Riding Jackets
& Gloves
Original Jackets
& Casual Wear
Original
Goods

切断、破錠、ピッキングに強い
安心の対抗性能

従来型とは違う鍵仕様を採用し、
さらに左右のパターンを
不均等にしたことで
鍵種が多くなり、 不正開錠に
より強くなりました。

サイズアップの
「太さ19m m(被覆含む）」対切断に対し
て安心。アーム部分への焼き入れ処理は当然のこと、
本体内部ロック機構にも焼き入れを施し、破錠行為に
対しても壊れにくく安心です。シリンダーには更に進
化した
「アブロイ式シリンダー」を採用。ピッキング
への対抗性はもとより、異物挿入などによる不正
開錠に対しても強い対抗性を発揮します。操作
しやすい
「ダストカバー」を採用し、精密なシリ
ンダー部分への異物侵入を防ぎます。

在庫限り

●カワサキ ロック PX-7

●カワサキシャックルロック Ⅱ

J2013-0113

Riding Gear Autumn & Winter
& Jet Ski
Collection

メーカー希望小売価格

J2013-0124A

本体価格￥2,500＋税

メーカー希望小売価格

for Models

搭載可能車両 W800、W650、W400
サイズ アーム部分：φ14
内寸：約105×205mm
外寸：約133×219mm
※ロック差し込み部除く

本体価格￥7,000＋税

サイズ アーム部分：φ18，103×280mm（内寸）、
全体：最大幅170×最大高334mm（外寸）

搭載可能車両：ZRX1200 DAEG、Ninja 250、Z250、
Ninja 250R/400R/650R、Ninja 400

リンクをステンレスメッシュで覆ったceptoo独自の防犯構
造。10,000通りを超えるキーナンバーで
耐ピッキング性能の高いシリンダーを採用。

求めたものは圧倒的防犯性能。材質・仕様・すべてに
こだわる、重圧で柔剛な新しいロックのカタチ。
安心と信頼を手に入れて欲しい。

1年間品質保証・盗難見舞金・スペアーキーシステム

1年間品質保証・盗難見舞金・スペアーキーシステム

●cｅｐｔｏｏ
ＣＰＴ－Ｌ２２１２ＳＭハイパーリンクロック

●cｅｐｔｏｏ
ＣＰＴ-Ｃ1212 ヘックス・クロモチェーン＆パッドロック
J2013-CPT-C1212

J2013-CPT-L2212SM
メーカー希望小売価格

アクセサリー＆パーツ

Accessories
& Parts

不正開錠に強い、従来とは違う
内溝型の鍵パターンを採用

本体価格￥4,611＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥12,190＋税

サイズ φ22×1200mm

サイズ φ12×1200mm

●cｅｐｔｏｏ
ＣＰＴ-Ｌ2218ＳＭハイパーリンクロック

●cｅｐｔｏｏ
ＣＰＴ-Ｃ1216 ヘックス・クロモチェーン＆パッドロック

J2013-CPT-L2218SM

J2013-CPT-C1216

メーカー希望小売価格

本体価格￥5,740＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥15,048＋税

マフラー

サイズ φ22×1800mm

サイズ φ12×1600mm

外装パーツ

焼き入れを施したφ 10mm チェーンなので切断に強い。
10,000 通りを超えるキーナンバーで耐ピッキング性能の高
いシリンダーを採用。

極太 25mm ケーブルで
防犯抑止力をアピール。
10,000 通りを超える
キーナンバーで
耐ピッキング性能の
高いシリンダーを採用。

サスペンション
ステップ

1年間品質保証・盗難見舞金・スペア―キーシステム

ホイール

1年間品質保証・盗難見舞金・
スペア―キーシステム

キャブレター
ブレーキ

● ceptoo ハイパーケ－ブルロック
J2013-CPTW2512

エンジンパーツ

メーカー希望小売価格

スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン

● ceptoo ハイパーチェーンロック
J2013-CPTC1012
メーカー希望小売価格

本体価格￥5,351＋税

サイズ φ 10 × 1200mm

J2013-CPTC1018
メーカー希望小売価格

本体価格￥6,462＋税

サイズ φ 10 × 1800mm

ミラー

本体価格￥4,888＋税

サイズ φ 25 × 1200mm

J2013-CPTW2520
メーカー希望小売価格

本体価格￥6,462＋税

サイズ φ 25 × 2000mm

キャリーバッグとリマインダーワイ
ヤーが付いたキャリアブルセット
LED 付キーも便利

ライト
デジタルメーター

ディスクロックの外し忘れを防止するリマインダー
ワイヤー付。ブルー LED キーライト付属（1 本）。
1年間品質保証・盗難見舞金・スペア―キーシステム

スパークプラグ
バッテリー

●ceptooホールディングディスクロック

タイヤ

J2013-CPTD610

ロック
オイル

メーカー希望小売価格
CPTD610

サイズ 98mm×60mm×10mm
（PIN）

J2013-CPTD365

メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー

228

（ステンレス）
本体価格￥3,280＋税

メーカー希望小売価格
CPTD365

（ステンレス）
本体価格￥2,980＋税

サイズ 60mm×35mm×5.5mm
（PIN）

Wear & Goods, Accessories CATALOG 2018
ケーブルとセットでこの価格
無駄な力が入らないⅠ・ＫＥＹ（アイ・キー）を採用

ブラッククローム

Original Jackets
& Casual Wear

全体をコーティングしているから、 ローターを傷つけたく
ない人におすすめ！ " 最硬度 " の 14mm の鉄を使用！クロ
スバーを楕円型にすることで切断に対する強度を大幅アッ
プ！ダブルデッドボルト採用で対捻じれ効果も抜群。 ホコ
リ等から鍵穴を守るシャッター付！

持ち運びが楽な軽量設計ながら、
エンドピンが太い円筒型ボディの中に
もぐり込む超頑丈設計。

Riding Jackets
& Gloves

硬い鉄を使っているから、 小さいのに
重いです。 簡単には切れません。

Original
Goods

J2013-0131
J2013-0133
J2013-0132

ブラック
レッド
イエロー

本体価格￥8,500＋税

メーカー希望小売価格
サイズ 48 × 54mm（内径）

重量 1.0kg

メーカー希望小売価格

本体価格￥5,500＋税

マットイエロー

●クリプトナイト ディスクロック 5S-2
J2013-0139
J2013-0140

本体価格￥5,200＋税

10㎜ /5㎜スチールボルト・プッシュダ 8.0㎜の 4 角チェーン採用スリーブに
ウンロックシステム採用
は耐久性の高い新型メッシュ採用
振動感知システム 100dB アラーム

for Models

100dB アラーム／オートマチックディスク感知システム／
ＬＥＤにより起動状態の確認が可能

ブラッククローム
マットイエロー

メーカー希望小売価格

サイズ 7mm 角× 850mm

ABUS 独自の３Ｄ傾斜センサー搭載

Trigger Alarm350

pixel レッド

pixel イエロー

●クリプトナイト
キーパー 785インテグレーテッドチェーン
J2013-0152
M
R
D
A
E
O
R

Autumn & Winter Riding Gear
Collection
& Jet Ski

●クリプトナイトディスクロック EV ４ディスクロック

● ABUS
フレイムブラック

● ABUS Steel-O-Chain Iven8210

Trigger Alarm350

J2013-0149

JABUS-350

ソニックレッド

メーカー希望小売価格

● ABUS Detecto 7000 RS1

サイズ 10/60mm

J2013-0141
J2013-0153
J2013-0154
J2013-0157

pixel イエロー
pixel レッド
フレイムブラック

● ABUS

本体価格￥20,500＋税

本体価格￥11,000＋税

◎ロールアップケーブル付属

メーカー希望小売価格
重量 880g

本体価格¥9,200＋税

サイズ 太さ 8 ×長さ 850mm

本体価格￥10,500＋税

◎ロールアップケーブル付属

専用ケース付
25mmのスチールシェルが
持ち運びと言えばディスクロックが主流だが、より インナースチールを更に強固に補強。
強度のあるBordoで、自宅でも使える万能ロック。 オートマチックロックシステム、

外装パーツ
サスペンション
ステップ
ホイール

J2013-0150

JABUS-345
サイズ 5/50mm

メーカー希望小売価格

● ABUS Steel-O-Chain Iven8210

Trigger Alarm345

ソニックレッド

メーカー希望小売価格

重量 880g

Accessories
& Parts

アクセサリー＆パーツ

マフラー

Trigger Alarm345

メーカー希望小売価格

本体価格￥10,500＋税

キャブレター

サイズ 太さ 8 ×長さ 1100mm

ブレーキ

20mmのスチールシェルが
インナースチールを更に強固に補強。
PVC コーティング仕様

PVC コーティング仕様

エンジンパーツ
スプロケット
ハンドルパーツ
チェーン
ミラー
ライト

ホワイト

●ABUS

レッド

Bordo

デジタルメーター

ブラック

6000/90

J2013-0158
J2013-0159
J2013-0160

スパークプラグ

ホワイト
レッド

バッテリー

ブラック

メーカー希望小売価格

本体価格￥15,000＋税

タイヤ

サイズ 太さ5mmスチールバー×長さ900mm

●ABUS

Bordo

ロック

6000/120

J2013-0161
J2013-0162
J2013-0163
メーカー希望小売価格

ホワイト
レッド
ブラック

本体価格￥17,000＋税

サイズ 太さ5mmスチールバー×長さ1,200mm

●Steel-0-Flex950
J2013-0164
メーカー希望小売価格
サイズ 太さ25mm×長さ1000mm

オイル

●Centuro860
J2013-0165
本体価格￥12,800＋税

メーカー希望小売価格

本体価格￥6,200＋税

サイズ 太さ20mm×長さ850mm

※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2018年3月1日現在の価格（税抜）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。

メンテナンス用品
ジェットスキー
トレーラー
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