真円” マフラー
■EVATEK “Hybrid” バーエンドスライダー
■EVATEK “Hybrid” ボディースライダー 
■EVATEK サイドスタンドプレート
■EVATEK ハンドルアップキット 
■EVATEK オイルドレンボルト

P.73~P.72 
P.71~P.70 
P.69 
P.68
P.67
P.66 
P.65 

■EVATEK オイルフィラーキャップ
■EVATEK ダイカットステッカー 
■EVATEK ロゴステッカー
■EVATEK フェンダーレスキット
■EVATEK タンクステー チタニウム 
■EVATEK タンクキット チタニウム
■EVATEK エナジーシリーズ

P.65 
P.65 
P.65 
P.64
P.63 
P.62
P.61~P.60

INDEX 
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