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油圧ディスクブレーキ 希望小売価格

新商品
価格変

更 品番 品名 （税抜） （8%税込）

油圧ディスクブレーキセット　MTシリーズ
○ ＭＴ８　(カーボテクチャーＳＬマスター・カーボンレバー・ストームSLローター・軽量ワンピースキャリパー） \45,000 \48,600
○ ＭＴ６　(カーボテクチャーＳＬマスター・アルミレバー・ストームSLローター・ワンピースキャリパー） \30,000 \32,400
○ ＭＴＳ　(カーボテクチャーマスター・アルミレバー・ストームSLローター・ワンピースキャリパー） \23,000 \24,840
○ ＭＴ４　(カーボテクチャーマスター・アルミレバー・ストームローター・ＢＡＴ付・ワンピースキャリパー） \22,000 \23,760

ＭＴ２　(カーボテクチャーマスター・アルミレバー・ストームローター・２ピースキャリパー） \14,000 \15,120

1セット＝1ホイール分（片側）。ブレーキセットにはローター、アダプターが含まれます。
対応取り付け台座/ローターサイズ は下記の組み合わせの中からお選び下さい。

ブレーキパッド
○ 724694 ブレーキパッド・MTブレーキ全種・パフォーマンス（Type 7.1) \2,900 \3,132
○ 724695 ブレーキパッド・MTブレーキ全種・パフォーマンス（Type 7.2) \2,900 \3,132

721418 ブレーキパッド・ルイース07~・マルタ09~・ｼﾞｭﾘｰHP・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ(Type6.1) \2,900 \3,132
721419 ブレーキパッド・ルイース07~・マルタ09~・ｼﾞｭﾘｰHP・ロングライフ(Type6.2) \2,900 \3,132
721340 ブレーキパッド・マルタ~08・パフォーマンス(Type5.1) \2,900 \3,132
721672 ブレーキパッド・マルタ~08・ロングライフ(Type5.2) \2,900 \3,132
721304 ブレーキパッド・ジュリー・パフォーマンス(Type4.1) \2,900 \3,132
721684 ブレーキパッド・ジュリー・ロングライフ(Type4.2) \2,900 \3,132
721324 ブレーキパッド・ルイース02~06/ｸﾗﾗ01~・パフォーマンス(Type3.1) \2,900 \3,132
721682 ブレーキパッド・ルイース02~06/ｸﾗﾗ01~・ロングライフ(Type3.2) \2,900 \3,132
721003 ブレーキパッド・ルイース~01/ｸﾗﾗ00・パフォーマンス(Type2.1) \2,900 \3,132
721056 ブレーキパッド・ルイース~01/ｸﾗﾗ00・ロングライフ(Type2.2) \2,900 \3,132

○ 721018 ブレーキパッド・グスタフ・ロングライフ(Type1.2) \3,200 \3,456
ディスクローター

724398 ストームローター・160mm \6,000 \6,480
724399 ストームローター・180mm \6,000 \6,480
724400 ストームローター・203mm \6,000 \6,480
724401 ストームSLローター・140mm \7,200 \7,776
724402 ストームSLローター・160mm \7,200 \7,776
724403 ストームSLローター・180mm \7,200 \7,776
724404 ストームSLローター・203mm \7,200 \7,776

○ 724494 センターロックアダプター・ストーム/ストームSL専用 \3,300 \3,564
オイルライン

○ 724697 オイルライン・MT（バンジョータイプ）・ブラック \5,300 \5,724
○ 724696 オイルライン・MT（バンジョータイプ）・ホワイト \5,300 \5,724
○ 722636 オイルライン・2500mm・ストレートコネクション・ブラック \4,600 \4,968
○ 724535 オイルライン・2500mm・ストレートコネクション・ホワイト \4,600 \4,968
○ 720824 オイルライン・2500mm・90度コネクション \5,800 \6,264

321227 オイルライン2.3m・リムブレーキ/ジュリー08 \1,400 \1,512
スモールパーツ

○ 724710 シフトミックス（Sram X-seriesシフト用クランプ） \5,300 \5,724
○ 724712 リモートミックス（リモコンレバー用クランプ） \2,700 \2,916
○ 724713S クランプナット・アルミ（1ヶ） \280 \302

724714S EBTスクリュー（1ヶ） \500 \540
オイル

○ 721631 ロイヤルオイル･1000ml. \5,800 \6,264
○ 721632 ロイヤルオイル･250ml. \2,700 \2,916

721630 ロイヤルオイル･100ml. \1,300 \1,404
ツール
★ 2700191 14サービスキット・オールブレーキ \5,800 \6,264

○ 724492 11プロブリードキット・オールブレーキ \7,000 \7,560
★ 2700033 MTブレーキレバー交換ツール \2,700 \2,916
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ＭＴ８ ● ● ● ● ●*2 ● 278g
ＭＴ６ ● ● ●*1 ● ● ● 310g
ＭＴS ● ● ● ● ● ● 320g
ＭＴ４ ● ● ● ● ● ● ● 330g
ＭＴ２ ● ● ● ● ● ● 345g

*1 肉抜き専用タイプ *2　軽量タイプ

クランプ

ブレーキ

付属ローター マスターボディー レバーブレード ホース連結形状 BAT

(パッドコン

タクト調整)

重量

キャリパー

●台座タイプ／ローターサイズ適合表
台座タイプ

203mm 180mm 160mm 140mm
フロント
インターナショナルStd ● ● ●
ポストマウント6" ● ● ●
ポストマウント7" ● ●
ポストマウント8" ●
Fox 40（横穴） ●
リア
インターナショナルStd ● ● ● ●*
ポストマウント6" ● ● ●*
ポストマウント5" ● ● ●*

*140mmローターはMT8・6・Sのみの設定となります。

ローターサイズ

*商品の仕様、価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

㈱エムシーインターナショナル
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油圧リムブレーキ 希望小売価格

新商品
価格変

更 品番 品名 （税抜） （8%税込）

油圧ディスクブレーキセット　RTシリーズ
TTバイク用レバー付きブレーキ

○ 141129 RT8TT 前後セット \77,000 \83,160
★ 2700255 RT8TT 片側　フロント用　オイルライン1000mm \45,000 \48,600
★ 2700256 RT8TT 片側　リア用　オイルライン2000mm \45,000 \48,600

○ 141128 RT6TT 前後セット \66,000 \71,280
★ 2700257 RT6TT 片側　フロント用　オイルライン1000mm \38,000 \41,040
★ 2700258 RT6TT 片側　リア用　オイルライン2000mm \38,000 \41,040

デュアルコントロールレバー用コンバーター付きブレーキ
○ 2700259 RT8C　前後セット　シマノ・SRAM・カンパ対応 \74,000 \79,920
○ 2700260 RT6C　前後セット　シマノ・SRAM・カンパ対応 \58,000 \62,640

油圧ディスクブレーキセット　HSシリーズ
HS33R 通常モデル

★ 2700245 HS33 R シルバー　2フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 \15,000 \16,200
★ 2700246 HS33 R ブラック　2フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 \15,000 \16,200
★ 2700247 HS33 R ブラック　4フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 \15,000 \16,200

HS33R トライアル用モデル
★ 2700248 HS33 R トライアル ブラック　2フィンガーレバー　片側　ブレースオンブラケット付属 \15,000 \16,200
★ 2700248L HS33 R トライアル ブラック　2フィンガーレバー　片側　ブレースオンブラケット無し \12,000 \12,960

HS33 Firm Tech台座用モデル
★ 2700315 HS33 R ファームテック　シルバー　2フィンガーレバー　片側 \15,000 \16,200

HS11
★ 2700249 HS11 ブラックカバー　4フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 \11,000 \11,880
ブレーキパッド
★ 2700165 パッド・RTシリーズ　アルミリム用　Uワッシャ付き　(1ペア) \2,900 \3,132

321406 パッド・リムブレーキ・ブラック/4ケ \2,500 \2,700
321407 パッド・リムブレーキ・グレイ/4ヶ \2,500 \2,700
720423 パッド・リムブレーキ・クールストップ/4ヶ \3,200 \3,456
720439 パッド・リムブレーキ・グリーンフロッグ/4ヶ \3,200 \3,456

オイルライン
321227 オイルライン2.3m・リムブレーキ/ジュリー08 \1,400 \1,512

720916S コンプレッションリング/1ヶ \200 \216
○ 720411S コネクションピース/1ヶ \260 \281

スモールパーツ
★ 724586 ブレーズオンブラケット　ブラック \3,900 \4,212

○ 724710 シフトミックス（Sram X-seriesシフト用クランプ） \5,300 \5,724
724714S EBTスクリュー（1ヶ） \500 \540

オイル
○ 721631 ロイヤルオイル･1000ml. \5,800 \6,264
○ 721632 ロイヤルオイル･250ml. \2,700 \2,916

721630 ロイヤルオイル･100ml. \1,300 \1,404
ツール
★ 2700191 14サービスキット・オールブレーキ \5,800 \6,264

○ 724492 11プロブリードキット・オールブレーキ \7,000 \7,560
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*商品の仕様、価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

㈱エムシーインターナショナル



Magura 2014 Price List
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サスペンション 希望小売価格

新商品
価格変

更 品番 品名 （税抜） （8%税込）

サスペンションフロントフォーク　26インチ用
TS8, M15 mm

★ 2700262 TS8 R 150　DLO3　WHT　M15スルーアクスル　オーバーサイズコラム　26"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700261 TS8 R 150　DLO3　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700423 TS8 R 150　DLO3　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700433 TS8 R 140　DLO3　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700263 TS8 R 120　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700264 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700424 TS8 R 100　DLO2リモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　26"　PM7" \82,000 \88,560

TS8 eLECT(全自動電動ロックアウト）, 9 mm
★ 2700268 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　26" \138,000 \149,040
★ 2700425 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　BLK　9mmクイック　テーパードコラム　26" \138,000 \149,040

TS8, 9 mm
★ 2700265 TS8 R 120　DLO2リモート付　WHT　9mmクイック　オーバーサイズコラム　26" \82,000 \88,560
★ 2700266 TS8 R 120　DLO2リモート付　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　26" \82,000 \88,560
★ 2700267 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　26" \82,000 \88,560
★ 2700269 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　9mmクイック　オーバーサイズコラム　26" \82,000 \88,560
★ 2700270 TS8 SL 100　WHT　9mmクイック　オーバーサイズコラム　26" \87,000 \93,960
★ 2700426 TS8 SL 100　BLK　9mmクイック　テーパードコラム　26" \87,000 \93,960
★ 2700427 TS8 SL 100　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　26" \87,000 \93,960

TS6, 9 mm
★ 2700271 TS6 120　DLO2リモート無　BLK　9mmクイック　テーパードコラム　26" \71,000 \76,680
★ 2700272 TS6 100　DLO2リモート無　BLK　9mmクイック　オーバーサイズコラム　26" \71,000 \76,680
★ 2700273 TS6 100　DLO2リモート無　WHT　カンチ台座付　9mmクイック　エクストラロングオーバーサイズコラム　26" \71,000 \76,680
サスペンションフロントフォーク　27.5インチ用

TS8, M15 mm
★ 2700312 TS8 R 150　DLO3　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700430 TS8 R 150　DLO3　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700313 TS8 R 120　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700439 TS8 R 120　DLO2リモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7"" \82,000 \88,560
★ 2700314 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700431 TS8 R 100　DLO2リモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \82,000 \88,560

TS8 eLECT(全自動電動ロックアウト）, 9 mm
★ 2700278 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　27.5" \138,000 \149,040

TS8 eLECT, 15 mm
★ 2700434 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　マットBLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \138,000 \149,040
★ 2700435 TS8 eLECT 120　ワイヤレスリモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \138,000 \149,040
★ 2700436 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　27.5"　PM7" \138,000 \149,040

TS8, 9 mm
★ 2700277 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　9mmクイック　テーパードコラム　27.5" \82,000 \88,560
★ 2700440 TS8 R 100　DLO2リモート付　BLK　9mmクイック　テーパードコラム　27.5" \82,000 \88,560
★ 2700279 TS8 R 120　DLO2リモート付　マットBLK　9mmクイック　テーパードコラム　27.5" \82,000 \88,560

TS6, 9 mm
★ 2700280 TS6 100　DLO2リモート無　BLK　9mmクイック　テーパードコラム　27.5" \74,000 \79,920
サスペンションフロントフォーク　29インチ用

TS8 eLECT(全自動電動ロックアウト）, M15 mm
★ 2700285 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \138,000 \149,040
★ 2700441 TS8 eLECT 100　ワイヤレスリモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \138,000 \149,040

TS8, M15 mm
★ 2700281 TS8 R 140　DLO3　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700432 TS8 R 140　DLO3　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700282 TS8 R 120　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700442 TS8 R 120　DLO2リモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700284 TS8 R 100　DLO2リモート付　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700286 TS8 R 100　DLO2リモート付　マットBLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \82,000 \88,560
★ 2700283 TS8 SL 100　WHT　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700443 TS8 SL 100　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \87,000 \93,960
★ 2700287 TS8 R 80　DLO2リモート付　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \87,000 \93,960

TS6, M15 mm
★ 2700288 TS6 100　DLO2リモート無　BLK　M15スルーアクスル　テーパードコラム　29"　PM7" \74,000 \79,920

eLECT

*商品の仕様、価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

㈱エムシーインターナショナル
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サスペンション 希望小売価格

新商品
価格変

更 品番 品名 （税抜） （5%税込）

リアショックアブソーバー
★ 2700352 TS RC　L：165mm/38mmストローク　3モードコンプレッションダンピング \52,000 \56,160
★ 2700353 TS RC　L：190mm/51mmストローク　3モードコンプレッションダンピング \52,000 \56,160
★ 2700354 TS RC　L：200mm/51mmストローク　3モードコンプレッションダンピング \52,000 \56,160
★ 2700355 TS RC　L：200mm/56mmストローク　3モードコンプレッションダンピング \52,000 \56,160
★ 2700356 TS RC  L：215mm/63mmストローク　3モードコンプレッションダンピング \52,000 \56,160
オプションパーツ

★ 2700316

eLECTアップグレードキット MAGURAサスペンションフロントフォーク2012年式以降に装着可能
- eLECT本体ダンパー
- eLECTリモートスイッチ
- フィッティングツール
- eLECTクラウン用デカール
- リモートスイッチマウントキット

\84,000 \90,720

オイル・グリース
724807 フォークマイスターグリース 50 ml \5,400 \5,832

○ 731120 サスペンションオイル Tepe 2・SAE5, 0.5 liter \2,600 \2,808
2700372 リアショック用潤滑グリース \1,600 \1,728
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TS8R 100 WHT M15 27.5"
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TS8R 100 マットBLK M15 29"

*商品の仕様、価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

㈱エムシーインターナショナル


