
＊ディーラー制度販売の為、ディーラー以外ではお求め頂けない場合があります

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）
NOTES

２７５００円

コンプリートキット ・　 ＲＢ－ＥＡＳＹ本体、ＥＡＳＹ専用ハーネス、フタ、ビスｘ４、英文説明書、汎用日本語説明書、ステッカー、保証書、

シリアルナンバーラベル（イタリア・日本管理）　　＊＊本体汎用＊＊

＊＊本体汎用＊＊＊＊本体汎用＊＊

＊＊本体汎用＊＊

６９５００円

７９５００円

１０７０００円

１１７０００円

品番

品番品番

品番
NOTES

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

RBEASY RapidBike EASYモジュール (本体のみ、配線無し)
２１０００円

リペア販売　RapidBike EASYモジュール (本体のみ、配線無し)

RBEVO RapidBike EVOモジュール (本体のみ、配線無し)
５５０００円

リペア販売　RapidBike EVOモジュール (USBケーブル・本体のみ、配線無し)

RBRACING RapidBike RACINGモジュール (本体のみ、配線無し)
８６０００円

リペア販売　RapidBike RACINGモジュール (USBケーブル・本体のみ、配線無し)

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

適合表確認 ラピッドバイクイージーオプション販売ハーネスのみ ９５００円
リペア販売　EASY車種専用配線のみ、取付説明書付属。　　　　品番　F27-EA-XXX　要適合表確認

適合表確認
ラピッドバイク EVO/RACING専用ハーネス - 1～4インジェクター用、STDハーネス

２６０００円

適合表確認
ラピッドバイクEVO/RACING専用 - 4～8インジェクター、＊エクストラコストハーネス

＊エクストラコストハーネス＊エクストラコストハーネス

＊エクストラコストハーネス
３５０００円

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

ADORI-ER EVO/RACING専用　バイパスアダプター
７５００円

オプション販売　EVO/RACING専用　EVO/RACING本体を外してハーネスはそのままにSTD状態に戻すアダプター

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

SWMAPS-ER ２MAP切替スイッチ　（簡易アルミ板タイプ）
６５００円 インジェクションMAP、点火時期MAP（レーシング）、エンブレコントロールの切替等を行います。

SWMAPS2-ER ２MAP切替スイッチ　（削出しアルミ台座タイプ、切替識別ステッカー）
１４５００円 インジェクションMAP、点火時期MAP（レーシング）、エンブレコントロールの切替等を行います。

SW-PIT PITレーンリミッタースイッチKIT　（RAPiDBIKE-RACING専用）
７５００円

PITレーンリミッターを作動させるスイッチKIT（レーシング専用）　　＊シフターコネクター併用接続

SW-PB ハンドルバ-取付　プッシュ式シフターKIT
７５００円

ハンドルバー装着、プッシュボタン式シフターKIT　　　　　　＊燃料カット方式

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

SWGEAR-ER クイックシフターKIT（燃料カット式）プッシュ・プル切替可能　・　感度調整30段階変更可能
３９０００円

本体全長 45mm 　直径　14mm　両サイドメネジ　（両サイド共に正・逆ネジ対応）　正ネジナット　２Set　、　正全ネジ２本　付属

ROD-A Rod type A シフター取付ようアルミシフトロッド・ブラックアルマイト
３８００円

M6 正メネジ - M6　逆メネジ 　　全長134ｍｍ       左右6ｍｍ毎・３段階にカットライン有り、寸法調整可能

ROD-B Rod type B シフター取付ようアルミシフトロッド・ブラックアルマイト
３８００円

M6 正オネジ（ネジ部　30ｍｍ） - M6　逆オネジ（ネジ部　30ｍｍ）　　全長　134ｍｍ（ネジ部含む）

ROD-C Rod type C シフター取付ようアルミシフトロッド・ブラックアルマイト
３８００円

M6 逆メネジ（6ｍｍ、３段階カットライン） - M6　逆オネジ (ネジ部　30ｍｍ) 　　全長　960ｍｍ

ROD-D Rod type D シフター取付ようアルミシフトロッド・ブラックアルマイト
３８００円

M8 逆メネジ (6ｍｍ、３段階カットライン) - M6 逆オネジ (lネジ部　30ｍｍ)

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

ADMUSB2
スペア－ヘッドチップ内臓RAPiDBIKEモジュール専用４ＰコネクターＵＳＢケーブル １００００円 スペアRAPiDBIKEモジュール専用４ＰコネクターＵＳＢケーブル（ヘッドチップ内臓ＵＳＢ）

F27ADPROG-ER USBコネクター４Pに接続、RAPiDBIKE３４Pコネクターにダイレクト接続変換コネクター
４２００円

EVO/RACINGをダイレクトに繋いでPC-RAPiDBIKEを室内で使用可能

F27ADBTOOTH ２ BluetoothでRAPiDBIKEとPCを接続・コントロールするユニット”BLUEBIKE”
１４５００円 平坦なクリアーな場所で５０ｍ対応　（通常３０ｍ程度まで）

My Tuning Bike（マイチューニングバイク）　

（マイチューニングバイク）　（マイチューニングバイク）　

（マイチューニングバイク）　:　

　　

　 CAN-BUSライン接続　

ライン接続　ライン接続　

ライン接続　 RapidBike EVO/RACING　専用オプションパーツ

　専用オプションパーツ　専用オプションパーツ

　専用オプションパーツ

MTB-ID-1KIT

（ID-2,ID-3,ID-4)

MY TUNING BIKE本体＆専用O2センサーキット 、専用ボス付き（要溶接作業）

＊チタンマフラー用ボス別売（TIBOS）９０００円

４００００円
自動補正機能、別途ワイドバンドO2センサー(B-SONDA)と接続して使用。　要O2センサー取付ボス必要の場合があります。

MTB-RB1 MY TUNING BIKE本体のみ　リペア販売　　　（IDにご注意下さい）
３００００円

ワイドバンドO2センサー(B-SONDA)別売。　要O2センサー取付ボス必要の場合があります。

B-SONDA BOSCH LS 7351- ワイドバンドO2センサー
１７０００円

MyTuningBike専用　BOSCH製ワイドバンドO2センサー　（2種類あります、2016年1月以前モデル＆現行モデル）

定価（税別）

定価（税別）定価（税別）

定価（税別）

YOUTUNE YOUTUNE　ディスプレイ＆マルチコントローラー（TC、LC、EB機能拡張時必要） ４５０００円 オプション機能TC/LC（レーシングのみ）制御、共通エンブレコントロール、MTBモニター、シフター設定など

コンプリートキット ・　ＲＢ－ＥＶＯ本体、各車種専用ハーネス、通信ＵＳＢケーブル（ヘッドチップ内臓）、取付け英文マニュアル、

専用ソフトＣＤ（マニュアル、ソフトなど）、ステッカー、保証書、シリアルナンバーラベル（イタリア・日本管理）

＊＊本体

＊＊本体＊＊本体

＊＊本体-ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

 　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　RAPiDBIKE  Easy - Evo - Racing    ＊＊税別表示＊＊

＊＊税別表示＊＊＊＊税別表示＊＊

＊＊税別表示＊＊

         4～8インジェクターエクストラコストハーネスモデル ------------------------------------------------------

p
a
r
t
s

リペア販売　RapidBike EVO/RACING車種専用配線のみ、取付説明書付属。　　品番　F27-ER-XXX　要適合表確認

k
i
t
s

コンプリートキット ・　ＲＢ－ＥＶＯ本体、各車種専用ハーネス、通信ＵＳＢケーブル（ヘッドチップ内臓）、取付け英文マニュアル、

専用ソフトＣＤ（マニュアル、ソフトなど）、ステッカー、保証書、シリアルナンバーラベル（イタリア・日本管理）

＊＊本体

＊＊本体＊＊本体

＊＊本体-ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

ディーラーにて車種変更・書き換え可能（有料）＊＊

                         シングル～

シングル～シングル～

シングル～4インジェクターＳＴＤハーネスモデル

インジェクターＳＴＤハーネスモデルインジェクターＳＴＤハーネスモデル

インジェクターＳＴＤハーネスモデル   -----------------------------------------------------------------------

                        4～8インジェクターエクストラコストハーネスモデル   ------------------------------------------------------------

                           シングル～

シングル～シングル～

シングル～4インジェクターＳＴＤハーネスモデル

インジェクターＳＴＤハーネスモデルインジェクターＳＴＤハーネスモデル

インジェクターＳＴＤハーネスモデル      -------------------------------------------------------------------

RAPiDBIKE-EVO KIT(ラピッドバイク　エヴォ

ラピッドバイク　エヴォラピッドバイク　エヴォ

ラピッドバイク　エヴォキット）オーダー品番　

キット）オーダー品番　キット）オーダー品番　

キット）オーダー品番　KRBEVO-XXX　要キット品番を指定

　要キット品番を指定　要キット品番を指定

　要キット品番を指定

RAPiDBIKE-RACING KIT (ラピッドバイク　レーシングキット）　　

ラピッドバイク　レーシングキット）　　ラピッドバイク　レーシングキット）　　

ラピッドバイク　レーシングキット）　　KRBRAC-XXX　　要キット品番を指定

　　要キット品番を指定　　要キット品番を指定

　　要キット品番を指定

RAPiDBIKE-EASY　ＫＩＴ　

　ＫＩＴ　　ＫＩＴ　

　ＫＩＴ　(ラピッドバイク　イージーキット）

ラピッドバイク　イージーキット）ラピッドバイク　イージーキット）

ラピッドバイク　イージーキット）

オーダー品番　ＫＲＢＥＡ－ＸＸＸ　←　要品番を指定

オーダー品番　ＫＲＢＥＡ－ＸＸＸ　←　要品番を指定オーダー品番　ＫＲＢＥＡ－ＸＸＸ　←　要品番を指定

オーダー品番　ＫＲＢＥＡ－ＸＸＸ　←　要品番を指定

Parts and Accessories　

　　

　(EVO - RACING専用）

専用）専用）

専用）

モジュール（本体のみ）

モジュール（本体のみ）モジュール（本体のみ）

モジュール（本体のみ）

車種専用ハーネス（ハーネスのみオプション販売）　

車種専用ハーネス（ハーネスのみオプション販売）　車種専用ハーネス（ハーネスのみオプション販売）　

車種専用ハーネス（ハーネスのみオプション販売）　

キット内容、キット価格（オールインワンパッケージ）

キット内容、キット価格（オールインワンパッケージ）キット内容、キット価格（オールインワンパッケージ）

キット内容、キット価格（オールインワンパッケージ）

 - Price list 2017-03/01

                ワールドディストリビューター協定価格  Release A1/157

クイックシフターキット（エレクトリックシフターキット）

クイックシフターキット（エレクトリックシフターキット）クイックシフターキット（エレクトリックシフターキット）

クイックシフターキット（エレクトリックシフターキット）

＊為替の変動などで予告無く価格変更になる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊ディーラー専用販売製品など掲載のない商品があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
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YOUTUNE

アクセサリーコネクターキット

アクセサリーコネクターキットアクセサリーコネクターキット

アクセサリーコネクターキット

バイパスアダプター

バイパスアダプターバイパスアダプター

バイパスアダプター

ハンドルバースイッチキット

ハンドルバースイッチキットハンドルバースイッチキット

ハンドルバースイッチキット


