CBR250R（MC41）カスタムパーツ一覧
CBR250R（MC41）CUSTOMIZE PARTS

全てのユーザーに走る楽しさを

ツーリング・日常快適グッズ

より快適に、より便利に。
タンデムバックレスト

ヘルメットホルダー

パッセンジャーの快適性を高めるグラブバー付きタンデムバックレ
スト。シルバー（電解研磨仕上げ）とブラック（粉体焼付塗装）の 2
種類をラインナップ。
●汎用ディンプルメッシュパッド採用
●グラブバーパイプ：φ 25.4/ ステンレス製
●パッドサイズ（高さ×幅×奥行き）：90 × 310 × 100mm
※ノーマルグラブバー使用不可

左側タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い
勝手を向上させます。
●キー 2 ヶ付属
●プレート：スチール製
ブラック

シルバー

クローム

ブラック

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

シルバー（電解研磨仕上げ）

652-1818000

￥22,050 ￥21,000

ブラック（粉体焼付塗装）

652-1818200

￥22,050 ￥21,000

CBR250R CUSTOMIZE PARTS

FRAMES

FRAMES

仕様

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

ブラック

564-1818100

￥3,129

￥2,980

クロームメッキ

564-1818110

￥3,129

￥2,980

※商品は予告無く変更する場合があります。
※商品データは 2012 年 6 月現在のデータです。
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フロントフェンダー

専用設計のショートフロントフェンダーです。
●綾織カーボン製 ●ショートタイプ

ドレスアップパーツ

フェンダーレス KIT

EXTERIORS

スタイリッシュに、スポーティーに。
他とは違うオンリーワンスタイル。

シャープなフォルムでリヤビューをスッキリ軽快に演出するフェン
ダーレス KIT。シンプルな構造で軽量化を実現。
●純正ライセンス照明＆ウインカー使用 ●リフレクター付属
●スチール製 / ブラック

キタコ商品コード NO,

691-1818000

税込価格 本体価格

￥7,140

￥6,800

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

680-1818700

￥24,150 ￥23,000

リヤフェンダー

ノーマルフェンダーと交換するタイプのリヤフェンダーです。スポー
ティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。
●綾織カーボン製
※ ABS 車は ABS ユニットボックスに干渉するため使用不可

EXTERIORS

FRAMES

仕様

仕様

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

リア

681-1818700

￥23,100 ￥22,000

タンクカバー

ライディングジャケットのジッパー等によるタンクの傷付きを防ぐ
タンクパッド。ドレスアップにも最適。
●綾織カーボン製 ●両面テープ貼付装着

EXTERIORS

CBR250R CUSTOMIZE PARTS

仕様

キタコ商品コード NO,

692-1818000

税込価格 本体価格

￥5,985

￥5,700

※商品は予告無く変更する場合があります。
※商品データは 2012 年 6 月現在のデータです。
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スタイリッシュに、スポーティーに。
他とは違うオンリーワンスタイル。

ドレスアップパーツ

マスターシリンダーガード

転倒時にダメージを受けやすいマスターシリンダーをしっかりガー
ド、スタイリッシュに飾ります。
●アルミ製 / アルマイト仕上げ
ブラック

ゴールド

バーエンドキャップ

シルバー

ポリッシュ仕上げ

チタンコーティング

キタコ商品コード NO,

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

ブラック

500-1818900

￥1,995

￥1,900

ゴールド

500-1818910

￥1,995

￥1,900

シルバー

500-1818930

￥1,995

￥1,900

ウインカーレンズ SET

DLC

（ダイヤモンドライクカーボン）

ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。
●スモーク ●左右 1SET（前後共通） ●ノーマル交換タイプ
※ウインカー球はノーマルを再使用
※車両 1 台分は 2SET 必要です。

税込価格 本体価格

ポリッシュ仕上げ

506-1818110

￥4,410

￥4,200

チタンコーティング

506-1818120

￥6,090

￥5,800

DLC

506-1818130

￥6,510

￥6,200

アルミマスターキャップ

マスターシリンダーのリザーバーキャップをドレスアップ。

LIGHT

HANDLE PARTS

仕様

HANDLE PARTS

ビジュアル性と耐候性を兼ね備えたバーエンドキャップ。
●ステンレス削り出し ●左右 1SET
●外径：34.0mm 長さ：31.0mm ●重量：ノーマル同等
●ステンレスキャップボルト付属

仕様

キタコ商品コード NO,

807-18180000

税込価格 本体価格

￥1,890

￥1,800

HANDLE PARTS

●アルミ削り出し製 / シルバーア
ルマイト仕上げ
● 1 ケ販売

仕様

キタコ商品コード NO,

500-1805110

CBR250R CUSTOMIZE PARTS

税込価格 本体価格

￥3,990

￥3,800

※商品は予告無く変更する場合があります。
※商品データは 2012 年 6 月現在のデータです。
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スタイルを一新。
操作性を向上させるフレーム・ブレーキパーツ。

ボディ系＆ブレーキパーツ

ステンメッシュブレーキホース

ダイレクトなブレーキタッチと優れた耐久性を誇るブレーキホース。
●全長：フロント 708mm リヤ 619mm
※ ABS 車は使用不可

エンジンスラーダー

BRAKES

万が一の転倒時にクラッチカバーとジェネレーターカバーをしっか
りガード。アルミ削り出しベースとブラックスライダーが高級感と
スポーティー感を演出。
●ベース：アルミ削り出し製 / シルバーアルマイト
スライダー：ジュラコン製
●プロテクターサイズ ・プレーンタイプ：φ 55 × 15
・コーンタイプ：φ 54 × 40
●左右 1SET

※画像はイメージ
仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

フロント

773-1818100

￥8,190

￥7,800

リヤ

773-1818200

￥8,190

￥7,800

プレーン type

プレーン type（L）

コーン type

コーン type（R）

ローダウンリンク KIT

小柄な体型の方に最適なローダウンリンク KIT です。シート高を低
くして足つき性を改善します。
●スチール製 / ブラック ●ベアリング、オイルシール組込済
●約 20mm ローダウン
※サイドスタンドを使用すると車体の傾斜角度がノーマルと比べて
変わりますので、駐車の際には車体が安定している事を確認して
下さい。

ノーマル状態

ローダウンリンク KIT 装着

FRAMES

シート高約 20ｍｍダウンで足着き性を改善！

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

プレーンタイプ

553-1818000

￥24,150 ￥23,000

コーンタイプ

553-1818100

￥23,100 ￥22,000

身長 167cm

FRAMES

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

528-1818000

￥15,540 ￥14,800

CBR250R CUSTOMIZE PARTS

※商品は予告無く変更する場合があります。
※商品データは 2012 年 6 月現在のデータです。
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エキゾーストマフラーガスケット

マフラー交換の際、必要になるマフラーガスケットです。排気漏れを
防ぐため、マフラー脱着時には新品と交換することをオススメします。
● 2 ヶ 1SET

補修パーツ

EXHAUST

日々のメンテナンスに。
消耗部品を多数ラインナップ。
オイルエレメント

390-1000050

税込価格 本体価格

￥787

税込価格 本体価格

￥735

￥700

●純正品番：18392-MK4-000
●φ 44.3 ×φ 38.3 × 24.5mm

￥750

ドライブスプロケット（フロント）

EXHAUST

ENGINE PARTS

FH-5

963-1000020

エキゾーストパイプとサイレンサーの接合部分の排気漏れを防ぎ、
マフラーの性能をフルに発揮させます。排気漏れを防ぐため、マフ
ラー脱着時には新品と交換することをオススメします。

●ホンダ純正品番
15410-KF0-315 15412-KF0-035
05412-KF0-315 15412-KL3-670
15412-KF0-020 15412-KF0-010

キタコ商品コード NO,

キタコ商品コード NO,

XH-20

マフラージョイントガスケット

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約 6000km に 1 度、ま
たはオイル交換 2 回に 1 度が目安です。

仕様

仕様

軽量かつ高い耐久性を誇る S45C（高炭素鋼）を使用したスプロケッ
ト。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。

仕様

キタコ商品コード NO,

JPH-5

973-1000005

税込価格 本体価格

￥1,029

￥980

SBS ブレーキパッド

DRIVELINE MANUAL

627HF/HS/RS/DC

● 520 サイズ
●ノーマル丁数：14T
※スプロケットは消耗品です。一般走行
時目安として約 1000km 走行ごとに
スプロケットの点検を行って下さい。

HF：セラミックパッド
HS：シンターメタルパッド
RS：シンターメタルパッド
DC：デュアルカーボンパッド
●フロント用 ※ ABS 車不可
※画像は HF

仕様

キタコ商品コード NO,

13T

530-1818013

仕様

税込価格 本体価格

￥2,100

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

￥2,000

627HF（ストリート）

777-0627000

￥3,465

￥3,300

777-0627020

￥4,200

￥4,000

14T（ノーマル丁数）

530-1818014

￥2,205

￥2,100

627HS（ストリートエクセル）

15T

530-1818015

￥2,310

￥2,200

627RS（レーシングシンター）

777-0627088

￥6,510

￥6,200

627DC（レーシングデュアルカーボン）

777-0627081

￥6,090

￥5,800

ドリブンスプロケット（リヤ）

828HF/HS

高い耐久性を誇るクロモリ高張力鋼を使用。細やかなセッティング
を可能にするため豊富な歯数を取り揃えています。

HF：セラミックパッド
HS：シンターメタルパッド
●フロント用 ● ABS 車専用

● 520 サイズ
●ノーマル丁数：38T
※スプロケットは消耗品です。一般走行
時目安として約 1000km 走行ごとに
スプロケットの点検を行って下さい。

※画像は HF

仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

36T

535-1818036

￥0,000

￥0,000

37T

535-1818037

￥0,000

￥0,000

38T（ノーマル丁数）

535-1818038

￥3,465

￥3,300

39T

535-1818039

￥3,675

￥3,500

40T

535-1818040

￥3,780

￥3,600

41T

535-1818041

￥3,885

￥3,700

※スプロケット交換時の注意！
ノーマル丁数以外を使用して減速比を変えるとスピードメーター表示の誤差
が発生しますので、レースでの使用をお奨めします。
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キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

828HF（ストリート）

777-0828000

￥4,620

￥4,400

828HS（ストリートエクセル）

777-0828020

￥5,250

￥5,000

881HF/LS
HF：セラミックパッド
LS：シンターメタルパッド
●リヤ用 ●全車種対応

BRAKES

DRIVELINE MANUAL

仕様

※画像は HF
仕様

キタコ商品コード NO,

税込価格 本体価格

881HF（ストリート）

777-0881000

￥3,780

￥3,600

881LS（ストリートエクセル）

777-0881030

￥5,040

￥4,800

※商品は予告無く変更する場合があります。
※商品データは 2012 年 6 月現在のデータです。

