Riding Jackets

二輪車には二輪専用オイルを使用してください。

JASO 規格：Japanese Automobile Standards Organization（自動車規格）

＜ MA グレード＞

4 サイクルオイルの標準的な試験に加え、クラッチの滑りの原因となる摩擦性能試験やギアの摩擦、
極圧、せん断によるオイル劣化を防ぐ為のせん断安定試験など 2 輪車に求められる試験
（JASO T 903 規格 ) の結果に基づき、生産者が品質を保証しています。

せん断安定性に特に優れた特性を持つ
2 輪車専用 4 サイクルエンジンオイル

カワサキ純正オイル全て MA グレードに準じて製造されています。

Riding Gloves

カワサキ車指定オイルは（MA）です。カワサキ純正オイルの使用をお勧めします。
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。
高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。
一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度 「10W-40」。

Autumn & Winter
Collection

Original Goods

Original Jackets
& Casual Wear

高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視し
たベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を
配合し、エンジン内部をクリーンに保つ最高級の SJ 級オイルです。

1ℓ

4ℓ


●4サイクルオイル
「カワサキR4」

SJ10W-40

1ℓ


●4サイクルオイル
「カワサキS4」

排気量別パーツ

for Models

（部分化学合成油）JASO MA 規格適合品

1ℓ



4ℓ



20ℓ （ペール缶）

401cc超
750ccまで
251cc超
400ccまで

メーカー希望小売価格

1ℓ



メーカー希望小売価格

4ℓ



￥2,420（本体価格 ¥2,200、消費税 ¥220）
￥8,140（本体価格 ¥7,400、消費税 ¥740）
メーカー希望小売価格 ￥38,500（本体価格 ¥35,000、消費税 ¥3,500）

容量 1ℓ缶（出荷単位：20本）、
4ℓ缶（出荷単位：6本）、
20ℓペール缶（出荷単位：1缶（20ℓ））

高度に精製された鉱油をベースに合成油をブレンド。
高速・高回転によるエンジン内部温度の上昇など厳
しい条件下でもマシンの性能を存分に引き出す優れ
た潤滑性。点火プラグやエンジン内部の堆積物精製
を抑え、クリーンな状態に保つ優れた清浄性。合成
油をブレンドしているため排気煙の発生を大幅に抑
えます。

126cc超
250ccまで
125ccまで
Oil &
Maintenance

2 サイクルオイル

●2サイクルオイル「2T-R」
JASO FC 規格適合品

1ℓ
メーカー希望小売価格 ￥1,430
（本体価格 ¥1,300、消費税 ¥130）

（出荷単位：20本）
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20ℓ （ペール缶）

￥2,200（本体価格 ¥2,000、消費税 ¥200）
￥7,480（本体価格 ¥6,800、消費税 ¥680）
メーカー希望小売価格 ￥35,200（本体価格 ¥32,000、消費税 ¥3,200）
メーカー希望小売価格
メーカー希望小売価格

容量 1ℓ缶（出荷単位：20本）
、
4ℓ缶
（出荷単位：6本）
、
20ℓペール缶
（出荷単位：1缶（20ℓ））

J0226-0001

SG10W-40

（部分化学合成油）JASO MA 規格適合品

1001cc以上
751cc超
1000ccまで

4ℓ

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2021

Riding Jackets

カワサキ用に専用開発した最新スペックのエンジンオイル
Vent Vert（ヴァン ヴェール）冴速 10W-40
エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保
持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。
あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
また、オイルのコンポーネントを厳選し、極めて優れた酸化安定性能、せん断安定性能を持っており、
スーパースポーツ車などシビアコンディションにおいても性能を発揮でき安心してお使いいただけます。

Riding Gloves

※１０ W- ４０は粘性抵抗を減らしてエンジンレスポンスを重視した設計です。
※Vent Vert（ヴァン ヴェール）は日本語で“緑の風”という意味です。

Original Jackets
& Casual Wear
Original Goods

Photo: PSP

カワサキエルフ Vent Vert
（ヴァン ヴェール）冴速 SL10W-40

Autumn & Winter
Collection

JASO T 903:2016 適合品

●1リットル缶

●1リットル缶
（20本入り）
J0ELF-K009

J0ELF-K009-S
メーカー希望小売価格 ￥2,860
（本体価格 ¥2,600、消費税 ¥260）

●20リットルペール缶
J0ELF-K010

for Models

排気量別パーツ

JASO T 903:2016 適合品
全化学合成油 SAE:10W-40
API:SL

1001cc以上

カワサキとのコラボレーションによって誕生したカワサキ専用オイル
Vent Vert（ヴァン ヴェール）冴強 10W-50

751cc超
1000ccまで
401cc超
750ccまで

エルフの最新技術を駆使したハイクオリティなベースオイルと添加剤を配合してお
り、特に熱的に厳しく、排気量の大きい空冷エンジンや高出力の水冷エンジンに
最適です。また、高温側の粘度設定を５０番とし、高温域での安全マージンを確
保しています。

251cc超
400ccまで
126cc超
250ccまで

※１０W-５０は物理的に油膜を厚く設定しており、エンジンのプロテク
ション効果を最大限発揮できるような設計です。
※Vent Vert（ヴァン ヴェール）は日本語で
“緑の風”という意味です。

カワサキエルフ

125ccまで
Oil &
Maintenance

Vent Vert（ヴァン ヴェール）冴強 SM10W-50

JASO T 903:2016 適合品

●1リットル缶

●1リットル缶（20本入り）

J0ELF-K011-S

J0ELF-K011

メーカー希望小売価格 ￥2,640
（本体価格 ¥2,400、消費税 ¥240）

●20リットルペール缶
J0ELF-K012

JASO T 903:2016適合品
全化学合成油 SAE:10W-50
API:SM

※商品は、取り寄せになります。納期までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。 ※表示価格は2021年2月1日現在の価格（税込）です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
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Riding Jackets
Riding Gloves

●サスペンションオイル

Original Jackets
& Casual Wear

オイル名

SS-7オイル缶

用品番号

メーカー希望小売価格

SS-7
（1ℓ）※
SS-8
（1ℓ）

J5002-0021
J44091-0007

￥3,300

SS-19
（1ℓ）

J44091-0009

SS-47
（1ℓ）

J44091-0010

A15-00
（1ℓ）

J44091-0023

SS-25
（1ℓ）

J45024-0001

備考
倒立フォーク用

（本体価格 ￥3,000、消費税 ￥300）

￥3,740

（本体価格 ￥3,400、消費税 ￥340）

￥4,620

1ℓ

￥3,740
￥3,300

リアショックオイル用

￥1,980（本体価格 ¥1,800、消費税 ¥180）

4ℓ

1ℓ

メーカー希望小売価格

￥1,980（本体価格 ¥1,800、消費税 ¥180）

J44091-0021

 メーカー希望小売価格

￥7,150（本体価格 ¥6,500、消費税 ¥650）

（SAE 5W 相当）

4ℓ

メーカー希望小売価格

￥7,150（本体価格 ¥6,500、消費税 ¥650）

（SAE 5W 相当）

Autumn & Winter
Collection

Original Goods

※SS-7はSHOWA製の為、缶のデザインが異なります。

カートリッジ内蔵モトクロス用

J44091-0020

 メーカー希望小売価格

J44091-0013

（本体価格 ￥3,400、消費税 ￥340）

倒立フォーク用

●フロントフォークオイル KHL15-11

J44091-0004

（本体価格 ￥4,200、消費税 ￥420）

（本体価格 ￥3,000、消費税 ￥300）

カートリッジ内蔵正立フォーク用

●フォークオイル KHL15-10

フロント
フォーク用

正立フォーク用

J44091-0002
正立フォーク用
排気量別パーツ

for Models

正立フォーク用

●フォークオイル G10

1001cc以上

J44091-0011

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）
（SAE 5W 相当）

 1ℓ

J44091-0003

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）

1ℓ

●フォークオイル G5
J44091-0001

●フォークオイル G15

 4ℓ

J44091-0012

メーカー希望小売価格 ￥5,940
（本体価格 ¥5,400、消費税 ¥540）
（SAE 10W 相当）

KX 用リヤクッションオイル。 GL-5 級 SAE90
シャフトドライブ車用の
ファイナルギヤオイル。

751cc超
1000ccまで
401cc超
750ccまで

 1ℓ

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）

 4ℓ

メーカー希望小売価格 ￥5,940
（本体価格 ¥5,400、消費税 ¥540）
（SAE 15W 相当）

●フロントフォークオイル 2F
J44091-0022
350㎖ 
適合機種

メーカー希望小売価格 ￥781
（本体価格 ¥710、消費税 ¥71）
Z250（ER250C）

冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通して
ご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅を
はじ め、 全ての 金 属 に 対して優れ た防 錆、
防蝕効果があります。

安全上重要な
ブレーキ液は
信頼性の高い
純正品を
ご使用
ください。

251cc超
400ccまで
126cc超
250ccまで
125ccまで
Oil &
Maintenance
●ブレーキフルード DOT-4
J5003-0003
●リヤショックオイル K2-C

●ギヤオイル GL-5

J45024-0002

J5006-0001-A

メーカー希望小売価格 ￥1,760
（本体価格 ¥1,600、消費税 ¥160）
容量 1ℓ缶
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（SAE 5W相当）

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）
容量 400㎖缶

500㎖

メーカー希望小売価格 ￥1,540
（本体価格 ¥1,400、消費税 ¥140）

J5003-0004

 1ℓ

メーカー希望小売価格 ￥2,530
（本体価格 ¥2,300、消費税 ¥230）
液色 透明
◎毒・劇物対象外品

●ロングライフクーラント
J5004-0001-A

 1ℓ

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）

J5004-0004

 4ℓ

メーカー希望小売価格 ￥5,170
（本体価格 ¥4,700、消費税 ¥470）
液色 グリーン ノンアミンタイプ

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2021

●デポジットクリーナー
（ガソリン添加剤）

キャブレターの汚れ用洗浄クリーナー
二輪車のキャブレターに付着
した汚れを溶解、除去する強
力な洗浄力を誇ります。キャ
ブレターの作動を円滑にし、
走行中のトラブルを未然に防
ぐ化学洗浄剤です。

Riding Jackets

エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄
（4 ストロークガソリン車専用）

エンジンを始動した状態で、キャブレ
ターに直接噴射するムース状のクリー
ナー。キャブレター内部の流 路洗浄
は勿論エンジン内部のカーボン等も
簡単に落とします。また分解したキャ
ブレターに直接噴射し、より洗浄効果
をあげることも可能です。

J5013-0003

容量 100㎖
・成分：ポリエーテルアミン（PEA）、石油系溶剤
・使用方法：※ガソリンタンク容量１０ℓ毎に本品を
１本注入してください。（目安として、排気量２５０cc
以上４００ｃｃ未満迄は本品１本、
４００ｃｃ以上の場合
は２本を注入する。）

●キャブレタークリーナー

●キャブレタークリーナー
（ムースタイプ）

J5013-0001

J5013-0002

メーカー希望小売価格 ￥8,800
（本体価格 ¥8,000、消費税 ¥800）

メーカー希望小売価格 ￥1,980
（本体価格 ¥1,800、消費税 ¥180）

容量 4ℓ缶

容量 420㎖スプレー缶

金属の防錆性に
優れています

汚れ落とし兼ツヤ出し
ワックス

ブレーキパッド、ブレーキ
シューから発生する粉塵や
金属表面に付着した油分、
金属粉の汚れ等を化学洗浄
剤とエアゾールのガス圧の
相乗効果によりすばやく
簡単に洗い落とします。

錆ついたボルト・ナットのネジ
緩めなどに。水置 換性に優れ、
モトクロス車・一般車の雨中ラ
イディング後の整備、納車時に
各所動部の潤滑、防錆にご利用
ください。またバッテリーターミ
ナル・スパークプラグ・スター
ターモーターなどの防湿剤とし
ても最適です。

超微粒子コンパウンドを配合。濃
色 の 塗 装 面にも悪 影 響 を及ぼ さ
ず、汚れを落とし、微細なキズも修
復します。
また高品質シリコーンワックスに
より強い光沢を保持します。

●ブレーキ＆オイルクリーナー

●リフレッシュオイル

●リフレッシュワックス

J5007-0008-4

J5009-0003

J5005-0003

Original Jackets
& Casual Wear

ブレーキまわりの
洗浄に

Riding Gloves

メーカー希望小売価格 ￥770
（本体価格 ¥700、消費税 ¥70）

メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）

メーカー希望小売価格 ￥13,200
（本体価格 ¥12,000、消費税 ¥1,200）

メーカー希望小売価格 ￥1,980
（本体価格 ¥1,800、消費税 ¥180）

容量 420㎖スプレー缶

容量 4ℓ缶

容量 420㎖スプレー缶

スピーディに
チェーンの
グリスアップ

Autumn & Winter
Collection

防錆剤入り、
チェーンまわりの
クリーナー

Original Goods

NP ボトル用

シールチェーンのゴムリング
膨潤、グリース流出を抑える
チェーン専用の洗浄剤です。

●ホワイトチェーンオイル
J5008-0010 420㎖スプレー缶

メーカー希望小売価格 ￥1,430
（本体価格 ¥1,300、消費税 ¥130）
容量 420㎖スプレー缶
※シールチェーン対応

●チェーンオイル
J5008-0009 420㎖スプレー缶

メーカー希望小売価格 ￥2,200
（本体価格 ¥2,000、消費税 ¥200）

ホワイトチェーンオイル

※シールチェーン対応

チェーンオイル

バイククリーナー

for Models

J5007-0003

メーカー希望小売価格 ￥2,200
（本体価格 ¥2,000、消費税 ¥200）

排気量別パーツ

●チェーンクリーナー

1001cc以上

車体洗浄用中性洗剤原液の
お徳用20ℓ商品

溶剤を一切含まない
高級洗浄剤です

希釈用 2ℓポリ容器と
1m のホース付きスプレ
ーガンが付属。
店頭やグループでのご使
用にご利用ください。

プラスティック部分や塗装
面に対し影響を与えず、
カウリング・樹脂・シート・
ヘルメット等の汚れをきれい
に落とします。

751cc超
1000ccまで
401cc超
750ccまで
251cc超
400ccまで
126cc超
250ccまで
125ccまで
Oil &
Maintenance

●バイククリーナー
J5010-0001
●バイククリーナー 20ℓ
J5010-0002
メーカー希望小売価格

￥17,600（本体価格 ¥16,000、消費税 ¥1,600）

※水道水で、約10倍に希釈して、
ご使用ください。

メーカー希望小売価格 ￥880
（本体価格 ¥800、消費税 ¥80）
容量 250㎖ボトル
※水道水で、約10倍に希釈して、ご使用く
ださい。

※商品は、取り寄せになります。納期までに時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。 ※表示価格は2021年2月1日現在の価格（税込）です。商品価格は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
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Riding Jackets

小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ
（筆付き）のタッチアップペイントです。
（15㎖入り）
注意：部分的にペイントを塗りますので、車体と同じ色合いにならない事もあります。
また使用前はよく振ってご使用下さい。

●タッチアップペイント
（ベース・トップ2本組）
キャンディバーシモンレッド
キャンディワインレッド
ルミナスビンテージレッド

メーカー希望小売価格

￥1,540（本体価格 ¥1,400、消費税 ¥140）

J5012-0002-19A メタリックミッドナイトサファイアブルー
J5012-0002-17L キャンディバーントオレンジ
J5012-0002-19J メタリックインペリアルレッド

J5012-0001-RK キャンディサンゴットオレンジ
J5012-0001-10A パールソーラーイエロー

J5012-0002-25Y パールスターダストホワイト
J5012-0002-667 パールクリスタルホワイト

J5012-0001-17Z キャンディダイアモンドオレンジ
J5012-0001-18A キャンディダイアモンドブラウン

J5012-0002-40R ゴールデンブレイズドグリーン
‘15）
J5012-0002-51P キャンディライムグリーン（

●タッチアップペイント

排気量別パーツ

for Models

Autumn & Winter
Collection

Original Goods

Original Jackets
& Casual Wear

Riding Gloves

J5012-0001-A5
J5012-0001-H3
J5012-0001-P5

1001cc以上
751cc超
1000ccまで
401cc超
750ccまで
251cc超
400ccまで
126cc超
250ccまで
125ccまで
Oil &
Maintenance

J5012-0001-B1
J5012-0001-B5
J5012-0001-C4
J5012-0001-C6
J5012-0001-DD
J5012-0001-DS
J5012-0001-D3
J5012-0001-EZ
J5012-0001-E1
J5012-0001-FC
J5012-0001-F1
J5012-0001-F2
J5012-0001-GW
J5012-0001-H1
J5012-0001-H8
J5012-0001-M4

ファイヤークラッカーレッド
ブラックパール
メタリックグレーストーン
メタリックノクターンブルー
フリントグレー（耐熱）
ルミナスウィンザーグリーン
メタリックMAGゴールド
フレームコスミックグレー
キャンディライトニングブルー
キャンディアトラクティックブルー
ポーラーホワイト
ギャラクシーシルバー
メタリックソニックブルー
サンビームレッド
エボニー
ルミナスポラリスブルー

主として
オフロードバイクの
フレーム塗料剥離部分の
防錆用スプレーペイント

●スプレーペイント
J5012-0005-7F ライムグリーン
メーカー希望小売価格 ￥1,650
（本体価格 ¥1,500、消費税 ¥150）
容量 420㎖スプレー缶
※よく振ってからご使用ください。
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メーカー希望小売価格

J5012-0001-T2 パールコスミックグレー
J5012-0001-1R メタリックチェスナットブラウン
J5012-0001-4Q メタリックシャンパンゴールド
J5012-0001-7F ライムグリーン
J5012-0001-8F フレームフラットストイックブラック
J5012-0001-8J フラットストイックブラック
J5012-0001-8N キャンディライムグリーン
J5012-0001-10H パールメテオグレー
J5012-0001-17K メタリックデイアブロブラック
J5012-0001-17M アトミックシルバー
J5012-0001-17N ニュートロンシルバー
J5012-0001-75 メタリックセレストシルバー
J5012-0001-235 キャンディサンダーブルー
J5012-0001-473 ムーンライトシルバー
J5012-0001-660 メタリックスパークブラック
J5012-0001-665 メタリックマジェスティックレッド

￥770（本体価格 ¥700、消費税 ¥70）

J5012-0001-723
J5012-0001-725
J5012-0001-726
J5012-0001-727
J5012-0001-777
J5012-0001-27Y
J5012-0001-40K

キャンディプラズマブルー
メタリックフラットロウチタニウム
メタリックオーシャンブルー
メタリックダークグリーン
ライムグリーン
メタリックマグネシウムグレー
メタリックフラットミクロングレー

（注）
ツヤ消しでは有りません

耐熱ツヤ消し
ブラック塗料

●耐熱スプレーペイント
J5012-0005-W7 シリンダー用
マフラー用
J5012-0005-W8
メーカー希望小売価格 ￥1,320
（本体価格 ¥1,200、消費税 ¥120）
容量 220㎖スプレー缶 耐熱温度６００℃
※よく振ってからご使用ください。

●プラスチックポリッシュ
J5005-0002

 20ℓ

メーカー希望小売価格 ￥27,500
（本体価格 ¥25,000、消費税 ¥2,500）

プラスチックポリッシュのお徳用20ℓ商品。2ℓポリ容器と1mホース付きスプレ
ーガンが付属。店頭やグループでのご使用にご利用ください。

