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PARTS SELECTIONPARTS SELECTIONPARTS SELECTION
車種別製品案内 Vol.3

[BC-GK7CA][BC-GK7CA][BC-GK7CA]

[GK79A][GK79A][GK79A]
SUZUKISUZUKISUZUKI ’05~ IMPULSE400’05~ IMPULSE400’05~ IMPULSE400

GSX400 IMPULSE/SGSX400 IMPULSE/SGSX400 IMPULSE/S

・BACK：5０mm / UP：45mm　　・逆チェンジ不可　　
・プッシュロッド交換 有り　　　　　
・タンデム不可（COERCEブランドにてタンデムKIT設定あり）
※マフラーステー別売り（年式によって右記よりお選び下さい）

価格 ： \129,800( 税込 )

品番 ： 0-22-SZFS01TI
JAN ： 4562195035435

価格 ： \37,400( 税込 )

品番 ： 0-45-WS3405
JAN ： 4562195047339

［シルバー］

価格 ： \6,600( 税込 )

品番 ： 0-45-BS1410MS
JAN ： 4562195031642

［シルバー］

価格 ： \41,800( 税込 )

品番 ： 0-45-WK3405
JAN ： 4562195047346

［ブラック］

※騒音試験成績書、 排ガス試験成績書付 （車検対応）

 近接音量  OILフィルター
GK7CA:90dB  　　 ×　　
GK79A:91dB  ドレンボルト
  　　　　　　　 ○　

サイレンサーサイズ

Φ97x450Ｌ

※センタースタンド使用時は別売りのセンタースタンド
   ストッパーが必要。品番0-22-SS3001価格\5,800+税

※リアマスター共締めタイプ。WS，WK3405装着車両専用。

※リアショックマウントタイプ。

FULL EXHAUST ステンレス/チタン(陽極酸化)

BATTLE STEP & OPTION PARTS
バトルステップ１ポジション＆オプションパーツ（マフラーステー）

センタースタンドストッパー

品番 ： 0-22-SS3001
価格 ： \6,380( 税込 )JAN ： 4562195035442

IMPULSE400 (’05~)

IMPULSE400 (’05~)

価格 ： \3,850( 税込 )

品番 ： 0-45-WS3405MS
JAN ： 4562195047353

［シルバー］

価格 ： \4,950( 税込 )

品番 ： 0-45-WK3405MS
JAN ： 4562195047360

［ブラック］

GSX400 IMPULSE/S

(BC-GK7CA)



価格 ： \15,400 + 税

品番 ： 0-35-HS2401
JAN ： 4560196035133

［シルバー］

［装着イメージ］

※リアショックマウントタイプ。

※チェーンケース一体式。

TANDEM HOLDER KIT タンデムホルダーキット

HIGH PERFORMANCE STABILIZER
ハイパフォーマンス スタビライザー

IMPULSE400 (’05~) GSX400 IMPULSE/S (~’95)

品番 ： 0-6-TS01
JAN ： 4562191285612

［シルバー］

※リアショックマウントタイプ。

※マフラーステーを同時装着する際は付属のボルトでは
　 長さが足りません。別途ボルトを用意して下さい。

GSX400 IMPULSE/S (’96~)GSX400 IMPULSE/S (’96~)

IMPULSE400 (’05~) IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S

品番 ： 0-6-GS03
JAN ： 4562191284165

［シルバー］

品番 ： 0-6-GS03BK
JAN ： 4562195038412

［ブラック］

IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S

品番 ： 0-6-GS03
JAN ： 4562191284165

［シルバー］

価格 各色 ： \15,840( 税込 )価格 各色 ： \15,840( 税込 )

品番 ： 0-6-GS03BK
JAN ： 4562195038412

［ブラック］

IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S

IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S

IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S

価格 ： \10,780( 税込 )

価格 ： \10,780( 税込 )
品番 ： 0-6-TS02
JAN ： 4562191285698

［シルバー］

IMPULSE400 (’05~)
GSX400 IMPULSE/S (’96~)

価格 ： \20,900( 税込 )

品番 ： 0-42-CFLF3401
JAN ： 4560196046672

GSX400 IMPULSE/S (~’95)

価格 ： \20,900( 税込 )

品番 ： 0-42-CFLF3404
JAN ： 4560196046696

FRONT FENDER
フロントフェンダー

RS UNDER COWL ＲＳアンダーカウル

RS REAR FENDER
ＲＳリアフェンダー

FENDERLESS KIT フェンダーレスキット

DRIVE SPROCKET GUARD ドライブスプロケットガードDRIVE SPROCKET GUARD ドライブスプロケットガード

綾織カーボン　品番：0-42-CFCA3401　　　ＪＡＮ：4562195046479

平織カーボン　品番：0-42-CFCS3401　　　ＪＡＮ：4560196044807

価格 ￥２０,９００（税込）

価格 ￥１６,５００（税込）

綾織カーボン　品番：0-42-CRFA3411　　　ＪＡＮ：4562195046875

平織カーボン　品番：0-42-CRFC3411　　　ＪＡＮ：4562195035732

ＦＲＰ黒ゲル　 品番：0-42-CRFB3411　　　 ＪＡＮ:4562195035763

価格 ￥３３,０００（税込）

価格 ￥３１,９００（税込）

価格 ￥１９,８００（税込） 

※ボトムスポイラー形状。
※センタースタンド使用可能。
※社外マフラー，エンジンガードとの相性によってカウルの
　 切削加工が必要な場合がございます。

平織カーボン　品番：0-42-CUCC3411　　　ＪＡＮ：4562195035695

ＦＲＰ黒ゲル　 品番：0-42-CUFB3411　　　 ＪＡＮ:4562195035718

価格 ￥５２,８００（税込）

価格 ￥３５,２００（税込） 

ＳＴＤリフレクター：○
ＳＴＤライセンス灯：○
ＳＴＤウィンカー　：○

ＳＴＤリフレクター：○
ＳＴＤライセンス灯：○
ＳＴＤウィンカー　：○


