
KAWASAKI
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

ESTRELLA シルバー φ 33 401-33-101 ¥40,000 ¥47,000
φ 26 402-26-102 ¥70,000 ¥90,000
φ 29 402-29-102 ¥70,000 ¥90,000
φ 31 402-31-102 ¥65,000 ¥85,000
φ 26 404-26-116 ¥84,000 ¥107,000
φ 29 404-29-116 ¥85,000 ¥107,000

アルマイト φ 29 404A29-116 ¥109,000 ¥126,000
W400 シルバー φ 29 402-29-127 ¥72,500 ¥92,500

φ 26 404-26-104 ¥84,000 ¥107,000
φ 29 404-29-104 ¥95,000 ¥117,000

アルマイト φ 29 404A29-104 ¥114,000 ¥131,000
φ 26 404-26-115 ¥84,000 ¥107,000
φ 29 404-29-115 ¥85,000 ¥107,000

アルマイト φ 29 404A29-115 ¥109,000 ¥126,000
φ 26 404-26-103 ¥94,000 ¥117,000
φ 29 404-29-103 ¥95,000 ¥117,000
φ 31 404-31-103 ¥106,000 ¥127,000
φ 29 404A29-103 ¥114,000 ¥131,000
φ 31 404A31-103 ¥125,000 ¥141,000

W650 シルバー φ 35 402-35-113 ¥73,500 ¥87,500
φ 29 404-29-119 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-119 ¥96,000 ¥117,000
φ 29 404A29-119 ¥104,000 ¥121,000
φ 31 404A31-119 ¥115,000 ¥131,000
φ 29 404-29-117 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-117 ¥96,000 ¥117,000
φ 29 404A29-117 ¥104,000 ¥121,000
φ 31 404A31-117 ¥115,000 ¥131,000
φ 29 404-29-118 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-118 ¥96,000 ¥117,000
φ 29 404A29-118 ¥104,000 ¥121,000
φ 31 404A31-118 ¥115,000 ¥131,000
φ 29 404-29-108 ¥105,000 ¥127,000
φ 31 404-31-108 ¥106,000 ¥127,000
φ 33 404-33-108 ¥106,000 ¥127,000
φ 29 404A29-108 ¥124,000 ¥141,000
φ 31 404A31-108 ¥125,000 ¥141,000
φ 29 404-29-120 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-120 ¥86,000 ¥107,000
φ 33 404-33-120 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-120 ¥104,000 ¥128,000
φ 29 404A29-120 ¥104,000 ¥121,000
φ 31 404A31-120 ¥105,000 ¥121,000
φ 31 404-31-120A ¥96,000 ¥117,000
φ 33 404-33-120A ¥96,000 ¥117,000

アルマイト φ 31 404A31-120A ¥115,000 ¥131,000
φ 29 404-29-121 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-121 ¥86,000 ¥107,000
φ 33 404-33-121 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-121 ¥104,000 ¥128,000
φ 29 404A29-121 ¥104,000 ¥121,000
φ 31 404A31-121 ¥105,000 ¥121,000
φ 33 404-33-122A ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-122A ¥94,000 ¥118,000
φ 37 404-37-122A ¥106,000 ¥128,000
φ 33 404-33-122B ¥96,000 ¥117,000
φ 35 404-35-122B ¥104,000 ¥128,000
φ 37 404-37-122B ¥106,000 ¥128,000
φ 33 404-33-125 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-125 ¥94,000 ¥118,000
φ 37 404-37-125 ¥106,000 ¥128,000
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Z400GP

ZI,ZII

ZEPHYR750(ガソリンコック付)

Z400FX

GPZ400F(C1,C2)-'85

Z250FT

GPZ1100F(空冷)

Z1000J/R(アダプターL:65mm)

Z1000J/R(アダプターL:46mm)

Z1000A,MK-II,FX-I

ZI,ZII(インシュレーター:1131用)

Z750GP

Z750FX-II/III

GPZ750F

ZEPHYR400(ガソリンコック付)



KAWASAKI
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

φ 33 404-33-123A ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-123A ¥94,000 ¥118,000
φ 37 404-37-123A ¥106,000 ¥128,000
φ 33 404-33-123B ¥96,000 ¥117,000
φ 35 404-35-123B ¥104,000 ¥128,000
φ 37 404-37-123B ¥106,000 ¥128,000

YAMAHA
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

φ 26 404-26-204 ¥94,000 ¥117,000
φ 29 404-29-204 ¥95,000 ¥117,000

アルマイト φ 29 404A29-204 ¥114,000 ¥131,000
φ 26 404-26-203 ¥84,000 ¥107,000
φ 29 404-29-203 ¥95,000 ¥117,000

アルマイト φ 29 404A29-203 ¥114,000 ¥131,000
XJ400ZS シルバー φ 26 404-26-205 ¥94,000 ¥117,000

φ 33 401-33-210 ¥37,500 ¥44,500
φ 35 401-35-210 ¥41,500 ¥52,500
φ 37 401-37-210 ¥41,500 ¥52,500
φ 38 401-38-210 ¥33,500 ¥52,500
φ 39 401-39-210 ¥41,500 ¥52,500
φ 33 401-33-211 ¥37,500 ¥44,500
φ 35 401-35-211 ¥41,500 ¥52,500
φ 37 401-37-211 ¥41,500 ¥52,500
φ 38 401-38-211 ¥33,500 ¥52,500
φ 39 401-39-211 ¥41,500 ¥52,500
φ 37 401-37-212 ¥41,500 ¥52,500
φ 38 401-38-212 ¥33,500 ¥52,500
φ 39 401-39-212 ¥41,500 ¥52,500
φ 37 401-37-213 ¥41,500 ¥52,500
φ 38 401-38-213 ¥33,500 ¥52,500
φ 39 401-39-213 ¥41,500 ¥52,500
φ 31 402-31-206 ¥55,000 ¥75,000
φ 33 402-33-206 ¥55,000 ¥75,000
φ 35 401-35-209 ¥93,000 ¥115,000
φ 37 401-37-209 ¥93,000 ¥115,000

SUZUKI
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

GOOSE250 シルバー φ 35 401-35-301 ¥41,500 ¥52,500
VOLTY250 -'99 シルバー φ 33 401-33-302 ¥37,500 ¥44,500

φ 31 402-31-314 ¥69,000 ¥89,000
φ 33 402-33-314 ¥69,000 ¥89,000
φ 31 402-31-315 ¥69,000 ¥89,000
φ 33 402-33-315 ¥69,000 ¥89,000

GSX400FS(IMPULSE) シルバー φ 26 404-26-304 ¥84,000 ¥107,000
φ 26 404-26-303 ¥84,000 ¥107,000
φ 29 404-29-303 ¥95,000 ¥117,000

アルマイト φ 29 404A29-303 ¥114,000 ¥131,000
φ 31 404-31-316 ¥86,000 ¥107,000
φ 33 404-33-316 ¥86,000 ¥107,000

アルマイト φ 31 404A31-316 ¥110,000 ¥126,000
φ 33 404-33-317 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-317 ¥94,000 ¥118,000
φ 37 404-37-317 ¥96,000 ¥118,000
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GSX1100S(KATANA)

GSX750S(I/II型)

GSX400S

GS400/E(ピッチ:120mm)

SR400(CV-'00)

GS400/E (ピッチ:108mm)

シルバー

シルバー
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TX650/XS650

SRX400/600 モノサス

SR500(CV-'00)

SR500(VM)

SR400(VM)

XJ400E/D

FZ400R/N

Z1100GP(B2)(アダプターL:65mm)

Z1100GP(B2)(アダプターL:46mm)



HONDA
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

φ 26 401-26-401 ¥35,000 ¥42,000
φ 29 401-29-401 ¥37,500 ¥44,500
φ 33 401-33-408 ¥37,500 ¥44,500
φ 35 401-35-408 ¥41,500 ¥52,500

CBX250S シルバー φ 33 401-33-409 ¥37,500 ¥44,500
φ 33 401-33-407 ¥37,500 ¥44,500
φ 35 401-35-407 ¥41,500 ¥52,500
φ 33 401-33-406 ¥35,000 ¥42,000
φ 35 401-35-406 ¥39,000 ¥50,000

CB400F(398cc) シルバー φ 26 404-26-423 ¥114,000 ¥137,000
CB400F(408cc) シルバー φ 26 404-26-424 ¥114,000 ¥137,000
CB400T/N（ホーク） シルバー φ 31 402-31-415 ¥69,000 ¥89,000
CBX400F シルバー φ 26 404-26-425 ¥94,000 ¥117,000
CBX550F シルバー φ 26 404-26-426 ¥94,000 ¥117,000
FT400/500 シルバー φ 35 401-35-418 ¥41,500 ¥52,500

φ 29 404-29-419 ¥85,000 ¥107,000
φ 31 404-31-419 ¥86,000 ¥107,000
φ 33 404-33-419 ¥86,000 ¥107,000
φ 29 404A29-419 ¥109,000 ¥126,000
φ 31 404A31-419 ¥110,000 ¥126,000
φ 29 404-29-420 ¥105,000 ¥127,000
φ 31 404-31-420 ¥106,000 ¥127,000
φ 33 404-33-420 ¥106,000 ¥127,000
φ 29 404A29-420 ¥124,000 ¥141,000
φ 31 404A31-420 ¥125,000 ¥141,000
φ 33 404-33-427 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-427 ¥94,000 ¥118,000
φ 33 404-33-428 ¥86,000 ¥107,000
φ 35 404-35-428 ¥94,000 ¥118,000

四輪用
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

φ 35 401-35-801 ¥41,500 ¥52,500
φ 37 401-37-801 ¥41,500 ¥52,500
φ 29 402-29-801 ¥70,000 ¥90,000
φ 31 402-31-801 ¥65,000 ¥85,000
φ 33 402-33-801 ¥65,000 ¥85,000
φ 35 402-35-801 ¥71,000 ¥85,000
φ 37 402-37-801 ¥71,000 ¥85,000
φ 29 402-29-802 ¥72,500 ¥92,500
φ 31 402-31-802 ¥67,500 ¥87,500
φ 33 402-33-802 ¥67,500 ¥87,500
φ 35 402-35-802 ¥73,500 ¥87,500
φ 31 404-31-803 ¥101,000 ¥122,000
φ 33 404-33-803 ¥101,000 ¥122,000
φ 33 404-33-804 ¥101,000 ¥122,000
φ 35 404-35-804 ¥109,000 ¥133,000
φ 37 404-37-804 ¥111,000 ¥133,000

その他
CRS キャブレター タイプ 口径 品番 旧価格(税別) 新価格(税別)

φ 26 401-26 ¥35,000 ¥42,000
φ 29 401-29 ¥35,000 ¥42,000
φ 33 401-33 ¥35,000 ¥42,000
φ 35 401-35 ¥39,000 ¥50,000
φ 38 401-38 ¥31,000 ¥50,000
φ 39 401-39 ¥39,000 ¥50,000
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CB250RS/RSZ

MONKEY,DAX

CB1100F/R

CB900F

CB750K0-K6(OHC) 

CB750F(CB750K DOHC)

XR/XLR250R（ME06/08）

FTR250(セル無し） 

HONDA S800

HONDA S600

HONDA LIFE,STEP-VAN

HONDA N360 ツイン

HONDA N360 シングル

汎用 シングル シルバー


