
品番 部品名 定価 販売価格以外の変更点
10001 ペイント済タンクセット（火の玉） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10002 ペイント済タンクセット（イエローボール） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10003 ペイント済タンクセット（黄タイガー） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10004 ペイント済タンクセット（青玉虫） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10005 ペイント済タンクセット（茶玉虫） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10006 ペイント済タンクセット（赤タイガー） ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10007 タンクセット（カーボン） 販売終了
10008 タンクセットペイントベース ¥56,000
10009 ペイント済タンクセット　ソリッドブラック ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
10010 タンク（ＦＲＰ） 販売終了
10011 タンク（カーボン）タンクキャップ付 販売終了
10012 タンクカバー（カーボン） 販売終了
10034 タンクエンブレム（後期型） ¥5,000
10040 リアフェンダー（メッキ） ¥20,000
10047 Ｚ1コーションステッカー ¥1,400
10949 Z1タンクセット　メタリックブラック ¥125,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11052 ＬＴＤフロントフェンダー　　　 ¥16,000
11053 ＬＴＤリアフェンダー ¥18,000
11092 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　火の玉 ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11093 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　イエローボール ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11094 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　黄タイガー ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11095 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　青玉虫 ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11096 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　茶玉虫 ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11097 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　赤タイガー ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11098 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　ブラックメタリック ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
11099 Ｚ１　エアプレーンタンクセット　ソリッドブラック ¥120,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
13152 Ｈ２センタースタンド ¥14,000
13153 H2キャリパーパイプ（左） ¥2,400
13154 H2キャリパーパイプ（右） ¥2,400
14051 タマゴ型ウインカー ¥3,000
14051 タマゴ型ウインカー ¥3,000
17010 スチールタンクSet（火の玉・鉄タンク）ゼファー400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17011 スチールタンクSet（火の玉・鉄タンク）　ゼファーX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17012 スチールタンクSet（ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙ・鉄ﾀﾝｸ）ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17013 スチールタンクSet（ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙ・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17014 スチールタンクSet（黄タイガー・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17015 スチールタンクSet（黄タイガー・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17016 スチールタンクSet（赤タイガー・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17017 スチールタンクSet（赤タイガー・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17018 スチールタンクSet（青玉虫・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17019 スチールタンクSet（青玉虫・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17020 スチールタンクSet（茶玉虫・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17021 スチールタンクSet（茶玉虫・鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰX用 ¥158,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17022 スチールタンクSet（ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄ﾀﾝｸ）ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥98,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17023 スチールタンクSet（ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄タンク）ｾﾞﾌｧｰX用 ¥98,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17024 ｾﾞﾌｧｰ400　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸ ¥61,000
17036 ｾﾞﾌｧｰ400　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ（ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用） ¥98,000 エンブレム別売り
17037 スチールタンクＳｅｔ（火の玉）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用400 ¥158,000 エンブレム別売り
17038 スチールタンクＳｅｔ（イエローボール）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥158,000 エンブレム別売り
17039 スチールタンクＳｅｔ（黄タイガー）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥158,000 エンブレム別売り
17040 スチールタンクＳｅｔ（赤タイガー）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥158,000 エンブレム別売り



17041 スチールタンクＳｅｔ（青玉虫）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥158,000 エンブレム別売り
17042 スチールタンクＳｅｔ（茶玉虫）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥158,000 エンブレム別売り
17043 スチールタンクＳｅｔ（ソリッドブラック）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥153,000 エンブレム別売り
17044 ｾﾞﾌｧｰ400　スチールタンク（ノーマルタンクキャップ対応） ¥61,000
17045 ｾﾞﾌｧｰ400　Z2タイプフロントフェンダー ¥18,000
17046 スチールタンクＳｅｔ（火の玉）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ｾﾞﾌｧｰ400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17047 スチールタンクＳｅｔ（イエローボール）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ゼファー400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17048 スチールタンクＳｅｔ（黄タイガー）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用　ゼファー400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17049 スチールタンクＳｅｔ（赤タイガー）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用　ゼファー400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17050 スチールタンクＳｅｔ（青玉虫）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用　ゼファー400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17051 スチールタンクＳｅｔ（茶玉虫）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用　ゼファー400χ ¥158,000 エンブレム別売り
17052 スチールタンクＳｅｔ（ソリッドブラック）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用　ゼファー400χ ¥153,000 エンブレム別売り
17053 スチールタンクSet（ソリッドブラック・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥153,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17054 スチールタンクSet（ソリッドブラック・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰχ用 ¥153,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17055 スチールタンクSet（ブラックメタリック・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰ400用 ¥153,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17056 スチールタンクSet（ブラックメタリック・Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用鉄タンク）　ｾﾞﾌｧｰχ用 ¥153,000 ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみ付属。エンブレム別売り
17057 スチールタンクＳｅｔ（ブラックメタリック）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ｾﾞﾌｧｰ400 ¥153,000 エンブレム別売り
17058 スチールタンクＳｅｔ（ブラックメタリック）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用ゼファー400χ ¥153,000 エンブレム別売り
17059 ｾﾞﾌｧｰχ　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ（ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用） ¥98,000 エンブレム別売り
17062 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸ(ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ付） ¥61,000
17063 ｾﾞﾌｧｰ400/χ　FXﾀｲﾌﾟｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ右 ¥6,000
17064 ｾﾞﾌｧｰ400/χ　FXﾀｲﾌﾟｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左 ¥6,000
17065 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾃｰﾙｶｳﾙ　 ¥12,000
17066 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型タイプ ¥20,000
17067 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾃｰﾙｶｳﾙ　 ¥12,000
17070 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　Ⅳ型ﾀｲﾌﾟ ¥20,000
17071 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　タックロールタイプ ¥20,000
17072 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型タイプ ¥20,000
17073 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　Ⅳ型ﾀｲﾌﾟ ¥20,000
17074 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ用ｼｰﾄASSY　タックロールタイプ ¥20,000
17076 ｾﾞﾌｧｰ400/χ　フロントフェンダー（鉄製）メッキ ¥18,000
17090 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17066） ¥110,000 赤テールランプ付
17091 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17070） ¥110,000 赤テールランプ付
17092 ｾﾞﾌｧｰ400　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17071） ¥110,000 赤テールランプ付
17093 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17072） ¥110,000 赤テールランプ付
17094 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17073） ¥110,000 赤テールランプ付
17095 ｾﾞﾌｧｰχ　FXﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用）ﾀﾝｸ、ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ左右、ﾃｰﾙｶｳﾙ、ﾌｪﾝﾀﾞｰﾚｽｷｯﾄ、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ、ｼｰﾄASSY（17074） ¥110,000 赤テールランプ付
17100 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）前期タイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17101 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）後期タイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17102 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）タックロールタイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17103 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）前期タイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17104 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）後期タイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17105 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　ファイアークラッカーレッド（赤単色）タックロールタイプシート付 ¥158,000 赤テールランプ付
17110 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17111 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17112 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17113 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17114 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17115 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　前期エボニー（黒+黄／金ライン：通称タイガーカラー）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17120 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17121 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付



17122 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17123 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17124 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17125 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　後期エボニー（黒+ピンストライプ）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17130 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17131 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17132 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17133 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17134 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17135 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E1　メタリッククリスタルシルバー（銀+赤/紺ライン）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17140 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17141 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17142 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17143 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17144 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17145 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ファイアクラッカーレッド（赤+ピンストライブ)タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17150 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17151 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17152 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17153 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17154 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17155 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E2　ミッドナイトブルー（紺+ピンストライブ）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17160 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17161 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17162 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17163 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17164 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17165 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　エボニー（黒+ライン)タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17170 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17171 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17172 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17173 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）前期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17174 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）後期タイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17175 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E3　ムーンダストシルバー（銀+ライン）タックロールタイプシート付 ¥168,000 赤テールランプ付
17180 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17181 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17182 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17183 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17184 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17185 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ギャラクシーシルバー（銀+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17190 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17191 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17192 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17193 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17194 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17195 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4エボニー　（黒+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17200 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17201 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17202 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17203 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）前期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17204 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）後期タイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付



17205 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　ルミナスガンブルー（紺+ピンスト枠ライン）タックロールタイプシート付 ¥183,000 赤テールランプ付
17210 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）前期タイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17211 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）後期タイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17212 ｾﾞﾌｧｰ400　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）タックロールタイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17213 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）前期タイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17214 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E4　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）後期タイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17215 ｾﾞﾌｧｰχ　ペイント済FXタイプスチールタンクセット E5　グランプリスペシャルカラー（黒×赤）タックロールタイプシート付 ¥193,000 赤テールランプ付
17508 クラッチワイヤー ¥2,500
17609 タンクガイドダンパーセット ¥2,700
17611 クラッチワイヤー ¥2,500
19002 オイルフィルター ¥1,000
20002 カーボンタンクセット（火の玉） 販売終了
20003 カーボンタンクセット（黄タイガー） 販売終了
20004 カーボンタンクセット（青玉虫） 販売終了
20005 カーボンタンク 販売終了
20006 カーボンサイドカバー（右） 販売終了
20007 カーボンサイドカバー（左） 販売終了
20009 ＦＲＰタンク 販売終了
20010 ＦＲＰサイドカバー（右） 販売終了
20011 ＦＲＰサイドカバー（左） 販売終了
20015 フロントフェンダーＡ（鉄製） ¥18,000
20038 カーボンタンクセット（イエローボール） 販売終了
20039 カーボンタンクセット（茶玉虫） 販売終了
20040 ZEP750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（火の玉）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20041 ｾﾞﾌｧｰ750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙ）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20042 ｾﾞﾌｧｰ750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（黄ﾀｲｶﾞｰ）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20043 ｾﾞﾌｧｰ750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（赤ﾀｲｶﾞｰ）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20044 ｾﾞﾌｧｰ750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（青玉虫）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20045 ｾﾞﾌｧｰ750 Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（茶玉虫）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20046 ｾﾞﾌｧｰ750　Z2ﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ）Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ仕様 ¥98,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20049 ｾﾞﾌｧｰ750　ｽﾁｰﾙﾀﾝｸ（Z2ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ付） ¥70,000
20050 カーボンタンクＳｅｔ FX1（紺） 販売終了
20051 カーボンタンクＳｅｔ　FX１（ワイン） 販売終了
20052 FRPタンクＳｅｔ 販売終了
20054 フェンダーレスキット（FRP）ＦＸ外装用 販売終了
20066 スチールタンクＳｅｔ（ブラックメタリック・鉄タンク） ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20070 ｾﾞﾌｧｰ750　Z2タイプシートASSY ¥20,000
20072 ｾﾞﾌｧｰ750　カスタムシートASSY　タックロールタイプ ¥20,000
20073 ｾﾞﾌｧｰ750/1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰ　ﾗﾝﾌﾟ付き ¥28,000
20075 Z2ﾀｲﾌﾟﾘｱﾌｪﾝﾀﾞｰ　ﾗﾝﾌﾟ付きｸﾘｱｰ ¥28,000
20094 ｾﾞﾌｧｰ750　フューエルコックＡＳＳＹ（Ｃ１～Ｃ６） ¥6,800
20108 ｾﾞﾌｧｰ750　タンクセット　Ｄ１カラー　グリーン ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20109 ｾﾞﾌｧｰ750　タンクセット　Ｄ１カラー　ワイン ¥158,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20116 ｾﾞﾌｧｰ750　ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ鉄ﾀﾝｸ用 右　ABS ¥7,000
20117 ｾﾞﾌｧｰ750　ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ鉄ﾀﾝｸ用　左　ABS ¥7,000
20118 ｾﾞﾌｧｰ750　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ（ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用） ¥98,000 価格変更。付属品は別売り
20119 スチールタンクＳｅｔ（火の玉・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20120 スチールタンクＳｅｔ（イエローボール・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20121 スチールタンクＳｅｔ（黄タイガー・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20122 スチールタンクＳｅｔ（赤タイガー・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20123 スチールタンクＳｅｔ（青玉虫・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り



20124 スチールタンクＳｅｔ（茶玉虫・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20125 スチールタンクＳｅｔ（メタリックブラック・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20126 ｾﾞﾌｧｰ750　スチールタンク（ノーマルタンクキャップ対応） ¥70,000
20127 スチールタンクＳｅｔ（ソリッドブラック・鉄タンク）ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥153,000 価格変更。付属品は別売り
20128 スチールタンクＳｅｔ（ソリッドブラック・鉄タンク） ¥153,000 価格変更。付属品はﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟのみでエンブレムは別売り
20129 カーボンタンクセット（赤タイガー） 販売終了
20131 ｾﾞﾌｧｰ750用Z2ﾀｲﾌﾟ4本マフラー ¥150,000
20141 スチールタンクセット　Ｄ１カラー　グリーン　ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20142 スチールタンクセット　Ｄ１カラー　ワイン　ﾉｰﾏﾙﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ用 ¥158,000 価格変更。付属品は別売り
20170 ｾﾞﾌｧｰ750　FXﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ（STDｼｰﾄ） ¥140,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20171 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプスチールタンク（タンクキャップ付） ¥61,000
20172 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプサイドカバー　右　ABS製 ¥7,000
20173 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプサイドカバー　左　ABS製 ¥7,000
20174 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプテールカウル　ABS製 ¥16,000
20175 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプSTDシートASSY ¥25,000
20176 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプシートASSY　タックロール ¥25,000
20180 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプスチールタンクセット　紺色（STDシート） ¥198,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20181 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプスチールタンクセット　ワイン（STDシート） ¥198,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20182 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプスチールタンクセット　紺色（タックロールシート） ¥198,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20183 ｾﾞﾌｧｰ750　FXタイプスチールタンクセット　ワイン（タックロールシート） ¥198,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20184 ｾﾞﾌｧｰ750　FXﾀｲﾌﾟｽﾁｰﾙﾀﾝｸｾｯﾄ　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ（ﾀｯｸﾛｰﾙｼｰﾄ） ¥140,000 赤テールランプ、赤リフレクター付
20255 ノーマルタンク用サイドカバー(右）ABS ¥7,000 旧品番20013の代替え商品
20256 ノーマルタンク用サイドカバー(左）ABS ¥7,000 旧品番20014の代替え商品
21064 Ｗ６５０　タンク　赤 ¥95,000
21065 Ｗ６５０　タンク　青 ¥95,000
21066 Ｗ６５０　タンク　黒 ¥95,000
30001 カーボンタンクセット(火の玉） 販売終了
30002 カーボンタンクセット(タイガー） 販売終了
30003 カーボンタンクセット(青玉虫） 販売終了
30004 タンク　（FRP） 販売終了
30005 カーボンタンク 販売終了
30006 タンクセットサイドカバー右（FRP） 販売終了
30007 カーボンサイドカバー右 販売終了
30008 タンクセットサイドカバー左（FRP） 販売終了
30009 カーボンサイドカバー左 販売終了
30024 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰABS左 ¥7,000
30025 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰABS右 ¥7,000
30026 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z２ﾀｲﾌﾟﾃｰﾙｶｳﾙABS ¥14,000
30027 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸ ¥70,000
30028 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ（ﾍﾟｲﾝﾄ用） ¥98,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30029 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　火の玉 ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30030 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙ ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30031 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　黄ﾀｲｶﾞｰ ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30032 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　赤ﾀｲｶﾞｰ ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30033 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　青玉虫 ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30034 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　茶玉虫 ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30036 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ソリッドブラック ¥153,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30037 ｾﾞﾌｧｰ1100　Z2ﾀｲﾌﾟﾀﾝｸｾｯﾄ　ブラックメタリック ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30041 ｾﾞﾌｧｰ1100　タンクセット　Ｄ１カラー　グリーン ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30042 ｾﾞﾌｧｰ1100　タンクセット　Ｄ１カラー　ワイン ¥158,000 価格変更。付属品はタンクｽﾃｰのみ。エンブレム別売り
30050 ４本マフラー ¥150,000
30102 インシュレーターバンドセット ¥1,900
30107 リアハブダンパーＳＥＴ ¥6,000
40004 Ｄ１ＲＳタイプタンクセット(内プレスタンク)D1/Z1000用 ¥80,000



40077 ＲＳタイプペイント用タンクセットA4/A5/Four ¥80,000
40082 Ｚ１０００タイプシートASSY 販売終了
40092 Z1000A/Z750A4　シートレザー 販売終了
49043 ヨシムラカラータンクｓｅｔ　ステッカー付き ¥145,000 付属品の変更。タンクエンブレム別売り
60008 ＭＫ２ラインステッカーセット ¥11,000
60059 ＭＫ２タンクエンブレム ¥2,800
60060 スチールタンク ¥61,000
60060 スチールタンク ¥61,000
60075 Z1000MK2/Z750FX　タンクセット（ルミナスネイビーブルー） 140000
60076 Z1000MK2タンクセット（ルミナスダークレッド） 140000
60077 MK2タンクセット　Ａ４エボニー 140000
60078 MK2タンクセット　Ｈブラック 140000
60079 MK2タンクセット　ﾍﾟｲﾝﾄﾍﾞｰｽ 83000
70011 タンクエンブレム　ＫＡＷＡＳＡＫＩ　純正部品 ¥3,800
80002 GPZ900Rタイプアッパーカバー単体 ¥20,000
80007 Ｍｉｎｉｎｊａ　カウルステー ¥9,800
80008 GPZ900R　タイプタンクカバー ¥30,000
80017 スクリーン新型 ¥2,500
80020 GPZ1100Fタイプアッパーカバー ¥42,000
80021 GPZ1100Fタイプタンクカバー ¥58,000
80026 GPZ900Rタイプ外装ｓｅｔ（10点）ヘッドライト無 ¥98,000
80027 GPZ1100Fタイプ外装set（10点）ヘッドライト無 ¥148,000


