エンジン左側

左右セット

レーシングスライダー
バックステップ

トップブリッジ

￥94,290
（312-387-000）
タンデム付き
¥68,250
（312-387-001）
タンデム無し
4ポジション UP：50mm/60mmBACK : 15mm/20mm
アルミ削り出し製 ＳＴＤブレーキスイッチ使用可能。
※ステップバーの組み換えも可能です。(MFJ-Aに限ります）

エンジン左側

右側

（321-387-001）
￥45,150
アルミ削り出し製 アルミセンターナット付属。
ポジション：0mmＵＰ/20mmＢＡＣＫ
ポジション：0mmＵ
ケーブル類はそのままご使用になれます。
※画像のブラックはオプション
（別途料金）
です。

エンジン左側

レーシングスライダー

フレーム
（アルミベース+ジュラコン）
各￥10,500
（342-387-000） ジュラコン/ホワイト
（342-387-000Ｂ） ジュラコン/ブラック
シリンダー前方、エンジンマウント部へ取り付け。

エンジン右側

ジェネレーターA（アルミベース+ジュラコン）各￥9,975
（342-387-001） ジュラコン/ホワイト
（342-387-001Ｂ） ジュラコン/ブラック
エンジン左サイド、
ジェネレーターカバーのボルト
と共締めで取り付けます。アルミベース+ジュラコン
※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外す必要があります。
取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外す必要があります。
※走行条件によりバンク角が損なわれる場合がございます。

エンジン右側

左側

レーシングスライダー

アッパーブラケット無し

ジェネレーターB（ジュラコン）

トップ&ステムSET(オフセットタイプ)
トップ&ステムSET
（321-399-003）

トップ&ステムSET(STDオフセットタイプ)
トップ&ステムSET

バックステップ
￥71,400
￥71,400

（312-399-000）
正チェンジ仕様 ※逆チェンジ不可
（312-399-001）
逆チェンジ仕様 ※正チェンジ不可
4ポジション
ポジション UP：30mm/40mm
30mm
30mm/40
/40mm
mm BACK : 00
00mm/10mm
00mm
mm/10
/10mm
mm アルミ削り出し製
STDのブレーキスイッチがそのままご利用いただけます。
※STDのブレーキスイッチがそのままご利用いただけます。
※ステップバーの組み替えも可能です。
（MFJ-Aに限ります。）

￥119,175

ポジション
UP：0mm
0mm BACK : 15
15mm
mm オフセット：32mm

アルミ削り出し製 純正ハンドル用
アルミ削り出しセンターナット付
※ケーブル類は純正をそのまま使用できます。

エンジン右側

左右セット

（321-399-004）

アッパーブラケット付き

￥119,175

ポジション
UP：0mm
0mm BACK : 15
15mm
mm オフセット：27mm

トップブリッジ(アッパーブラケッ
アッパーブラケット付き)
ト付き
￥49,350

（321-399-002）

トップブリッジ(アッパーブラケッ
アッパーブラケット無し)
ト無し

ハンドルアッパーブラケット
￥12,600

（321-399-001）
（321-399-000）
￥45,150 アルミ削り出し製
アルミ削り出し製
純正ハンドル用
純正ハンドル用
アルミ削り出しセンターナット付
※ケーブル類は純正をそのまま使用できます。

エンジン右側

エンジン右側

φ60

レーシングスライダー

レーシングスライダー

レーシングスライダー

クラッチ
（アルミベース+ジュラコン 90φ）
ジェネレーターA
（アルミベース+ジュラコン）
R（アルミベース+ジュラコン）
（アルミベース+ジュラコン
（アルミベース+
ジュラコン）
フレーム（アルミベース+ジュラコン） 各￥12,600
￥12,600 クランク（ジュラコン）
（342-399-001） ジュラコン/
ジュラコン/ホワイ
ホワイト
各￥15,750
各￥15,750
各￥29,400
各￥29,400
各￥9,975
各￥9,975
各￥9,975
各￥9,975
（342-399-001Ｂ） ジュラコン/
ジュラコン/ブラック
ブラック
（342-399-002） ホワイト
（342-399-003） ジュラコン/ホワイ
ジュラコン/ホワイト
（342-387-001） ジュラコン/
ジュラコン/ホワイ
ホワイト
（342-387-003） ジュラコン/
ジュラコン/ホワイ
ホワイト
（342-399-002
（342-399-002B）
）
ブラック
（342-399-003
（342-399-003B）
）
ジュラコン/ブラック
ジュラコン/
ブラック
（342-387-001
（342-387-001B）
）
ジュラコン/ブラック
ジュラコン/
ブラック
（342-387-003
（342-387-003B）
）
ジュラコン/ブラック
ジュラコン/
ブラック
レーシングスライダー φ50
フレーム（アルミベース+ジュラコン） 各￥10,500
￥10,500
（342-399-000） ジュラコン/
ジュラコン/ホワイ
ホワイト
（342-399-000Ｂ） ジュラコン/
ジュラコン/ブラック
ブラック

エンジン左側のクランクケースのボルトと共締めで
取り付けます。
※走行条件等によっては車両のバンク角が
損なわれる場合がございます。ご注意ください。

エンジン右側のスターターカバーのボルトと共締め
で取り付けます。
※走行条件等によっては車両のバンク角が
損なわれる場合がございます。ご注意ください。

レーシングスライダー

レーシングスライダー

クラッチ タイプ2（アルミベース+ジュラコン）各￥30,450 3点SET A
各￥19,635
（342-388-003） ジュラコン/ホワイト
（342-387-004） ジュラコン/ホワイト
（342-388-003Ｂ） ジュラコン/ブラック
（342-387-004Ｂ） ジュラコン/ブラック
エンジン右側、クラッチカバーのボルトと共締めで取付け。 フレーム
（左右）
+ジェネレーターAのセット。
スライダー部分にはφ90のジュラコンを採用しています。 ※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外
※走行条件によりバンク角が損なわれる場合がございます。 す必要があります。
※写真のケースカバーは付属しません。※取り付けの際
は、純正のエンジンカバーを外す必要があります。

エンジン左側

φ50

レーシングスライダー

レーシングスライダー

ジェネレーターC（アルミベース+ジュラコン）各￥18,900 Ｒ
（アルミベース+ジュラコン）
各￥9,975
（342-387-008） ジュラコン/ホワイト
（342-387-003） ジュラコン/ホワイト
（342-387-008Ｂ） ジュラコン/ブラック
（342-387-003Ｂ）
（342-387-003
） ジュラコン/ブラック
スターターカバーのボルトと
エンジン左サイド、
ジェネレーターカバーのボルト エンジン左サイド、ジェネレーターカバーのボルトと共締 エンジン右サイド、
めで取り付けます。スライダー部分にはφ90のジュラコン 共締めで取り付けます。
と共締めで取り付けます。
を採用しています。※写真のケースカバーは付属しま
※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外す必要があります。
取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外す必要があります。 を採用しています。※写真のケースカバーは付属しま
※走行条件によりバンク角が損なわれる場合がございます。 せん。※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを
外す必要があります。

レーシングスライダー

レーシングスライダー φ60

レーシングスライダー
各￥16,275

（342-387-002） ホワイト
（342-387-002Ｂ） ブラック

エンジン右側のクラッチカバーのボルトと共締めで
取り付けます。
※走行条件等によっては車両のバンク角が
損なわれる場合がございます。ご注意ください。

レーシングスライダー

レーシングスライダー

3点SET B
各￥25,935 4点SET A
各￥29,085
（342-387-005） ジュラコン/ホワイト
（342-387-006） ジュラコン/ホワイト
（342-387-005Ｂ） ジュラコン/ブラック
（342-387-006Ｂ） ジュラコン/ブラック
フレーム
（左右）+ジェネレーターBタイプのセット。 フレーム
（左右）
+ジェネレーターA+Rのセット。
※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外 ※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外
す必要があります。
す必要があります。

コーンタイプ

ラジエターコアガード

レーシングスライダー

各￥31,500
4点SET B
各￥35,385 4点SET C
各￥37,275
（309-387-A00）
Aタイプ ＡＧＲＡＳロゴ有
（342-387-007） ジュラコン/ホワイト
（342-387-009） ジュラコン/ホワイト
（309-387-Ｂ00）
Ｂタイプ ＡＧＲＡＳロゴ無
（342-387-007 ） ジュラコン/ブラック
（342-387-007Ｂ）
（342-387-009 ） ジュラコン/ブラック
（342-387-009Ｂ）
フレーム(左右）
+ジェネレーターＢ+Ｒのセット。 フレーム
（左右）
+ジェネレーターC+Rのセット。 ステンレス製
※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを ※取り付けの際は、純正のエンジンカバーを外 ステンレス製、エッチング仕上げ。
飛び石等からクーラーのコアを保護します。
外す必要があります。
す必要があります。

左右セット

ファンネルタイプ

左右セット

スタンドフックスライダー

リアスタンドフック

エンジン左側のジェネレーターカバーのボルトと共締め
で取り付けます。
※走行条件等によっては車両のバンク角が
損なわれる場合がございます。ご注意ください。

シリンダーの前方のエンジンマウント部分に装着します。

アクスルプロテクター

エンジン左側

エンジン左側

左右セット

左右セット

ジェネレーターB（ジュラコン）

各
各￥16,275
￥16,275
（342-387-002） ジュラコン/
ジュラコン/ホワイ
ホワイト
（342-387-002 ） ジュラコン/
（342-387-002B）
ジュラコン/ブラック
ブラック
エンジン左側のジェネレーターカバーのボルトと共締め
で取り付けます。
※走行条件等によっては車両のバンク角が
損なわれる場合がございます。ご注意ください。

（353-399-000＊）
各￥11,550
￥11,550
※ ＊部分には色番が入ります。
シルバー
（Ｓ）
レッド
（Ｒ）
ブルー（Ｂ）
ゴールド
（Ｇ）
ブラック
（ＢＫ）
チタン
（Ｔ）
ガンメタ
（ＧＭ）
リアキャリパーサポート
フロントキャリパーサポート
レーシングスライダー
ジェネレーターC
（
（アルミベース+ジュラコン
（アルミベース+
アルミベース+ジュラコン
ジュラコン 90φ
90φ） 左右セット
￥29,400
（318-399-000）
￥31,500 （317-399-000）
アルミ削り出し製
アルミ削り出し製
各￥18,900 チェーンアジャスターカバー
各￥18,900
ブレンボ製削り出し2POTキャリパー84mmピッチ専用
ブレンボ製キャス
トラジアルマウン
ト4POTキャリパー
（342-387-008） ジュラコン/ホワイ
ジュラコン/ホワイト
リアスタンドプレート付き
※ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で
ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で
（342-387-008 ） ジュラコン/ブラック
（342-387-008B）
ジュラコン/ブラック
（353-399-001＊）
各￥18,900
￥18,900 108mmピッチ専用（GSX-R750純正品）
エンジン左側のジェネレーターカバーのボルトと共締め
長さを確認してください。
※ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で
ブレーキホースは必ず現車に取り付けた状態で
スタンドプレートのみレッド、
シルバー、
ゴールド
で取り付けます。
長さを確認してください。
から選択、アジャスターカバーはシルバーのみ
※走行条件等によっては車両のバンク角が
ブレンボキャリパー
￥58,800
損なわれる場合がございます。ご注意ください。
キャリパーサポート4POT用
ブレンボ製削り出し2POTキャリパー84mmピッチ
※＊部分には色番が入ります。
（ブレンボ製4POTキャリパー40mmピッチ用
（ブレンボ製4POTキャリパー40mmピッチ用）
ブレンボ製4POTキャリパー40mmピッチ用）
シルバー
（Ｓ）
レッド
（Ｒ）
ゴールド
（Ｇ）
近日発売
左右セット
フロント

左右セット

左右セット

コーンタイプ

SET

写真はAタイプ
写真はAタイプ

フロントマスターシリンダーキャップ バーエンド
フロントマスターシリンダーキャップ
各￥18,900
￥18,900 （325-399-001＊）
（325-399-001

クイックチャージタイプ

ファンネルタイプ

リア

ラジエターコアガード

各8,085

(343-387-J0B) ジュラコン/ブラック
(343-387-J0W) ジュラコン/ホワイト
(343-387-A0B) アルミ/ブルー
(343-387-A0R) アルミ/レッド
(343-387-A0S) アルミ/シルバー

チェーンアジャスターカバー

レーシングスライダー

スタンドフックスライダー

（342-000-008Ｓ）ジュラコン/ホワイト各￥4,200
ト各￥4,200
バーエンド
（1ピースタイプ）
・写真左（300-387-001＊）
各￥3,990 （342-000-008Ｂ）ジュラコン/ブラック
スタンドフックにスライダー機能を追加。
※ ＊部分には色番が入ります。
Ｍ8ボルト用。左右セット。
シルバー（Ｓ）レッド
（Ｒ）ブルー
（Ｂ）ゴールド
（Ｇ） ジュラコン製、
ブラック
（ＢＫ）チタン
（Ｔ）ガンメタ
（ＧＭ）
リアスタンドフック
マスターシリンダーキャップ
ファンネルタイプ
各￥8,925 リアアクスルプロテクター
サイズ：φ32XL46mm Weight:77g
（353-001-008＊）
各￥4,725
（325-387-000＊）
各￥5,040
（345-387-000）
ジュラコン製
¥11,340 ・写真右（300-387-000＊）
(344-387-J0B) ジュラコン/ブラック
各￥4,200 ※ ＊部分には色番が入ります。
(344-387-J0W) ジュラコン/ホワイト
※ ＊部分には色番が入ります。
カラー：ブラック
※ ＊部分には色番が入ります。
(344-387-A0B) アルミ/ブルー
シルバー（Ｓ）レッド
（Ｒ）ブルー（Ｂ）ゴールド
（Ｇ）
シルバー
（Ｓ）レッド
（Ｒ）ブルー
（Ｂ）ゴールド
プロテクターサイズ：φ60
シルバー
（Ｓ）レッド
（Ｒ）ブルー
（Ｂ）ゴールド
（Ｇ） ブラック
(344-387-A0R) アルミ/レッド
（ＢＫ）チタン
（Ｔ）ガンメタ
（ＧＭ）
（Ｇ）ブラック
（ＢＫ）チタン
（Ｔ）ガンメタ
（ＧＭ）
※万が一の転倒時に、アクスルシャフト部分及び、 ブラック
(344-387-A0S) アルミ/シルバー
（ＢＫ）チタン
（Ｔ）ガンメタ
（ＧＭ）
V受けタイプのレーシングスタンドがご利用になれます。
アルミ削り出し製
ブレーキまわりを保護します。
※万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスル
サイズ：φ35XL48mm Weight:104g
アルミ削り出し製、M8ボルト用。左右セット。
純正のキャップとボルトオンで交換が可能です。 シャフトを保護します。アルミ製シャフト使用、左右セット
アルミ製シャフト使用、左右セット。
アルミ削り出し製 左右セット
※純正ハンドルにボルトオンで換装が可能です。
コーンタイプ

左右セット

フロントアクスルプロテクター
オイルフィラーキャップSET
オイルフィラーキャップSET
各￥8,085
￥8,085 （454-020-150＊）
コーンタイプ
（454-020-150 ）
各￥4,515
￥4,515
(343-387-J0B) ジュラコン/ブラック
(343-387-J0W) ジュラコン/ホワイト

（300-387-001 （
（写真左）
写真左）各￥3,990
￥3,990 (343-387-A0B) アルミ/ブルー
各￥5,040
￥5,040 （300-387-001＊）

専用ステンレス製ワイヤーリンク（2個）+ワイヤー付属
ワイヤリング用のドリルホールを開けてあります。

（309-399-A00）Aタイプ AGRASロゴ有 リアマスターシリンダーキャップ
リアマスターシリンダーキャップ サイズ：φ32XL46㎜ Weight：77ｇ
(343-387-A0R) アルミ/レッド
（300-387-000＊）
（
（写真右）
写真右）各￥4,200
￥4,200 (343-387-A0S) アルミ/シルバー
オイルフィラーキャップ（クイックチャージタイプ）
オイルフィラーキャップ
（クイックチャージタイプ
クイックチャージタイプ）
（309-399-B00）Bタイプ AGRASロゴ無 （325-399-000＊）
（325-399-000
各￥3,990
￥3,990 （300-387-000
サイズ：φ35XL48㎜ Weight：104ｇ
（355-020-150 ）
各￥5,775
￥5,775
ファンネルタイプ
ファンネルタイプ
各￥8,925
￥8,925 （355-020-150＊）
ステンレス製、エッチング仕上げ
※ ＊部分には色番が入ります。
※ ＊部分には色番が入ります。
※ ＊部分には色番が入ります。
(344-387-J0B) ジュラコン/ブラック
ゴールド
（Ｇ）
レッド
（Ｒ）
ブルー（Ｂ）
飛び石等からクーラーのコアを保護します。 シルバー（Ｓ）
ブラック
（ＢＫ）
チタン
（Ｔ）
ガンメタ
（ＧＭ）
アルミ削り出し製
※純正マスターシリンダー用
※純正マスターシリンダー用

※アルミパーツのカラーオーダー可能です。詳しくはTELにてお問い合わせ下さい。

レッド
シルバー（Ｓ）
（Ｒ）
ブルー（Ｂ）
ゴールド
（Ｇ）
ブラック
（ＢＫ）
チタン
（Ｔ）
ガンメタ
（ＧＭ）
左右セット アルミ削り出し製1ピース
※純正ハンドル用

(344-387-J0W) ジュラコン/ホワイト
(344-387-A0B) アルミ/ブルー
(344-387-A0R) アルミ/レッド
(344-387-A0S) アルミ/シルバー
左右セット アルミ製シャフト使用

シルバー（Ｓ）
レッド
（Ｒ）
ブルー（Ｂ）
ゴールド
（Ｇ）
ブラック
（ＢＫ）
チタン
（Ｔ）
ガンメタ
（ＧＭ）
アルミ削り出し製
サイズ：M20×P1.5

࿚اহǈǖȐǟ
〒649-7163 和歌山県伊都郡かつらぎ町萩原823
営業時間 AM 9:00〜PM6:00(第2、4土・日・祝日定休）
e-mail : ars@agras.co.jp

表示価格は
全て税込価格を
記載しております

TEL.0736-25-0250 FAX.0736-25-0405

レーシングスライダーにつきましては、
各種セットを取り揃えております。
詳しくは、弊社までお電話にて
お問い合わせください。

新製品
W800
GSX-R750/600 11 発 売 中 !
CBR250R用パーツ開発中！

詳細はWEBにて！
www.agras.co.jp

