外部パーツ・キャブレター｜External parts / Carburetor
タックロールシート

張替え用シート表皮

メーターカバー

オイルクーラー

ゼファー400
オイルクーラーガード

Z400FX 純正シート表皮
335 ブラック
品番：FX-ST-E4-1

￥2,600

備考▶Z500、Z550、Z400J、Z400FX E1-E4

482

ゼファー400
タックロール張替え表皮

483

Z400FX タックロールシート2
480
481
482
483

エンブレム

￥18,000

Z400FX E1-4
サイドカバーエンブレム

1種類2枚セット

品番：Z400-EMBLEM
品番：FX-EMBLEM
品番：Z400FX-EMBLEMSET

￥2,000/セット￥4,000

カワサキタンクエンブレム

備考▶裏爪なし
両面テープ付

ホワイト
ブルー
レッド
グリーン
ピンク
オレンジ
イエロー

219
412
413
414
415
416
417

ホワイト

400 ショート

￥2,900/セット￥5,800
Z400FX純正タイプ
メーターカバー

￥2,900

品番：EBM-KAWASAKI
品番：EBM-KAWASAKI-BL
品番：EBM-KAWASAKI-RD
品番：EBM-KAWASAKI-GR
品番：EBM-KAWASAKI-PK
品番：EBM-KAWASAKI-OR
品番：EBM-KAWASAKI-YEL

￥1,000/2枚SET￥1,500

品番：OIL-HRS-01

￥7,000

備考▶社外オイルクーラー用、AN6フィッティング
500mm/480mm

社外オイルクーラー
ホースセット ロング

346 下側
品番：FX-MTB01

備考▶Z400FX用、Z250FT不可

￥4,800

社外オイルクーラー
ホースセット ショート

反射板

401 ロング

品番：OIL-HRS-02

￥12,000

備考▶社外オイルクーラー用、AN6フィッティング
1530mm/1330mm サイド廻し用

その他シート部品
341

￥5,800

424 Z400
425 FX
426 Z400FX

片側

品番：OIL-GRD01-1
品番：OIL-GRD01-2
品番：OIL-GRD01-3
品番：OIL-GRD01-4

備考▶純正オイルクーラー用、ゼファー750も使用可能

品番：FX-MTC01
品番：FX-MTC02
品番：FX-MTC03

備考▶Z400FX用
Z250FT不可

シルバー
クローム
ﾌﾞﾗｯｸｸﾛｰﾑ
ブラック

品番：FX-E4B01

備考▶裏爪アリ、ピッチ75mm、アルミ合金製

備考▶リプロ品

￥3,500

備考▶ゼファーχは不可、要アンコ抜き

風防

Z400FX
E4Bエンブレム
347 2枚セット

343 上側
344 下側
345 上下セット

337 ブラック
品番：ZEP-STH-1

ブラック
品番：FX-ST02-1
ブラックリベット
品番：FX-ST02-2
濃茶
品番：FX-ST02-3
純正アンコ抜き ブラック 品番：FX-ST02-4

備考▶Z500、Z550、Z400J、Z400FX E1-E4

※装着イメージ

Z400FXメッキメーターカバー

480

481

348
349
350
351

484
366

367

386 5ｍｍ
387 6ｍｍ

黒
メッキ

品番：Reﬂector-5mm-BK
品番：Reﬂector-6mm-CH

￥100

1個

備考▶カワサキ系→5ｍｍ、ホンダ系→6ｍｍ

ミニメーター風防
366 クリア
367 ブラック

品番：AC-MTB01-1
品番：AC-MTB01-2

備考▶汎用品、本体高さ約170mm、ステー約150mm

￥2,000

汎用メッキフェンダー

484 Z400FX シートベース
341 Z400FXｼｰﾄﾀﾞﾝﾊﾟｰｾｯﾄ
342 Z400FXｼｰﾄ下小物入れ
備考▶リプロ品

484

342

品番：FX-STBS
品番：FX-ST-DP01
品番：FX-ST-CS01

￥8,000/341￥950/342￥2,300

ロケットカウル固定ブラケット

その他パーツ

368 リヤブレーキスイッチスプリング5本セット 品番：AC-SPG01

備考▶約150mm

￥500

5本セット

455 品番：FENDER-CH01

369 サイドカバー取付用スピードナット 品番：AC-SNT01

￥200

備考▶スピードナットΦ3軸用、6枚セット

￥4,000

備考▶加工ベース、18inch、ステンレス製

488 品番：ROCKET-BRKT

￥8,000

備考▶汎用品、Uボルト2本付属、ローポジマウント

ステップ
Z400FX
純正ステップセット

汎用タンデムステップ

Z1Z2
バックステップキット

448 品番：TDM-STEP01

445 品番：FX-STEP

D1/Z1000
バックステップキット

449 リヤドラム用
品番：Z-BSTEP-J1

￥8,000

備考▶リプロ品、バラ売り不可

Z系バックステップキット補修部品
451 チェンジペダル

フロートチャンバーパッキン

品番：J-CHANGE

168 ゼファー400

品番：CAB-FLP-CV

169 CB750F

品番：CAB-FLP-A

170 FCR

品番：CAB-FLP-B

171 ZXR250

品番：CAB-FLP-C

￥6,000

備考▶92055-1222互換

備考▶ドラム・ディスク共通

￥5,000

備考▶ホーク系
CB750F系VBキャブ

備考▶ドラムブレーキ用

￥6,000

備考▶1202-846-6000互換

備考▶ドラムブレーキ用

￥6,000

備考▶92055-1426互換

備考▶ドラム・ディスク共通

452 スタッドボルト

品番：J-STAD

453 ブレーキペダル ドラム用 品番：J-DRAM
454 ブレーキペダルディスク用 品番：J-DISK

￥1,500

備考▶汎用品、Z400FX等

キャブリペアキット

176

176 CV

177

品番：FX-STEP

備考▶CVパッキン、エアスクリューP、ドレンプラグP、フロートバルブ、各ｘ4

177 CR

品番：FX-STEP

備考▶CRパッキン、エアスクリューP、ドレンプラグP、バルブシートP、フロートバルブ、各ｘ4

￥3,000/177￥3,880

176

ファンネル

品番：CAB-FLP-E

174 XJ400

品番：CAB-CHP-X

175 CR

品番：CAB-FLP-CR

備考▶16010-MY9-000互換

￥200

備考▶4G0-14984-00互換

￥200

備考▶0901-811-6000互換

￥350

備考▶9351-13080互換、8.5x5.5mm

￥100

備考▶0901-006-6000互換、6.4x2.8mm

￥100

備考▶0901-812-6000互換、37.5x33.5mm、Sボディ用

￥100

備考▶9351-24186互換、23.5x18.5mm

179 フロートピン

品番：CAB-FLT-PIN

180 CVｴｱｽｸﾘｭｰOﾘﾝｸﾞ 5ﾐﾘ

品番：CAB-ORG05

181 CVﾄﾞﾚﾝｽｸﾘｭｰOﾘﾝｸﾞ 6.5ﾐﾘ 品番：CAB-ORG065

備考▶92055-1053互換、6.5x3.5mm

173 CB400SF

￥200

品番：CAB-FB01

備考▶92055-1002互換、5x3mm

品番：CAB-FLP-D

備考▶5DM-14561-00互換

178 フロートバルブ

備考▶92043-1207互換、適合多数

172 XJR400

￥200

その他キャブレター補修部品
備考▶16030-1007互換、適合多数

エアフィルター

￥2,900/セット￥5,800

1個

備考▶スモール用はCR26〜31、ラージ用はCR33以上に対応

204 CRロングファンネル用イモネジ
品番：CAB-FNL-IMO01

4個セット

￥220

214 丸型パワーフィルター

50パイ 品番：CAB-PF02

￥800

￥100

205
407
206
408
208
410

クローム
4個セット
ﾌﾞﾗｯｸｸﾛｰﾑ
4個セット
ゴールド
4個セット

品番：CAB-CVC01-1
品番：407set
品番：CAB-CVC01-2
品番：408set
品番：CAB-CVC01-4
品番：410set

備考▶Z系後期フロント4穴、リヤディスクブレーキ用
Z1-Rは要加工

384 CB750F メクラセット

備考▶CRキャブ全般、
ガスケット付属

486

品番：CAB-CRC01-1
品番：489set
品番：CAB-CRC01-2
品番：490set
品番：CAB-CRC01-3
品番：491set

￥1,500/セット￥6,000

1個

472 CRキャブトップカバー レッド 品番：CAB-CRTPC-1

備考▶結晶塗装

461 CRキャブトップガスケット

備考▶1031-802-2002互換

￥2,500

品番：CAB-CR-TOP

￥150

品番：CAB-FLP-TMR

￥200

備考▶616-93032互換

186 CRニードルクリップ

品番：NEEDLE-CLIP-CR

￥60

備考▶Φ6、軸径2mm、厚さ0.45mm、ステンレス

195 CR半透明チャンバー
品番：CAB-CR-CHAMB
406 CR半透明ﾁｬﾝﾊﾞｰ4個ｾｯﾄ
品番：406set

￥2,000/セット￥8,000

1個

196 CR真鍮ドレンボルト

品番：CAB-CR-DORAIN-GLD

￥1,000

備考▶CRキャブ全般に適合、Oリング付属

ガソリン

ガソリンホース
215 5x10
216 6x10
217 7x11

品番：CAB-HRS-5mm
品番：CAB-HRS-6mm
品番：CAB-HRS-7mm

￥350

備考▶耐油ホース、クリップ付

￥1,500/セット￥5,800
ｸﾛﾑﾒｯｷ
4個セット
ﾌﾞﾗｯｸｸﾛｰﾑ
4個セット
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ
4個セット

品番：CAB-FLP-Aset

￥300

460 TMR

汎用ガソリンコック

1個

485
489
486
490
487
491

￥17,000

備考▶ゴムキャップ付属

462 A
463 B 負圧式
464 C 負圧式

CRキャブトップカバー

ステンパワーフィルター

備考▶GS400等、ステンメッシュ

￥120

CVキャブトップカバー

￥2,000/セット￥4,000

￥1,000/セット￥4,000

￥100

185 CRドレンプラグOリング 品番：CAB-ORG024CR

1個

備考▶ゼファー400、χ、750
1個
CRキャブSボディ等

￥100

品番：CAB-ORG037CR

キャブトップ

品番：CAB-PF01-STAIN
品番：CAB-PF01-STAINｘ4
品番：CAB-PF01-STAIN
品番：CAB-PF01-STAINｘ4

￥200

184 CRスピゴットOリング

備考▶ゼファー、ZRX全般

50パイ ロング
ロング 4個セット
50パイ ショート
ショート 4個セット

￥300

品番：CAB-ORG-CRAS

205

209
210
211
212

￥200

183 CRｴｱｽｸﾘｭｰOﾘﾝｸﾞ 6.4ﾐﾘ

203 品番：CAB-PPD
411 2個セット 品番：411set

備考▶対応する穴ピッチは
約80mm、乾式

￥200

182 CRﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄOﾘﾝｸﾞ 8.5ﾐﾘ 品番：CAB-ORG085

パワーポッド

187 CRロングファンネル シルバー
品番：CAB-FNL01-1
4個セット▶ 188
193 CRショートファンネル シルバー
品番：CAB-STFNL01-1
4個セット▶ 194
197 CRラージボディーファンネル ショート
品番：CAB-FNL-L-01
4個セット▶ 198
199 CRラージボディーファンネル ロング
品番：CAB-FNL-L-02
4個セット▶ 200
201 CRラージボディーファンネル スーパーロング
品番：CAB-FNL-L-03
4個セット▶ 202

￥17,000

備考▶Z系初期フロント6穴ディスク
リヤドラムブレーキ用

450 リヤディスク用
品番：Z-BSTEP-J2

品番：FUELCOCK-A
品番：FUELCOCK-B
品番：FUELCOCK-C

備考▶取り付けピッチ34mm、B/Cは負圧式
462

￥2,000/463￥2,500/464￥2,500
ガソリンフィルタ
473 スチール
474 ホワイト
218 半透明

465 CBR400Fインシュレーターセット
備考▶NC17用、CBX400F不可、1台分4個セット

品番：FUEL-FILTER-ST
品番：FUEL-FILTER-WH
品番：FUEL-FILTER-L

￥300

品番：CBR-INS

￥3,000

｜サスペンション・電装品

Suspension / Electrical component
オイルシール/ダストシール

サスペンション

その他パーツ

サスペンションカラー
245 10ミリ
246 12ミリ
247 14ミリ

235

231

229 36パイオイルシールセット

品番：OILSEAL-36

230 39パイオイル・ダストセット

品番：OILSEAL-39

231 41パイオイル・ダストセット typeA

品番：OILSEAL-41A

232 41パイオイル・ダストセット typeB

品番：OILSEAL-41B

233 43パイオイル・ダストセット typeA

品番：OILSEAL-43A

234 43パイオイル・ダストセット typeB

品番：OILSEAL-43B

備考▶Z400FX/Z1/Z2等
備考▶ゼファー400等
備考▶ゼファーχ等
備考▶CB400SF等

36x48x11mm

39x51x8mm

41x53x10mm

41x54x11mm

備考▶CB1300SF等
備考▶CB1300SF等

43x54x11mm
43x55x11mm

248 黒
249 銀

￥700

￥1,400
￥1,400
￥1,400

235
237
238
239
240

345ミリ
345ミリ
345ミリ
325ミリ
325ミリ

銀ｘ黒
赤ｘ黒
黒ｘ黒
黒ｘ黒
赤ｘ黒

備考▶付属する取り付け用カラー

※拡大

品番：SUS-ASSY01-1
品番：SUS-ASSY01-3
品番：SUS-ASSY01-4
品番：SUS-ASSY03-1
品番：SUS-ASSY03-2

10/12/14mm

￥5,800

242

サスペンション
241
242
243
244

320ミリ
320ミリ
320ミリ
320ミリ

黒ｘ金
銀ｘ黃
黒ｘ黒
銀ｘ金ｘ黒

備考▶付属する取り付け用カラー

備考▶マルチリフレクターガラスレンズ/H4バルブ付属

￥3,600

￥3,600

￥8,000

￥8,000

備考▶樹脂レンズ/LED内蔵タイプ

447 品番：BUMP-RUB01

備考▶1個の価格です。

その他パーツ

￥400

￥400

307 アースケーブル レッド
品番：EARTH-CABLE-RD

￥400

308 ヒューズホルダー レッド
品番：FUSE-HOLD-RD

￥250

￥3,000

309 ヒューズホルダー グリーン
品番：FUSE-HOLD-GR

￥250

ステンレスヘッドライトリム

310 ヒューズホルダー イエロー
品番：FUSE-HOLD-YEL

￥250

228 品番：STAIN-LIM

￥2,800

備考▶純正品番：23006-1020に対応/ゼファー等

備考▶樹脂レンズ/LED内蔵タイプ

￥8,000

φ12バンプラバー

￥800

備考▶ガラスレンズ/H4バルブ付属

443 ブラック
品番：HLT-LED01

442 メッキ
品番：HLT-LED01

250 品番：RAYDOWN-Z

備考▶左右セット/ステンレス製/14mm用

306 アースケーブル ブラック
品番：EARTH-CABLE-BK

223 160ミリ
品番：HLT-A02

LEDヘッドライトBK

LEDヘッドライトCH

レイダウンキット

305 バッテリーケーブル
品番：BATT-CABLE

Φ１９０ヘッドライト

475 190ミリ メッキ
品番：HLT-A03

備考▶マルチリフレクターガラスレンズ/H4バルブ付属

￥5,800

10/12/14mm

Φ１９０ヘッドライトCH

222 190ミリ ブラック
品番：HLT-A01

￥800

243

品番：SUS-ASSY02-1
品番：SUS-ASSY02-2
品番：SUS-ASSY02-3
品番：SUS-ASSY02-4

ヘッドライト
Φ１９０ヘッドライトBK

品番：SUS-HP01-1
品番：SUS-HP01-2

備考▶45ｍｍアップ

240

￥1,400 細巻きサスペンション

￥200

ヒップアップアダプター

241

￥1,400

品番：SUS-CL01-1
品番：SUS-CL01-2
品番：SUS-CL01-3

477 LEDヘッドライト H4 ファンレス

品番：LED-H4

備考▶ハロゲンバルブと交換するキットです。

￥5,800

ウインカー

311 ヒューズホルダー ﾌﾞﾗｯｸｘｲｴﾛｰ
品番：FUSE-HOLD-YEL

￥250

312 カプラーセット 3ピン
品番：COUPLER-3P

￥1,000

313 カプラーセット 6ピン
品番：COUPLER-6P

￥1,400

314 バッテリーバンド
品番：BATT-BAND180

￥400

GSタイプウインカー
272 オレンジ 大
品番：WK-GS01
273 クリア 大
品番：WK-GS03

272

￥2,000

266

274 オレンジ 小
品番：WK-GS02

251

デカヨーロピウインカー

260

255

251 オレンジ
252 くすみクリア
253 ブラック

品番：WK-EU01-1
品番：WK-EU01-2
品番：WK-EU01-3

254 オレンジ
255 くすみクリア
256 ブラック

品番：WK-EU01BK-1
品番：WK-EU01BK-2
品番：WK-EU01BK-3

黒デカヨーロピウインカー

備考▶レンズ直径50ｍｍ/旧車に似合うウインカーです。

￥4,000

デカヨーロピスペアレンズ

265

250ウインカー
260
261
262
263
264
265

メッキｘオレンジ
メッキｘクリア
メッキｘスモークオレンジ
ブラックｘオレンジ
ブラックｘクリア
ブラックｘスモークオレンジ

品番：WK-EU01-1
品番：WK-EU01-2
品番：WK-EU01-3
品番：WK-EU01BK-1
品番：WK-EU01BK-2
品番：WK-EU01BK-3

￥4,200

備考▶角Zに似合うウインカーです。

G18 ウインカー電球

267

271

180ウインカー
266
267
268
269
270
271

メッキｘオレンジ
メッキｘクリア
メッキｘスモークオレンジ
ブラックｘオレンジ
ブラックｘクリア
ブラックｘスモークオレンジ

品番：WK-EU01-1
品番：WK-EU01-2
品番：WK-EU01-3
品番：WK-EU01BK-1
品番：WK-EU01BK-2
品番：WK-EU01BK-3

備考▶レンズ直径35ｍｍ/幅広い車種に良く合います。

￥4,200

ウインカーステー

275 クリア 小
品番：WK-GS04

￥1,200

275

CB72ウインカー
289
290
291
292
293
294

メッキｘオレンジ
メッキｘクリア
メッキｘスモーク
黒ｘオレンジ
黒ｘクリア
黒ｘスモーク

品番：WK-RL2P
品番：WK-RLCF13
品番：WK-RL2P
品番：WK-RLCF13
品番：WK-G18-1
品番：WK-G18-2

284

備考▶レンズ直径37ｍｍ/丸っこいヨーロピです。

￥4,200

LEDウインカーリレー

257 オレンジ
品番：WK-L01-1
258 くすみクリア
品番：WK-L01-2
259 くすみクリア
品番：WK-L01-3

備考▶デカヨーロピ用スペアレンズセット

￥900

ウインカーLED化キット

287 23W
288 23W

クリア
オレンジ

品番：WK-G18-1
品番：WK-G18-2

￥60

備考▶12V/23W

Z400FX E1-E3 LED10発セット

283
421
422
423

ウインカーステー メッキ
ウインカーステー ブラック
ショートウインカーステー メッキ
ショートウインカーステー ブラック

備考▶アルミ製汎用ウインカーステー

ホワイト
ブルー
ピンク
レッド

品番：LED-E1-01
品番：LED-E1-02
品番：LED-E1-03
品番：LED-E1-04

￥3,400

備考▶Ba9s規格

Z400FX E4 LED10発セット
276
277
278
279
280
281

2ピン シングル球4個
2ピン S球2個+D球2個
2ピン ダブル球4個
3ピン シングル球4個
3ピン S球2個+D球2個
3ピン ダブル球4個

備考▶LEDリレーとLED電球のセット

品番：GK-SET-ZEP
品番：GK-SET-KAI
品番：GK-SET-FX
品番：GK-SET-ZEP
品番：GK-SET-KAI
品番：GK-SET-FX

￥3,300

￥250

LEDメーター球
321 T5

315
316
317
404

品番：WK-ST01
品番：WK-ST01BK
品番：WK-ST02
品番：WK-ST02BK

284 LEDウインカーリレー
285 LEDウインカーリレー

LEDテール球 S25
1発

322 T10

323 Ba9s

1発

1発

品番：LED-T5

￥150

品番：LED-T10

￥360

品番：LED-B9

￥360

ホワイト
ブルー
ピンク
レッド

324 ダブル
325 ダブル

ホワイト50SMD
レッド50SMD

備考▶T10規格

￥3,400

328 フラッシュ
329 フラッシュ

￥1,000

ホワイト
レッド

品番：LED-S25FL-01
品番：LED-S25FL-02

￥1,500

備考▶S25/G18規格に適合

汎用スターターリレー
470 丸型
471 角形

419 シングル オレンジ
品番：LED-S2550-S-OR

420 ダブル オレンジ
品番：LED-S2550-D-OR
備考▶S25/G18規格に適合

品番：LED-S2550-01
品番：LED-S2550-02

備考▶S25/G18規格に適合

LEDウインカー球 S25 50SMD

品番：LED-E4-01
品番：LED-E4-02
品番：LED-E4-03
品番：LED-E4-04

￥700

備考▶LED・ハロゲン共に使えるリレーです。

418 シングル ホワイト
品番：LED-S2550-S-WH
318
319
320
405

2ピン 品番：WK-RL2P
3ピン 品番：WK-RLCF13

￥1,000

備考▶470→Z400FX/ゼファー等

品番：ST-RELAY01
品番：ST-RELAY02

￥2,500/471￥2,500

470

汎用フロントブレーキスイッチ
476 品番：BRK-SWT

備考▶幅広い車種に使用可能です。ゼファー等

￥800

マフラー・ハンドル・ワイヤー｜Muﬄer / Handle / Wire
マフラーガスケット

マフラーガスケット32ミリ

インナーバッフル

163 品番：GK-M-32

￥100

備考▶32x25ミリ

マフラーガスケット39ミリ

￥100

￥100

コンドルハンドル

フランジナット8ｍｍ ショート
301 品番：AC-FNT01

302 品番：AC-FNT01

444 ゴールド

￥150

品番：AC-FNTGLD01

備考▶長さ21ミリ

ハンドルグリップ

※装着イメージ

￥8,000

備考▶ステンレス製/高さ約14ｃｍ/Φ22.2

クラッチアジャスター

388 大

品番：CLTCH-ADJ-L

備考▶M8ネジ

品番：GP-8P-1
品番：GP-8P-2

￥900
FX純正グリップ
149 黒色

品番：HDL-CP01-1
品番：HDL-CP01-2
品番：HDL-CP01-3

角型ミラー

品番：GP-FX-1

※装着イメージ

220 ブラック
221 メッキ

￥2,500

備考▶Φ22.2ハンドル用/非貫通/Z400FX初期型復刻

￥900

品番：MRR-KAK-1
品番：MRR-KAK-2

￥1,500

備考▶10ミリ正ネジ

パイプハンドル

389 小

￥300

439 黄色
440 黒色

※装着イメージ

備考▶Φ22.2ハンドル用/ネジ穴ピッチ34ミリ

角型ミラー

￥900

備考▶Φ22.2ハンドル用/非貫通

144 黒×銀
145 メッキ
146 ブラッククローム

￥1,600

備考▶Φ22.2ハンドル用

八角グリップ

146

アルフィンハンドルクランプ

304 品番：LVR-CLT

品番：GP-T01-1
品番：GP-T01-2

備考▶Φ22.2ハンドル用/非貫通
144

品番：HDL-C01-1
品番：HDL-C01-2
品番：HDL-C01-3

￥150

たる型生ゴム
147 黄色
148 黒色

132 メッキ
133 黒メッキ
134 黒

クラッチホルダーAssy

フランジナット6ｍｍ ショート

アルフィンハンドルクランプ

コンドルハンドル

￥3,200

￥150

備考▶長さ32ミリ

298 品番：STADBOLT-6x45

145

備考▶シングルディスク用/ブレーキスイッチ付/Φ22.2

フランジナット8ｍｍ ロング

スタッドボルト 6ｘ45
備考▶径6mm・4本セット/Z400FX/Z1/Z2可

￥150

備考▶長さ18ミリ

￥3,600

備考▶Φ70ショート管用/パイプ内径26ミリ/3枚蓋

165 品番：GK-M-45

備考▶45x37ミリ

￥3,000

297 品番：SLC-S3

マフラーガスケット45ミリ

￥150

備考▶長さ30ミリ

インナーバッフル S3

164 品番：GK-M-39

備考▶39x32ミリ

300 品番：AC-FNT01

296 品番：SLC-S2

備考▶Φ70ショート管用/パイプ内径26ミリ

303 品番：LVR-BRK

￥150

フランジナット6ｍｍ ロング

インナーバッフル S2

478 品番：GK-M-38

￥100

299 品番：AC-FNT01

備考▶長さ21ミリ

￥3,000

備考▶Φ70ショート管用/パイプ内径23ミリ

別体マスター 1/2メッキ

フランジナット6ｍｍ ショート

295 品番：SLC-S1

マフラーガスケット38ミリ
備考▶38x30ミリ

フランジナット

インナーバッフル S1

品番：CLTCH-ADJ-L

￥250

Z2カットしぼり10センチ
135 品番：HDL-P01

備考▶幅58cm/高さ10cm

汎用スロットルカラー

￥2,500

Z2カットしぼり7センチ

YBしぼり15センチ

136 品番：HDL-P02

備考▶幅57cm/高さ7cm

￥2,500

137 品番：HDL-P03

備考▶幅64cm/高さ15cm

￥2,500

FXしぼり8センチ

FXしぼり10センチ

138 品番：HDL-P04

備考▶幅63cm/高さ8cm

￥2,500

139 品番：HDL-P05

備考▶幅64cm/高さ10cm

￥2,500

151 品番：GP-COLOR

FXしぼり15センチ

￥900

備考▶
備考▶Φ22.2ハンドル用/ゼファー適合

140 品番：HDL-P06

備考▶幅61cm/高さ15cm

￥2,500

YB限界しぼり20センチ
141 品番：HDL-P07

備考▶幅60cm/高さ20cm

鬼ウイリー8センチ

￥2,500

142 品番：HDL-P08

備考▶幅60cm/高さ8cm

￥2,500

レトロGP4センチ
143 メッキ
436 黒

品番：HDL-P09
品番：HDL-P09BK

備考▶幅66cm/高さ4cm

￥2,500

ヴィンテージZ
437 メッキ
438 黒

品番：HDL-P10
品番：HDL-P10BK

備考▶幅73cm/高さ13cm

￥2,500

ワイヤー

ゼファー400アクセルワイヤー
101 標準長さ
102 ＋10ｃｍ
103 ＋20ｃｍ

品番：WR-A01-1
品番：WR-A01-2
品番：WR-A01-3

備考▶ステンインナー/ZEP750/ZRX可

￥2,000

Z400FXクラッチワイヤー
119
120
121
456

標準長さ
＋10ｃｍ
＋15ｃｍ
＋25ｃｍ

備考▶Z1/Z2に使用可能

品番：WR-C02-1
品番：WR-C02-2
品番：WR-C02-3
品番：WR-C02-4

￥1,500

ゼファー400クラッチワイヤー
104 標準長さ
105 ＋10ｃｍ
106 ＋20ｃｍ

品番：WR-C01-1
品番：WR-C01-2
品番：WR-C01-3

￥1,500

備考▶ステンインナー/ZEP750可

ゼファーワイヤーセット
122 標準長さ
123 ＋10ｃｍ
124 ＋20ｃｍ

品番：122set
品番：123set
品番：124set

備考▶アクセル＋クラッチ＋チョーク

￥4,800

ZRX400クラッチワイヤー
109 ＋20ｃｍ
110 ＋30ｃｍ
111 ＋40ｃｍ

備考▶ステンインナー

FXワイヤーセット
125
126
127
479

標準長さ
＋10ｃｍ
＋15ｃｍ
＋25ｃｍ

備考▶アクセル＋クラッチ

品番：WR-C03-3
品番：WR-C03-4
品番：WR-C03-5

￥1,500

品番：125set
品番：126set
品番：127set
品番：479set

￥2,900

ゼファー400チョークワイヤー
112 標準長さ
113 ＋10ｃｍ
114 ＋20ｃｍ

品番：WR-CH01-1
品番：WR-CH01-2
品番：WR-CH01-3

備考▶ステンインナー/ZEP750/ZRX可

￥1,500

スピードメーターワイヤー
128 黒

品番：WR-S01

129 メッシュ

品番：WR-S02

備考▶アウター約930ミリ

￥1,200
￥1,600

Z400FXアクセルワイヤー
115
116
117
118

標準長さ
＋10ｃｍ
＋15ｃｍ
＋25ｃｍ

品番：WR-A02-1
品番：WR-A02-2
品番：WR-A02-3
品番：WR-A02-4

備考▶+10cm→Z1/Z2の+3cmに互換使用可能

￥1,500

タコメーターワイヤー
130 黒

品番：WR-T01

131 メッシュ

品番：WR-T02

備考▶アウター約600ミリ

￥1,200
￥1,600

｜エンジン・駆動系・工具

Engine / Drive Train / Tool
ガスケット

ゼファー400
ヘッドカバーガスケット

ZR400オイルパンGK
153 品番：GK-E-OP01

￥800

備考▶Z400FX/ゼファー400/GPZ400F等

￥500

158 品番：GK-E-HD02

ZR400ポイントカバーGK

160 ゼファー400
161 ゼファーχ
162 Z400FX

アルフィンオイルフィラーキャップ

￥500

備考▶Z400FX/ゼファー400/GPZ400F等

スポーク

360

￥1,500
その他パーツ

工具・その他

￥1,200

Z400FX-E1リヤスプロケ

380 黒
381 ゴールド

備考▶クロムメッキ仕上げ F36本/R36本

￥5,200/セット￥10,000

各

Z1Z2スポーク

467 シルバー
468 メッキ
469 黒メッキ

備考▶キャップ＋ホースのセット

￥3,500

￥2,500

バンジョーボルト

363 品番：TOOL-TP01

￥2,500
ショックドライバー
365 品番：TOOL-SHOCK01

￥1,400

371 品番：BANJO-M10S

469

品番：BRZ-PIPE-01
品番：BRZ-PIPE-02
品番：BRZ-PIPE-03

￥850

タップダイス 40PCS セット

品番：SPROCKET-FXE1-BK
品番：SPROCKET-FXE1-GLD

備考▶40丁

品番：SPK-Z01
458 フロント
品番：SPK-Z02
459 リヤ
457 前後セット 品番：SPK-Z03
468

￥3,000

チェーンカッター

備考▶420/428/520/525/530に対応

CB400Fスポーク

品番：SPK-400F01
166 フロント
品番：SPK-400F02
167 リヤ
382 前後セット 品番：382set

汎用ブリーザーパイプキット

467

備考▶ゼファー400/χG1-G4/Z400FX/GPZ400F等

362 品番：TOOL-CH01

品番：OIL-CP01-1
品番：OIL-CP01-2
品番：OIL-CP01-3

備考▶M30xP1.5

クラッチ盤セット
152 品番：CLTCH-ZEP

361

359 銀色
360 メッキ
361 黒メッキ

￥800

159 品番：GK-E-HD03

156 品番：GK-E-GC01

￥3,800/161￥4,000/162￥4,000

441 品番：GK-E-CLND

備考▶純正品番11009-1059/11009-1169互換

Z400FX
ヘッドカバーガスケット

ZR400ジェネレーターカバーGK

160

359

￥300

備考▶Z400FX/ゼファー400/GPZ400F等

品番：GK-SET-ZEP
品番：GK-SET-KAI
品番：GK-SET-FX

ZR400
シリンダーガスケット

￥2,100 クラッチ盤

155 品番：GK-E-PC01

￥100

備考▶純正品番11009-1858互換

ゼファーχ
ヘッドカバーガスケット

154 品番：GK-E-CL01

ガスケットセット

427 品番：GK-E-TS

￥1,900

ZR400クラッチカバーGK
備考▶Z400FX/ゼファー400/GPZ400F等

ゼファー
テンショナーガスケット

157 品番：GK-E-HD01

CHERRYライター
446 品番：LIGHTER-1

備考▶クロムメッキ仕上げ F40本/R40本

￥5,000/セット￥10,000

各

■ご注文方法

備考▶シングルバンジョー/M10xP1.25

￥250

￥200

■お支払い方法

【インターネットでのご注文】

ご注文の際に下記よりご希望のお支払方法をお申し付けください。

【代金引換】←最速発送（営業日の午後 3 時までの注文で当日出荷）

●ホームページにてご注文いただけます。必要事項を記入の上、送信してください。

●商品代金をお受け取りの際に配達員へお支払いください。
●送料とは別に代引手数料が必要になります。

合計額が 10,000 円未満→324 円｜〜 30,000 円→432 円｜〜 100,000 円→648 円｜〜 300,000 円→1,080 円

【お電話でのご注文】

【銀行振込】

●商品購入をご希望の旨をご連絡ください。
●弊社担当へご希望の商品（商品タイトル先頭の 3 ケタの番号・品名・数量）および送り先のお名前・郵便番
号・ご住所・電話番号をお伝えください。

●指定の銀行口座へご注文時にお伝えする金額をお振込みください。ご入金の確認ができ次第商品を発送いた
します。振込手数料はお客様にてご負担をお願いします。

電話 0533-86-3930
【FAX

でのご注文】

●弊社が発行する FAX オーダーシートにご希望の商品（商品タイトル先頭の 3 ケタの番号・品名・数量）およ
び送り先のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号を記載のうえ FAX を送信してください。

■返品および交換
●商品が到着しましたら、必ず商品および数量・金額に間違いがないかご確認ください。発送ミスや不良品、

●オーダーシートが手元にない、もしくは数量が多くておさまらない場合には通常の A4 ペーパーでご注文い
ただくことも可能です。

破損等がございましたら、到着より一週間以内にご連絡をお願いします。弊社のミスによる返品、交換の際
の送料は弊社負担といたします。

●社判での注文も可能ですが、文字が極端に小さい・インク滲みにより読めないことがございます。

●商品到着後、弊社のミスや不良品以外でお客様都合による返品は一切お受けいたしません。

郵便番号・番地・電話番号など重要な情報は手書きで追記をお願いいたします。

●返品および交換は原則的に未使用品に限ります。

FAX 0533-56-8093

●注文時に「返品不可」の告知がある商品に関しましては返品には対応いたしません。
●購入から長期間経過している場合は商品状態や未開封に関わらず返品には対応いたしません。

■商品の発送・お届けについて
●営業日の午後 3 時までに代金引換にてご注文をいただいた商品は即日発送いたします。

■その他 / ご注意

●銀行振込をご希望で午後 3 時までにご入金が確認できない場合は翌営業日の発送となります。

●掲載商品の価格はすべて税抜表記です。

●お受けしたご注文の中に在庫切れの商品がある場合には、一度弊社担当よりその胸のご連絡を差し上げます。

●為替相場の変動により予告なく商品価格を変更する場合がございます。

その際発送に関しては一旦ストップさせて頂きますのでご了承ください。

●商品のデザインや仕様は予告なく変更する場合がございます。また、予告なく商品を廃盤とさせていただく

●宅配業者はヤマトのみになります。

場合もございます。
●印刷の都合上、掲載の写真と実際の商品の色が異なる場合がございます。

■送料について

●ご注文いただく際にお客様に伺ったお名前、ご住所、電話番号に不備があり、弊社からお客様にご連絡が取
れない場合、ご注文を取り消させていただく場合がございます。

●1 発送 1 個口ごとに 600 円となります。（北海道・沖縄・離島は金額が異なります）

●掲載の商品には一部競技用パーツも含まれています。これらのパーツは公道ではご使用いただけませんので

●一回のご注文の商品代金が 5000 円（税抜）以上の場合、送料は弊社負担とさせていただきます。

ご確認のうえご購入ください。詳しくは弊社担当まで遅い合わせください。

（北海道・沖縄・離島を除く）
●お支払方法により別途代引手数料、銀行振込手数料等が必要です。
●小型の商品は DM 便（一律 160 円）での配送が可能です。
詳しくはご注文時に弊社担当までお問い合わせください。

CHERRY（株式会社 FTC）
〒442-0019

愛知県豊川市東名町 1 丁目 80 番地

TEL 0533-86-3930

FTC 配送センター

FAX 0533-56-8093

電話受付時間 /10:00 〜 16:00 定休日 / 土日祝日・その他臨時休業あり
E メール info@moto-cherry.ocnk.net
ホームページ http://moto-cherry.ocnk.net/

