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PARTS SELECTIONPARTS SELECTIONPARTS SELECTION
車種別製品案内 Vol.4

FULL EXHAUST フルエキゾースト

ステンレス/チタン(陽極酸化)

KAWASAKIKAWASAKIKAWASAKI ZRX400/ⅡZRX400/ⅡZRX400/Ⅱ(BC-ZR400E)(BC-ZR400E)(BC-ZR400E)
(ZR400E)(ZR400E)(ZR400E)

ZRX400/Ⅱ (’01~) (BC-ZR400E)

ZRX400/Ⅱ (’01~) (BC-ZR400E)

品番 ： 0-22-SZFK01TI
価格 ： \118,800 （税込）JAN ： 4562195035411

   近接音量    
　   93dB
ＯＩＬフィルター
      ×　　
 ドレンボルト
  　  ×　

サイレンサーサイズ

Φ97x450Ｌ

REAR EXHAUST リアエキゾースト

チタン(陽極酸化)

ステンレス

品番 ： 0-22-SZK02TI

価格 ： \63,800 （税込）

JAN ： 4562195035428

   近接音量    
　   88dB
ＯＩＬフィルター
      ○　　
 ドレンボルト
  　  ○　
サイレンサーサイズ

Φ97x450Ｌ品番 ： 0-22-SZK02SU

価格 ： \51,700 （税込）

JAN ： 4562195040361

※騒音試験成績書、 排ガス試験成績書付 （車検対応）

※騒音試験成績書 （車検対応）



価格 各色 ： \15,400 （税込）

品番 ： 0-35-HS4402
JAN ： 4560196035270

［シルバー］

［シルバー］

品番 ： 0-35-HB4402
JAN ： 4562195036067

［ブラック］

品番 ： 0-35-HD4402
JAN ： 4562195042525

［ゴールド］

TANDEM HOLDER KIT タンデムホルダーキット

FIXED RACING STEP
フィクスドレーシングステップ ステップバー

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

BATTLE STEPBATTLE STEP バトルステップ１ポジションバトルステップ１ポジション

※リアショックマウントタイプ。

※取り付けにはフォークガードの取り外しが必要です。
[装着イメージ]

ZRX400/Ⅱ(~’03)

価格 各色 ： \15,400 （税込）

品番 ： 0-35-HS4410
JAN ： 4562195036074

品番 ： 0-35-HB4410
JAN ： 4562195036081

［ブラック］

ZRX400/Ⅱ(’04~)

ZRX400/Ⅱ

価格 ： \10,780 （税込）

品番 ： 0-6-TK04
JAN ： 4562191285483

［シルバー］

・BACK：75mm / UP：57mm　　・逆チェンジ不可　　
・プッシュロッド交換 有り　　※′04～ マフラー形状の違いで装着不可

・タンデム不可（COERCEブランドにてタンデムKIT設定あり）

価格 ： \37,400 （税込）

品番 ： 0-45-WS4403
JAN ： 4562195037378

［シルバー］

価格 ： \41,800 （税込）

品番 ： 0-45-WK4403
JAN ： 4562195039211

［ブラック］

ZRX400/Ⅱ (~'03)

・BACK：75mm / UP：57mm　　・逆チェンジ不可　　
・プッシュロッド交換 有り　　※′04～ マフラー形状の違いで装着不可

・タンデム不可（COERCEブランドにてタンデムKIT設定あり）

価格 ： \37,400 （税込）

品番 ： 0-45-WS4403
JAN ： 4562195037378

［シルバー］

価格 ： \41,800 （税込）

品番 ： 0-45-WK4403
JAN ： 4562195039211

［ブラック］

ZRX400/Ⅱ (~'03)

・BACK：40mm / UP：40mm　　・逆チェンジ可能　　

・プッシュロッド交換 有り　　※ステップバー別売（右記に掲載）

・タンデム不可（タンデムKIT設定あり。下記に掲載）

価格 ： \36,300 （税込）

品番 ： 0-6-BK24
JAN ： 4562195034025

ZRX400/Ⅱ ('98~)

・BACK：40mm / UP：40mm　　・逆チェンジ可能　　

・プッシュロッド交換 無し　　※ステップバー別売（右記に掲載）

・タンデム不可（タンデムKIT設定あり。下記に掲載）

価格 ： \36,300 （税込）

品番 ： 0-6-BK08
JAN ： 4562191266079

ZRX400/Ⅱ (~'97)
価格 ： \9,900 （税込）

品番 ： 0-6-SB04
JAN ： 4562191285063

※リターンスプリング装備

※ＦＩＸＥＤ ＲＡＣＩＮＧ ＳＴＥＰ専用の別売ステップバーになります。

※ＭＦＪレギュレーション対応

（可倒式）
NEW STREET

価格 ： \7,700 （税込）

品番 ： 0-6-SB05
JAN ： 4562191285094

（固定式）
NEW MFJ RACING

STEP BAR



汎用 （126ｃｃ以上）

※ＳＴＤタイプ

※ＳＴＤタイプ

[装着イメージ]

ZRX400/Ⅱ

ZRX400/Ⅱ(’98~)

ZRX400/Ⅱ(’98~)

ZRX400/Ⅱ(’98~)

※リフレクターは別途お買い求め下さい。

ZRX400

価格 ： \１８,７００ （税込）

品番 ： 0-42-CFLF4402
JAN ： 4560196046856

価格 ： \６,３８０ （税込）

品番 ： 0-42-C5013
JAN ： 4560196041189

FRONT FENDER

BIKINI COWL

フロントフェンダー

ビキニカウル SIDE COVER サイドカバー

RS UNDER COWL ＲＳアンダーカウル

CARBON LICENCE HOLDER

FENDERLESS KIT
フェンダーレスキット

TAIL COWL
テールカウルカーボンライセンスホルダー

品番 ： 0-6-GK02
JAN ： 4562191283984

［シルバー］

価格 各色 ： \10,560 （税込）

品番 ： 0-6-GK02BK
JAN ： 4562195038436

［ブラック］

ZRX400/Ⅱ
DRIVE SPROCKET GUARD ドライブスプロケットガード

品番 ： 0-6-GK02
JAN ： 4562191283984

［シルバー］

価格 各色 ： \10,560 （税込）

品番 ： 0-6-GK02BK
JAN ： 4562195038436

［ブラック］

ZRX400/Ⅱ
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-CFCA4104　　　ＪＡＮ：4562195046509

平織カーボン　品番：0-42-CFCS4104　　　ＪＡＮ：4560196044883

価格 ￥２０,９００ （税込）

価格 ￥１７,６００ （税込）

ZRX400/Ⅱ
平織カーボン　品番：0-42-CTCC4402　　　ＪＡＮ：4560196049345

価格 ￥３７,４００ （税込）

※ＲＳタイプ

※ＲＳタイプ

※Ⅱはウィンカー形状が違う為装着不可

綾織カーボン　品番：0-42-CFFA4410　　　ＪＡＮ：4562195046554

平織カーボン　品番：0-42-CFCW4410　　　ＪＡＮ：4562195035329

ＦＲＰ黒ゲル 　品番：0-42-CFＦＢ4410　　　ＪＡＮ：4562195035336

価格 ￥２９,７００ （税込）

価格 ￥２５,３００ （税込）

価格 ￥２０,９００ （税込）

ZRX400 (’05~)
平織カーボン　品番：0-42-CBCC4410

ＪＡＮ：4562195034032

ＦＲＰ黒ゲル 　品番：0-42-CBＦＢ4410

ＪＡＮ：4562195034049

価格 ￥４１,８００（税込）

価格 ￥２２,０００（税込）

ZRX400 (~’04)
平織カーボン　品番：0-42-CBCC4402

ＪＡＮ：4560196042834

ＦＲＰ黒ゲル 　品番：0-42-CBＦＢ4402

ＪＡＮ：4560196043626

価格 ￥４１,８００（税込）

価格 ￥２４,２００（税込）

ZRX400/Ⅱ(’98~)
平織カーボン　品番：0-42-CSCC4410

ＪＡＮ：4562195035381

ＦＲＰ黒ゲル 　品番：0-42-CSＦＢ4410

ＪＡＮ：4562195035389

価格 ￥２９,７００（税込）

価格 ￥２２,０００（税込）

ZRX400/Ⅱ
平織カーボン　品番：0-42-CSCC4402

ＪＡＮ：4560196048690 価格 ￥２２,０００（税込）

※ボトムスポイラー形状。
※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-CUCC4410　　　ＪＡＮ：4562195035350

ＦＲＰ黒ゲル　 品番：0-42-CUFB4410　　　 ＪＡＮ:4562195035367

価格 ￥５７,２００ （税込）

価格 ￥４１,８００ （税込） 

※チェーンケース一体式。

RS REAR FENDER
ＲＳリアフェンダー

綾織カーボン　品番：0-42-CRFA4410　　　ＪＡＮ：4562195046929

平織カーボン　品番：0-42-CRFC4410　　　ＪＡＮ：4562195035299

ＦＲＰ黒ゲル　 品番：0-42-CRFB4410　　　 ＪＡＮ:4562195035305

価格 ￥３３,０００ （税込）

価格 ￥３１,５００ （税込）

価格 ￥１８,７００ （税込） ＳＴＤリフレクター：×
ＳＴＤライセンス灯：○
ＳＴＤウィンカー　：○


