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（税込）

ディスクブレーキ
MTディスクブレーキセット(Trail 前後セット以外は全て1セットで片側分）

2702431 MT7 Pro
(カーボテクチャーSLマスター・HCアルミ１Fレバー・４ピストンキャリパー）

¥30,000 ¥33,000

2700477 MT5
 (カーボテクチャーマスター・アルミ２Ｆレバー・４ピストンキャリパー）

¥15,000 ¥16,500

2701646 MT Trail SL
(MTトレイルSL、前後セット、カーボテクチャーSLマスター・HCカーボン１Fレバー)

¥76,000 ¥83,600

2701389 MT Trail Sports
(MTトレイルスポーツ、前後セット、カーボテクチャーマスター・HCアルミ１Ｆレ
バー)

¥31,000 ¥34,100

2701657 MT8 SL
(カーボテクチャーＳＬマスター・HCカーボン１Fレバー・２ピストンキャリパー）

¥39,000 ¥42,900

2701632 MT8 SL FM
 (カーボテクチャーSLマスター・HCカーボン１Fレバー・フラットマウント２ピストン
キャリパー）

¥42,000 ¥46,200

2701728 MT8 Pro
(カーボテクチャーSLマスター・HCアルミ１Fレバー・ポストマウント２ピストンキャ
リパー）

¥25,000 ¥27,500

2700476 MT4
 (カーボテクチャーマスター・アルミ２Ｆレバー・ポストマウント２ピストンキャリ
パー）

¥13,000 ¥14,300

2701633 MT4 FM
 (カーボテクチャーマスター・アルミ２Ｆレバー・フラットマウント２ピストンキャリ
パー）

¥20,000 ¥22,000

E-BIKE用　MTディスクブレーキセット

2700984 MT5e HIGO-Closer
(カーボテクチャーマスター・通常開→作動閉スイッチ付き3フィンガーボールエンドレ
バーブレード・４ピストンキャリパー）

¥18,500 ¥20,350
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2700985 MT5e HIGO-Opener
（カーボテクチャーマスター・通常閉→作動開スイッチ付き3フィンガーボールエンド
レバーブレード・４ピストンキャリパー）

¥18,500 ¥20,350

2701999 MT5 eSTOP
(カーボテクチャーマスター・アルミ２Ｆレバー・４ピストンキャリパー、E-BIKE向け
セット・アルミクランプ・Type8.Sパッド付き）

¥15,000 ¥16,500

2702000 MT4 eSTOP
 (カーボテクチャーマスター・アルミ２Ｆレバー・ポストマウント２ピストンキャリ
パー、E-BIKE向けセット・アルミクランプ・Type7.Sパッド付き）

¥13,000 ¥14,300

ディスクローター

2701917 MDR-Cローター, Ø 160 mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2701918 MDR-Cローター, Ø 180 mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2701919 MDR-Cローター, Ø 203 mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2701937 MDR-Pローター, Ø 180 mm （１枚） ¥7,900 ¥8,690

2701938 MDR-Pローター, Ø 203 mm （１枚） ¥7,900 ¥8,690

2701939 MDR-Pローター, Ø 220 mm （１枚） ¥7,900 ¥8,690

2701348 ストームSL.2ローター・160mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2701349 ストームSL.2ローター・180mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702451 ストームHCローター・160mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702452 ストームHCローター・180mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702453 ストームHCローター・203mm （１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702234 MDR-C CLローター・160mm・QRアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702236 MDR-C CLローター・180mm・QRアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702238 MDR-C CLローター・203mm・QRアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702235 MDR-C CLローター・160mm・スルーアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702237 MDR-C CLローター・180mm・スルーアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2702239 MDR-C CLローター・203mm・スルーアクスル用（１枚） ¥5,500 ¥6,050

2701373 センターロックアダプタ・クイックリリースアクスル用センターロックリング付（1ブ
レーキ分）

¥3,900 ¥4,290

2701374 センターロックアダプタ・スルーアクスル用センターロックリング付（1ブレーキ分） ¥3,900 ¥4,290
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724805 ローロフスピードハブ用ストームローター160mm（１枚） ¥7,200 ¥7,920

724806 ローロフスピードハブ用ストームローター180mm（１枚） ¥7,200 ¥7,920

2701966 センサーマグネット　Storm HC Ø 180 mm・MDR-C・MDR-Pローター用（１ヶ） ¥2,600 ¥2,860

キャリパーアダプター

2700515 QM40 PM6"/180mmローター用 (20mmUP) （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2700516 QM41 リアIS/180mmローター用 （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2700517 QM42 PM6"/203mmローター用  （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2700518 QM43 フロントIS/160mmローター用・リアIS/140mmローター用  （１ブレーキ
分）

¥2,500 ¥2,750

722321 QM5 フロントIS/203mmローター用 （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

722325 QM9 リアIS/203mmローター用 （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

722426 QM12 フロントIS/180mmローター用・リアIS/160mmローター用 （１ブレーキ
分）

¥2,500 ¥2,750

2701967 QM44 PM7"/203mmローター用 （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2701940 QM45　PM7"/220mmローター用 (40mmUP) （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2702193 QM46 PM8"/220mmローター用　 （１ブレーキ分） ¥2,500 ¥2,750

2701598 QM50 フラットマウントアダプターフロント（140/160mm台座）・160mmロー
ター用 （１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701600 QM51 フラットマウントアダプターリア・160mmローター用 （１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

2702055 QM52 フラットマウントアダプターフロント（160/180mm台座）・180mmロー
ター用 （１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701601 フラットマウント用M5ボルトセット・L=25mm・30mm・35mm・40mm・
45mm（各2本）

¥3,200 ¥3,520

ディスクブレーキパッド

2701627 ブレーキパッド・MTNEXT 4ピストン・2枚パッド・パフォーマンス（Type 9.P・黒)
（１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701626 ブレーキパッド・MTNEXT 4ピストン・2枚パッド・コンフォート（Type 9.C・青)
（１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190
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2701173 ブレーキパッド・MTNEXT 4ピストン・4枚パッド・レース（Type 8.R・金)（１ブ
レーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701628 ブレーキパッド・MTNEXT 4ピストン・4枚パッド・パフォーマンス（Type 8.P・黒)
（１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701925 ブレーキパッド・MTNEXT 4ピストン・4枚パッド・スポーツ（Type 8.S・緑)（１ブ
レーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701179 ブレーキパッド・MT/MTNEXT 2ピストン全種・レース（Type 7.R・金)（１ブレー
キ分）

¥2,900 ¥3,190

2701625 ブレーキパッド・MT/MTNEXT 2ピストン全種・パフォーマンス（Type 7.P・黒)
（１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701624 ブレーキパッド・MT/MTNEXT 2ピストン全種・コンフォート（Type 7.C・青)（１
ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

2701927 ブレーキパッド・MT/MTNEXT 2ピストン全種・スポーツ（Type 7.S・緑)（１ブ
レーキ分）　(#2701993）

¥2,900 ¥3,190

721418 ブレーキパッド・ルイース07̃・マルタ09̃・ｼﾞｭﾘｰHP・パフォーマンス(Type6.1)
（１ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

721419 ブレーキパッド・ルイース07̃・マルタ09̃・ｼﾞｭﾘｰHP・ロングライフ(Type6.2)（１
ブレーキ分）

¥2,900 ¥3,190

721340 ブレーキパッド・マルタ̃08・パフォーマンス(Type5.1)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

721672 ブレーキパッド・マルタ̃08・ロングライフ(Type5.2)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

721304 ブレーキパッド・ジュリー・パフォーマンス(Type4.1)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

721684 ブレーキパッド・ジュリー・ロングライフ(Type4.2)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

721324 ブレーキパッド・ルイース02̃06/ｸﾗﾗ01̃・パフォーマンス(Type3.1)（１ブレーキ
分）

¥2,900 ¥3,190

721682 ブレーキパッド・ルイース02̃06/ｸﾗﾗ01̃・ロングライフ(Type3.2)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

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)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

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)（１ブレーキ分） ¥2,900 ¥3,190

721018 ブレーキパッド・グスタフM・ロングライフ(Type1.2)（１ブレーキ分） ¥3,200 ¥3,520

ディスクブレーキ用オイルライン・関連部品

722636 オイルライン・ストレートコネクション・2500mm・ブラック（１ブレーキ分・ス
モールパーツ入）

¥4,600 ¥5,060

724697 オイルライン・MT/MTNEXT（バンジョータイプ）・2500mm・ブラック（１ブレー
キ分・スモールパーツ入）

¥5,300 ¥5,830

2700711 オイルライン2.3m・MT2N（2015年式以降） ¥2,700 ¥2,970

720411 コネクションピース（10ヶ入） ¥2,300 ¥2,530

720411S コネクションピース（1ヶ） ¥260 ¥286
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724700 コンプレッション（スリーブ）ナット　MT・MTNEXT・HS33Rマスター側（10ヶ
入）

¥1,500 ¥1,650

724700S コンプレッション（スリーブ）ナット　MT・MTNEXT・HS33Rマスター側（1ヶ） ¥210 ¥231

720825 トップピース（インサート）（10ヶ入） ¥2,800 ¥3,080

720825S トップピース（インサート）（1ヶ） ¥340 ¥374

720916 コンプレッションリング（オリーブ）（20ヶ入） ¥1,700 ¥1,870

720916S コンプレッションリング（オリーブ）（1ヶ） ¥200 ¥220

2701400 バンジョータイプMTオイルライン　MT NEXTキャリパー用バンジョーボルト（5ヶ
入）

¥3,200 ¥3,520

2701400S バンジョータイプMTオイルライン　MT NEXTキャリパー用バンジョーボルト（1ヶ） ¥800 ¥880

MT／HS　ハンドルバークランプ

2702054 レバークランプ　アルミ　ブラック（1個） ¥1,600 ¥1,760

2702069 レバークランプ　アルミ　シルバー（1個） ¥1,600 ¥1,760

2701244 レバークランプ　アルミ　クロームポリッシュ（1個） ¥1,600 ¥1,760

2700136 レバークランプ　カーボテクチャ　ブラック（1個） ¥1,300 ¥1,430

2700137 レバークランプ　カーボテクチャ　シルバー（1個） ¥1,300 ¥1,430

2700751 レバークランプ　アルミ　ネオンイエロー（1個） ¥1,800 ¥1,980

2700752 レバークランプ　アルミ　ネオンレッド（1個） ¥1,800 ¥1,980

2700753 レバークランプ　アルミ　シアンブルー（1個） ¥1,800 ¥1,980

724709 レバークランプ　カーボレイ（1個） ¥3,000 ¥3,300

2701952 シフトミックス1+2（シマノ i-SPEC I (b)/IIシフター装着用クランプ・左右両側セッ
ト）（#2701241）

¥5,300 ¥5,830

2701953 シフトミックス1+2（シマノ i-SPEC I (b)/IIシフター装着用クランプ・左側1個）
（#2701242）

¥3,100 ¥3,410

2701954 シフトミックス1+2（シマノ i-SPEC I (b)/IIシフター装着用クランプ・右側1個） ¥3,100 ¥3,410

2701949 シフトミックス3（SRAMマッチメーカーシフター装着用クランプ・左右両側セット） ¥5,300 ¥5,830

2701950 シフトミックス3（SRAMマッチメーカーシフター装着用クランプ・左側1個） ¥3,100 ¥3,410

2701951 シフトミックス3（SRAMマッチメーカーシフター装着用クランプ・右側1個） ¥3,100 ¥3,410

2702074 シフトミックス4（シマノ i-SPEC EVシフター装着用クランプ・左右両側セット） ¥5,300 ¥5,830

2702075 シフトミックス4（シマノ i-SPEC EVシフター装着用クランプ・左側1個） ¥3,100 ¥3,410

2702076 シフトミックス4（シマノ i-SPEC EVシフター装着用クランプ・右側1個） ¥3,100 ¥3,410
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MT／HS　スモールパーツ

2700513 15 EBTスクリュー　MT/HS/RT 各種ブレーキ適合　（2ヶ入） ¥1,200 ¥1,320

2700513S 15 EBTスクリュー　MT/HS/RT 各種ブレーキ適合　（1ヶ） ¥650 ¥715

2700512 マスターシリンダークランプボルト M5x17,5（ブラック・10ケ入） ¥1,800 ¥1,980

2700512S マスターシリンダークランプボルト M5x17,5（ブラック・1ヶ） ¥210 ¥231

2700514 プラグボルト MT NEXT 2015-  (5ヶ入) ¥1,600 ¥1,760

2700514S プラグボルト MT NEXT 2015-  (1ヶ) ¥350 ¥385

2701239 キャリパーカバーキット MTNEXT 2ピストンキャリパー用 (ブルー、ネオンレッド、
ネオンイエロー）

¥1,600 ¥1,760

2701722 キャリパーカバーキット MTNEXT 2ピストンキャリパー用 (パープル、レッド、ネオ
ンピンク）

¥1,600 ¥1,760

2701723 キャリパーカバーキット MTNEXT 2ピストンキャリパー用 (ホワイト、ゴールド、シ
ルバー）

¥1,600 ¥1,760

2701724 キャリパーカバーキット MTNEXT 2ピストンキャリパー用 (ネオングリーン、シア
ン、ミントグリーン）

¥1,600 ¥1,760

2701240 キャリパーカバーキット MTNEXT 4ピストンキャリパー用 (ブルー、ネオンレッド、
ネオンイエロー）

¥2,100 ¥2,310

2701719 キャリパーカバーキット MTNEXT 4ピストンキャリパー用 (パープル、レッド、ネオ
ンピンク）

¥2,100 ¥2,310

2701720 キャリパーカバーキット MTNEXT 4ピストンキャリパー用 (ホワイト、ゴールド、シ
ルバー）

¥2,100 ¥2,310

2701721 キャリパーカバーキット MTNEXT 4ピストンキャリパー用 (ネオングリーン、シア
ン、ミントグリーン）

¥2,100 ¥2,310

720917 スペーサー･0.2mm（20ヶ入） ¥1,500 ¥1,650

721313 スペーサー･1mm（10ヶ入） ¥1,300 ¥1,430

721313S スペーサー･1mm（2ヶ） ¥310 ¥341

720829 スペーサー・3mm（10ヶ入） ¥1,700 ¥1,870

720829S スペーサー・3mm（2ヶ） ¥370 ¥407

2700688 トランスポートデバイス2015（1ヶ） ¥900 ¥990

721779 ローター取付ボルト（12ヶ） ¥1,500 ¥1,650

724702 PMボルト・Torx25・アルミ（10ヶ入） ¥2,800 ¥3,080

724702S PMボルト・Torx25・アルミ（1ヶ） ¥330 ¥363

724703 PMボルト・Torx25・スチール（10ヶ入） ¥1,300 ¥1,430

724703S PMボルト・Torx25・スチール（1ヶ） ¥150 ¥165

724704 ISボルト・Torx25・アルミ（10ヶ入） ¥2,800 ¥3,080

724704S ISボルト・Torx25・アルミ（1ヶ） ¥330 ¥363

724705 ISボルト・Torx25・スチール（10ヶ入） ¥1,300 ¥1,430

724705S ISボルト・Torx25・スチール（1ヶ） ¥150 ¥165
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2700712 マスター用40度オイルラインアダプター（1ブレーキ分） ¥2,200 ¥2,420

2701955 マスター用80度オイルラインアダプター（1ブレーキ分） ¥2,200 ¥2,420

724698 MT用バンジョータイプ　オイルライン用Oリング（２0ヶ入） ¥1,300 ¥1,430

724698S MT用バンジョータイプ　オイルライン用Oリング（２ヶ） ¥150 ¥165

724699 プロテクター　MT・MT NEXT・HS33R（10ヶ入） ¥1,700 ¥1,870

724699S プロテクター　MT・MT NEXT・HS33R（1ヶ） ¥190 ¥209

MT カーボテクチャ―SLマスター採用ブレーキ - MT6/MT7/MT8/MT TRAIL SL
2015年～‐補修部品

マスターASSY

2701647 マスターASSY　MT Trail SL（1ヶ） ¥25,000 ¥27,500

2701642 マスターASSY　MT8SL（1ヶ） ¥25,000 ¥27,500

2702218 マスターASSY　MT7Pro（1ヶ） ¥17,000 ¥18,700

2701727 マスターASSY　MT8Pro（1ヶ） ¥17,000 ¥18,700

レバーブレード

2702070 HC-W 1フィンガーレバーブレード  MT6/MT7/MT8/MT TRAIL SL 2015年～
（1本）

¥5,700 ¥6,270

2701631 HC 1フィンガーレバーブレード　カーボン　 MT6/MT7/MT8/MT TRAIL SL
2015年～（1本）

¥11,700 ¥12,870

2701247 HC 1フィンガーレバーブレード　アルミ　ダイヤルなし　 MT6/MT7/MT8/MT
TRAIL SL 2015年～（1本）

¥5,100 ¥5,610

2701246 HC 1フィンガーレバーブレード　アルミ　黒色ダイヤル付　 MT6/MT7/MT8/MT
TRAIL SL 2015年～（1本）

¥5,400 ¥5,940

2701248 HC 1フィンガーレバーブレード　アルミ　ポリッシュダイヤル付
MT6/MT7/MT8/MT TRAIL SL 2015年～（1本）

¥5,400 ¥5,940

2701251 HC3 レバーブレード  MT6/MT7/MT8/MT TRAIL SL 2015年～（1本） ¥9,000 ¥9,900

2700854 ２フィンガーレバーブレード　アルミ　ダイヤルなし　 MT6/MT7/MT8/MT TRAIL
SL 2015年～（1本）

¥3,900 ¥4,290

2701215 ２フィンガーレバーブレード　アルミ　黒色ダイヤル付　 MT6/MT7/MT8/MT
TRAIL SL 2015年～（1本）

¥5,400 ¥5,940

2701216 ２フィンガーレバーブレード　アルミ　ポリッシュダイヤル付　 MT6/MT7/MT8/MT
TRAIL SL 2015年～（1本）

¥5,400 ¥5,940
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2701645 BATプラグキット (1ケ) ¥1,000 ¥1,100

マスターカバーキット

2701233 MT TRAIL SL/CARBON マスターカバーキット（左右分4枚） ¥1,600 ¥1,760

2701725 MT8 SL マスターカバーキット（左右分4枚） ¥1,600 ¥1,760

2701232 MT8 PRO マスターカバーキット（左右分4枚） ¥1,600 ¥1,760

2701231 MT7 マスターカバーキット（左右分4枚） ¥1,600 ¥1,760

キャリパー

2701237 キャリパー MT TRAIL SLフロント用・4ピストン・鍛造アルミボディ・クロームポ
リッシュ・ブルーカバー・パッド付属　（1ヶ）

¥18,000 ¥19,800

2701238 キャリパー MT8Pro／MT6、MT TRAIL SL／CARBONリア用・２ピストン・鍛造ア
ルミボディ・クロームポリッシュ・カバー無し・パッド付属　（1ヶ）

¥13,000 ¥14,300

2701726 キャリパー MT８SL用・２ピストン・鍛造アルミボディ・ミスティックグレー・ネオン
イエローカバー・パッド付属　（1ヶ）

¥13,000 ¥14,300

2701236 キャリパー MT７用・4ピストン・鍛造アルミボディ・ミスティックグレー・ネオンイ
エローカバー・パッド付属　（1ヶ）

¥18,000 ¥19,800

2701634 キャリパー MT4FM／MT８SLFM用・２ピストンフラットマウント・鍛造アルミボ
ディ・ブラック・ネオンイエローカバー・パッド付属　（1ヶ）

¥13,000 ¥14,300

MT カーボテクチャ―マスター採用ブレーキ - MT2/MT SPORT/MT4/MT5/MT
TRAIL SPORT 2015年～ 補修部品

マスターASSY

2701407 マスターASSY　MT Trail Sport（1ヶ） ¥8,200 ¥9,020

2700533 マスターASSY　MT5（1ヶ） ¥8,200 ¥9,020

2700524 マスターASSY　MT4N（1ヶ） ¥8,200 ¥9,020

2700824 マスターASSY　MT5e HIGO-Opener、通常閉→作動開スイッチ付き3フィンガー
ボールエンドレバーブレード、HIGOコネクタ・150mmワイヤー付き

¥12,000 ¥13,200

2701663 マスターASSY　MTe closer (type 5006) HIGO-Closer、通常開→作動閉スイッチ
付き3フィンガーボールエンドレバーブレード、HIGOコネクタ・150mmワイヤー付き

¥12,000 ¥13,200

2701698 マスターASSY　MT SPORT　カーボテクチャレバーブレード、2019年～（完成車
向けブレーキ補修部品）（1ヶ）

¥5,400 ¥5,940

レバーブレード

2702071 HC-W 1フィンガーレバーブレード MT SPORT/ MT4/ MT5/ MT TRAIL SPORT
（1本）

¥5,400 ¥5,940
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2701369 HC 1フィンガーレバーブレード　MT Trail Sport用（1本） ¥4,900 ¥5,390

2701249 HC 1フィンガーレバーブレード　MT5用（1本） ¥4,900 ¥5,390

2700538 レバーブレード　2フィンガー　MT5用（1本） ¥3,600 ¥3,960

2700833 レバーブレード　MT5e HIGO-Opener、通常閉→作動開スイッチ付き3フィンガー
ボールエンドレバーブレード、HIGOコネクタ・150mmワイヤー付き（1本）

¥7,500 ¥8,250

2700837 レバーブレード　MT5e HIGO-Closer用、通常開→作動閉スイッチ付き3フィンガー
ボールエンドレバーブレード、HIGOコネクタ・150mmワイヤー付き（1本）

¥7,500 ¥8,250

2701250 HC 1フィンガーレバーブレード　MT4N用（1本） ¥4,900 ¥5,390

2700529 レバーブレード　2フィンガー　MT4N用（1本） ¥3,600 ¥3,960

2701701 レバーブレード　MT2N/MT SPORT用カーボテクチャレバーブレード、2019年～
（完成車向けブレーキ補修部品）（1ヶ）

¥3,000 ¥3,300

キャリパー

2701658 キャリパー･MT5/MT TRAIL SPORT（フロント）･鍛造アルミ・黒・シルバーカ
バー・パッド付属　（1ヶ）

¥13,000 ¥14,300

2700528 キャリパー･MT4N（MT6N ～2016）･鍛造アルミ・黒・シルバーカバー・パッド付
属　（1ヶ）

¥12,000 ¥13,200

2701662 キャリパー･MT2N/MT SPORT/MT4N・ストーレートホースコネクション・鋳造アル
ミ・黒・パッド付属　（完成車向けブレーキ補修部品）（1ヶ）

¥7,000 ¥7,700

MT eSTOPブレーキ - MT4 eSTOP／MT5 eSTOP 2020年～ 補修部品

2702001 マスターASSY MT eSTOP、MT4 eSTOP／MT5 eSTOP用 （1ヶ） ¥11,000 ¥12,100

2702003 HC 1フィンガーレバーブレード　MT5/4eSTOP用（1本） ¥4,900 ¥5,390

2702002 レバーブレード　2フィンガー　MT5/4eSTOP用（1本） ¥3,600 ¥3,960

2702005 キャリパー･MT5 eSTOP･鍛造アルミ・黒・パッド付属　（1ヶ） ¥9,000 ¥9,900

2702006 キャリパー･MT4 eSTOP･鍛造アルミ・黒・パッド付属　（1ヶ） ¥8,000 ¥8,800
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油圧リムブレーキ
HS リムブレーキ

HS33R油圧リムブレーキセット

2700245 HS33R シルバー　2フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 ¥18,000 ¥19,800

2700246 HS33R ブラック　2フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 ¥18,000 ¥19,800

2700247 HS33R ブラック　4フィンガーレバー　片側　EVO2アダプタ付属 ¥18,000 ¥19,800

HS ブレーキパッド

2701576 パッド・リムブレーキ・ブラック（4ケ）
ポリッシュリム用標準パッド

¥2,500 ¥2,750

321407 パッド・リムブレーキ・グレイ（4ケ）
ハードアノダイズドリム・セラミック加工リム用標準パッド

¥2,500 ¥2,750

720423 パッド・リムブレーキ・クールストップ（4ケ）
ポリッシュリム用レースパッド

¥3,200 ¥3,520

720439 パッド・リムブレーキ・グリーンフロッグ（4ケ）
ハードアノダイズドリム・セラミック加工リム用レースパッド

¥3,200 ¥3,520

HS 補修部品

マスターASSY

2700301 マスターASSY･HS33 R･2フィンガー･シルバー(1ケ) ¥6,500 ¥7,150

2700302 マスターASSY･HS33 R･4フィンガー･シルバー(1ケ) ¥6,500 ¥7,150

2700304 マスターASSY･HS33 R･2フィンガー･ブラック(1ケ) ¥6,500 ¥7,150

2700305 マスターASSY･HS33 R･4フィンガー･ブラック(1ケ) ¥6,500 ¥7,150

レバーブレード

2700307 レバーブレード･HS33 R･2フィンガー･ブラック(1ケ) ¥2,800 ¥3,080

2700308 レバーブレード･HS33 R･4フィンガー･ブラック(1ケ) ¥2,800 ¥3,080

スレーブシリンダー

724477 スレーブシリンダー･HS33/11･ブラック･M6/M8(1ケ) ¥3,800 ¥4,180
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724478 スレーブシリンダー･HS33/11･シルバー･M6/M8(1ケ) ¥3,800 ¥4,180

HS用オイルライン・関連部品

321227 オイルライン2.3m･リムブレーキ/ジュリー08 ¥1,700 ¥1,870

720446 コンプレッションナット（10ヶ入） ¥1,500 ¥1,650

720446S コンプレッションナット（1ヶ） ¥170 ¥187

720411 コネクションピース（10ヶ入） ¥2,300 ¥2,530

720411S コネクションピース（1ヶ） ¥260 ¥286

724461 スレーブ側プロテクター（5セット入） ¥2,700 ¥2,970

724461S スレーブ側プロテクター（1セット） ¥600 ¥660

720848 プラグボルトM6/5mm（10ヶ入） ¥1,200 ¥1,320

720848S プラグボルトM6/5mm（1ヶ） ¥140 ¥154

HS スレーブ側アダプタ関連部品

EVO2アダプタ

720933 クイックリリースボルト（10ヶ入） ¥4,600 ¥5,060

720933S クイックリリースボルト（1ヶ） ¥540 ¥594

724459 Evo2クイックリリース･右(標準)（1ヶ） ¥2,500 ¥2,750

724460 Evo2クイックリリース･左（1ヶ） ¥2,500 ¥2,750

724454 Evo2マウンティングプレート･ブラック（1ヶ） ¥2,900 ¥3,190

2700135 Evo2マウンティングプレートXL (+15 mm)･ブラック（1ヶ） ¥2,900 ¥3,190

721907 エボ2エキストラスタビライザー･ブラック（1ヶ） ¥2,700 ¥2,970

724456 Evo2アダプター･ブラック・ブラックマウントプレート（1ブレーキ分） ¥6,900 ¥7,590

720934 エボリューションアダプター用ロワーボルト（10ヶ入） ¥1,600 ¥1,760

720934S エボリューションアダプター用ロワーボルト（1ヶ） ¥190 ¥209

720442 ピロボールリング（10ヶ入） ¥1,400 ¥1,540

720442S ピロボールリング（2ヶ） ¥310 ¥341

721186 スタビライザー用ワッシャHS33（10ヶ入） ¥1,600 ¥1,760

721186S スタビライザー用ワッシャHS33（1ヶ） ¥180 ¥198
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ブレーズオンブラケット

724586 ブレーズオンブラケット　ブラック（1ブレーキ分） ¥3,900 ¥4,290

シートポスト
VYRON eLECT ドロッパーポスト

VYRON eLECT

2701423 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径30.9mm 可変長150mm ¥68,000 ¥74,800

2701424 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径30.9mm 可変長125mm ¥68,000 ¥74,800

2701425 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径30.9mm 可変長100mm ¥68,000 ¥74,800

2701426 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径31.6mm 可変長150mm ¥68,000 ¥74,800

2701427 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径31.6mm 可変長125mm ¥68,000 ¥74,800

2701428 VYRON eLECT ドロッパーシートポスト 適合径31.6mm 可変長100mm ¥68,000 ¥74,800

VYRON アクセサリー・補修部品

2701282 eLECTリモコン用キャップ（VYRON付属）（1ヶ） ¥2,100 ¥2,310

2700935 eLECTリモコン 本体セット（1セット） ¥6,800 ¥7,480

2700934 VYRONシートレールクランプセット（ボルトセット付き）（1セット） ¥6,800 ¥7,480

2700706 eLECTリモコン マウントキット（1セット） ¥1,700 ¥1,870

2700965 VYRONシートレールクランプボルトセット（1セット） ¥1,900 ¥2,090

724108 エアバルブキャップ・MAGURAサスペンション／VYRON用（1ヶ） ¥1,500 ¥1,650

731253 バルブコア（米式）（1ヶ） ¥1,200 ¥1,320

2700933 VYRON eLECTユニット（1ヶ） ¥14,000 ¥15,400
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オイル・工具類
ロイヤルブラッドミネラルオイル

2702137 ロイヤルブラッド･100ml. ¥1,400 ¥1,540

2702139 ロイヤルブラッド･250ml. ¥3,100 ¥3,410

2702138 ロイヤルブラッド･1000ml. ¥5,800 ¥6,380

工具

1130120 ミニブリードキット2021　(#120130_2） ¥5,000 ¥5,500

724492 11プロブリードキット・オールブレーキ ¥7,000 ¥7,700

2701404 VYRONエア抜きキット ¥11,000 ¥12,100

130119 2016　ミニタックルボックス ¥9,000 ¥9,900

2702056 MT Next レバーチェンジキット（ピンポンチ+治具） ¥9,000 ¥9,900

321233 オイルラインカッター ¥2,000 ¥2,200

321239 オイルラインクランプ ¥1,500 ¥1,650

322160 コネクションピース圧入器 ¥12,000 ¥13,200

431894 注射器（穴無し）（1本） ¥500 ¥550

2400639 注射器（エア抜き用穴付き）(1本） ¥500 ¥550

721225 エア抜きアダプタ02（５ヶ入） ¥1,700 ¥1,870

721225S エア抜きアダプタ02（1ヶ） ¥360 ¥396

721204 トルクスレンチT25（1ヶ） ¥700 ¥770
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トルクレンチ

2701485 wiha ドライバー型トルクレンチ　4Nm固定　 8mmオープンエンドビット付き（1
セット）

¥13,000 ¥14,300

2701486 wiha ドライバー型トルクレンチ　0.5Nm固定　T25ビット付き（1セット） ¥9,000 ¥9,900

2701487 wiha ドライバー型トルクレンチ用ビットアダプター 1/4（1本） ¥1,500 ¥1,650

2701488 wiha ドライバー型トルクレンチビット 8mmオープンエンド（コンプレッションナット
用）（1本）

¥8,000 ¥8,800

130263 wiha ドライバー型トルクレンチビット T25（1本） ¥2,700 ¥2,970

130113 X-Selector ソケットセット（T7, T25, アレンキー
2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm）（1セット）

¥4,000 ¥4,400

赤色の価格は2021年12月1日より適用となります。
青色の番号の商品は現在の在庫がなくなるまで旧番号の物をお届けします。（旧番号は品名欄に記載）
仕様・価格は予告なく変更される場合があります。
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