
車種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

1400GTR 08-17 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-K14SO5-HZAAT ￥127,000

スリップオンライン Euro4対応 専用 チタン 左右2本出し S-K14SO6-HZAAT ¥251,000 ＊1

オプションヘッダー 車検非対応 スリップオン用 オプションパーツ E-K14R1 ￥88,000 ＊2

レーシングライン 車検非対応 専用 チタン 左右2本出し S-K14R3-ZAAT ￥354,000 ＊2

車検非対応 MEGAPHONE チタン 2本出し SM-K10SO1T ￥84,000 ＊3

車検非対応 HEXAGONAL カーボン 2本出し S-K10SO6-HZC ￥178,000 ＊4

オプションヘッダー 車検非対応 スリップオン用 ステンレス E-K10R3 ￥97,000 ＊2

スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン 2本出し S-K10SO9-HZC ￥180,000

スリップオンライン 車検非対応 MEGAPHONE チタン 2本出し SM-K10SO2T ￥83,000

オプションヘッダー 車検非対応 ステンレス E-K10R4 ￥95,000 ＊2

レーシングライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K10R8-ZC ￥184,000 ＊2

スリップオンライン JMCA対応 HEXAGONAL カーボン 左右2本出し S-K10SO19-HZCJPP ￥180,000

スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL カーボン 左右2本出し S-K10SO19-HZC \180,000

15-16 スリップオンライン 車検非対応 HXサイレンサー カーボン S-K10SO15-HHX2C ￥202,000

スリップオンライン 車検非対応 HXサイレンサー カーボン S-K10SO15-HX2C \194,000

オプショナルリンクパイプ E-K10E1 \301,000

Ninja H2/R 15-17 エボリューションライン 車検非対応 HXサイレンサー カーボン S-K10E3-HX2C ￥495,000

Euro4対応 HEXAGONAL カーボン S-K10SO20-HZC ¥90,000

Euro4対応 HEXAGONAL チタン S-K10SO20-HZT ¥88,000

オプションヒートシールド 車検非対応 スリップオン用 オプションパーツ P-HSK10R4 ￥18,000

車検非対応 MEGAPHONE チタン 2本出し SM-K10SO1T ￥84,000 ＊3

車検非対応 HEXAGONAL カーボン 2本出し S-K10SO6-HZC ￥178,000 ＊4

オプションヘッダー 車検非対応 スリップオン用 ステンレス E-K10R3 ￥97,000 ＊2

スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン 2本出し S-K10SO10-HZC ￥180,000

スリップオンライン 車検非対応 MEGAPHONE チタン 2本出し SM-K10SO2T ￥83,000

オプションヘッダー 車検非対応 ステンレス E-K10R4 ￥95,000 ＊2

レーシングライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K10R8-ZC ￥184,000 ＊2

スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL カーボン  2本出し S-K10SO18-HZC \180,000

スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-K10SO13-ZT ￥104,000

スリップオンライン 車検非対応 CONICALSHAPED チタン S-K10SO7T-HASZ ￥108,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 チタン L-K10SO5/1 ￥29,000 ＊2. 5

オプション マフラーブラケット - カーボン P-MBK10R3/A1 ￥22,000

エボリューションライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K10E2-ZC ￥321,000 ＊2. 5

スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL カーボン S-K10SO16-HZC ￥123,000

スリップオンライン 車検非対応 CONICALSHAPED チタン S-K10SO17-ASZ ￥100,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 チタン L-K10SO7T ￥39,000 ＊2. 5

オプション マフラーブラケット - カーボン P-MBK10E2 ￥32,000

レーシングライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K10R9-ZC ￥241,000 ＊2. 5

エボリューションライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K10E9-ZC ￥324,000 ＊2. 5

16 スリップオンライン JMCA対応 HEXAGONAL カーボン S-K10SO16-HZCJPP \123,000

Euro4対応 HEXAGONALチタン  S-K9SO3-HZT ¥105,000

Euro4対応 HEXAGONAL カーボン  S-K9SO3-HZC ¥106,000

車検非対応 HEXAGONALチタン ショート  S-K9SO4-ASZT  ¥93,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 ステンレス  E-K9R2  ¥91,000 ＊2

オプション マフラーブラケット - カーボン P-HSK9SO1 ¥16,000

HEXAGONAL カーボン S-K8SO2-HRC ￥101,000

HEXAGONAL チタン S-K8SO2-HRT ￥101,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 スリップオン用 オプションパーツ E-K8R1 ￥90,000 ＊2

車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-K7SO2-ZC ￥102,000

車検非対応 HEXAGONAL チタン S-K7SO4-HZT ￥102,000

Euro4対応 専用チタン カーボンエンドキャップ S-K6R8-HEGEH ¥140,000 ＊2

車検非対応 専用チタン S-K6R9-AFCRT ¥122,000 ＊2

JMCA対応 専用チタン S-K6R8-HEGEHJPP \162,000 ＊2＊9

オプショナルキャタライザー P-KAT-061 \22,000

ER-6N/F 12-16 レーシングライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-K6R7-HT ￥115,000 ＊1. 2

05-06 SPシリーズ スリップオンライン 車検非対応 専用 SS/チタン/CA SS-K6SO3-HNT ￥99,000

07-08 スリップオンライン 車検非対応 専用 チタン カーボンエンドキャップ S-K6SO5-HACT ￥113,000

HEXAGONAL カーボン S-K6SO6-ZC ￥102,000

HEXAGONAL チタン S-K6SO6-ZT ￥102,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 ステンレス L-K6SO8/1 ￥29,000 ＊2

HEXAGONAL カーボン S-K6R6-ZC ￥208,000

HEXAGONAL チタン S-K6R6-ZT ￥208,000

エボリューションライン 車検非対応 CONICALSHAPED チタン S-K6RFT6T-XT ￥289,000 ＊2

スリップオンライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K4SO4-BNTA ￥77,000

レーシングライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K4MR7-BNTA ￥116,000

エボリューションライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K4MET7-BNTA ￥160,000

スリップオンライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K2SO9-BNTA ¥77,000

レーシングライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K2MR9-BNTA ¥118,000

エボリューションライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-K2MET9-BNTA ¥160,000

HEXAGONAL カーボン e1 S-K3SO1-HZC ￥71,000

HEXAGONAL チタン e1 S-K3SO1-HZT ￥70,000

車検(JMCA)対応 HEXAGONAL カーボン S-K3SO1-HZCJPP ￥71,000

Euro4対応 HEXAGONAL ステン S-K2SO7-HRSS ￥59,000

車検非対応 GPスタイル チタン S-K2SO8-CUBT ￥50,000

スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL チタン S-K3SO2-HZT \77,000

スリップオンライン JMCA対応 HEXAGONAL チタン S-K3SO2-HZTJPP \77,000

＊1 オプショナルキャタライザー使用時のみEuro4対応となります。

＊2 O2センサー取付口有り。

＊3 純正オプションサイドケース同時装着不可。

＊4 純正オプションサイドケース同時装着可。

＊5 パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。

＊6 排気デバイス付。

＊7 FIM2013対応です。

＊8 スパークアレスター仕様です。

＊9付属するキャタライザー使用時のみJMCA対応となります。
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