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会員価格6,000円(税別)以上で送料無料

トップ パーツ 駆動系 ウエイトローラー

商品番号︓22123KWNT17

希望⼩売価格（税込）

￥1,980
 ポイント︓0

購⼊数

○在庫あり

商品をカートに⼊れる

 お気に⼊りに追加

 商品についての問い合わせ

ツイート

ログイン マイページ 法⼈のお客様  個⼈のお客様

 
 
商品情報

商品名 ウエイトローラー 17g

商品番号 22123KWNT17

JANコード 4571301448656

希望⼩売価格 1,800円（税別）

メーカー エンデュランス

取付時間（※） 0.5h

[送料別] PCX125 PCX150 LE
AD125 hi-POWER ウエイトロ
ーラー 17g φ20×15mm
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重量（約） 17g

⼨法（約） Φ20.0 × 15.0mm

適合確認⾞種
※記載のない⾞種は取付不可ま
たは未確認 ・LEAD125('13.7〜'15.5)【JF45-1000001〜1099999】

・LEAD125('15.6〜'17.11)【JF45-1100001〜】
・LEAD125('17.12〜)【JF45-1300001〜】
・PCX HYBRID('18.9〜)【JF84-1000001〜】
・PCX('18.4〜)【JF81-1000001〜】
・PCX('14.4〜'18.4)【JF56-1000001〜】
・PCX('12.5〜'14.3)【JF28-1100001〜1399999】
・PCX('10.3〜'12.4)【JF28-1000001〜1099999】
・PCX150('18.4〜) 【KF30-1000001〜】
・PCX150('14.5〜'18.4)【KF18-1000001〜】
・PCX150('12.4〜'14.4)【KF12-1000001〜1299999】
・ADV150('20.2〜)【KF38-1000001〜】
・Sh mode(JF51全⾞種)

・アドレスV125S/-SS(CF4MA全⾞種)
・アドレスV125/-G(CF46A全⾞種)
・アドレスV125/-G(CF4EA全⾞種)
・SWISH('18.6〜)【2BJ-DV12B-100001〜】

商品内容 6個⼊り

 
 
商品説明

⾛りを極めるhi-POWERウエイトローラー

純正品と同等の素材を使⽤し、耐久性はピカイチ︕
ウエイトローラーは軽くすると変速が遅くなり、加速が良くなります。
逆に重くすると変速が速くなり、最⾼速重視となります。

ベストなセッティングを出すのも楽しみの⼀つです。
軽過ぎず重過ぎず微妙なところで、⾊々な重さのウエイトローラーを試してみてはいかがですか︖

※重量が軽すぎると遠⼼⼒が弱く変速できない / 重量が重すぎると出だしが悪くなる。

・LEAD125(JF45全⾞種)の純正･･･18g
・PCX('18.4〜)【JF81-1000001〜】の純正･･･18.5g
・PCX(JF28/JF56全⾞種)の純正･･･18g
・PCX150(KF12全⾞種)の純正･･･21g
・PCX150(KF18全⾞種)の純正･･･18g
 
 

 
 

 注意事項 ※必ずお読みください※

● (※)取付時間は、オートバイに関する整備の⼀般的な知識および技能を有する国家資格をお持ちの整備⼠の⽅
で、かつ必要な⼯具をすでにお持ちの⽅を前提としております。

● 適合確認⾞種に記載のある⾞種以外の取り付け確認はしておりません。記載されていない⾞種は取付不可・また
は未確認です。
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ホンダ ヤマハ カワサキ スズキ レース⽤

⾞種から探す 商品を探す 適合早⾒表 特集

● 適合確認⾞種に記載のない⾞種への取り付けは、保証いたしかねます。

● 商品の⾊味は撮影条件やモニター、商品ロットやセット商品の左右で異なる場合もございますが、返品・交換等
はお受けいたしかねます。

 
 

商品キーワード

CCKUD CCKWR カスタマイズ カスタム パーツ ツーリング タンデム ドレスアップ ワンポイント 汎⽤ HONDA ホンダ SUZUKI ス
ズキ リード125 SHモード スウィッシュ
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商品を探す

HONDA⾞から探す

YAMAHA⾞から探す

Kawasaki⾞から探す

SUZUKI⾞から探す

レース⽤⾞両から探す

パーツから探す

レース⽤パーツから探す

バイク⽤品から探す

HRC・純正パーツ⾒積り

ご利⽤について

個⼈のお客様

法⼈のお客様

ご注⽂について

お⽀払について

配送・送料

変更・キャンセル

お問い合わせ

タイバイクのお客様

コンテンツ

出張イベント

設置販売店⼀覧

サポートレースチーム

企業情報

会社概要

採⽤情報

プライバシーポリシー

特定商取引法に基づく表記
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