
⾞種 年式 品名 仕様 サイレンサー 品番 価格(税抜) 備考

12-15 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H12SO3-HRT ￥110,000

16-17 スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL チタン S-H12SO4-HZAAT ￥118,000 ＊1

VFR1200F/DCT 10-15 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H12SO1-HRT ￥137,000 ＊1. 2

HEXAGONAL カーボン S-H10SO7T-HTC ￥113,000

HEXAGONAL チタン S-H10SO7T-HTT ￥113,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 ステンレス L-H10SO5L/1 ￥39,000

ヒートシールド L-H10SO5L/1専用 カーボン P-HSH10R3 ￥20,000

専用 チタン S-H10SO6T-TT ￥124,000

専用 カーボン S-H10SO6T-TC ￥124,000

HEXAGONAL カーボン S-H10SO14T-HTC ￥155,000

HEXAGONAL チタン S-H10SO14T-HTT ￥155,000

車検非対応 GPスタイル チタン S-H10SO11-T ￥94,000 ＊4

専用 カーボン S-H10R7-TC ￥208,000

専用 チタン S-H10R7-TT ￥208,000

エボリューションライン 車検非対応 専用 チタン S-H10RFT8-TT/1 ￥280,000

スリップオンライン Euro4対応 チタン S-H10SO17-HAPXLT \148,000

スリップオンライン レース専用 チタン S-H10SO18-CBT \97,000

オプショナルヘッダー レース専用 ヘッダーパイプ　ステンレス E-H10R6 \132,000

オプショナルヘッダー レース専用  ヘッダーパイプ　チタン E-H10E1 \226,000

レーシングライン 車検非対応 チタン S-H10R8-APLT \247,000

エボリューションライン 車検非対応 チタン S-H10E1-APLT \323,000

マフラーブラケット P-MBH10E1 \17,000

専用 カーボン S-H10SO6T-TC ￥124,000

専用 チタン S-H10SO6T-TT ￥124,000

HEXAGONAL カーボン S-H10SO14T-HTC ￥155,000

HEXAGONAL チタン S-H10SO14T-HTT ￥155,000

車検非対応 GPスタイル チタン S-H10SO11-T ￥94,000 ＊4

専用 カーボン S-H10R7-TC ￥208,000

専用 チタン S-H10R7-TT ￥208,000

エボリューションライン 車検非対応 専用 チタン S-H10RFT8-TT/1 ￥280,000

スリップオンライン Euro4対応 チタン S-H10SO17-HAPXLT \148,000

スリップオンライン レース専用 チタン S-H10SO18-CBT \97,000

オプショナルヘッダー レース専用 ヘッダーパイプ　ステンレス E-H10R6 \132,000

オプショナルヘッダー レース専用  ヘッダーパイプ　チタン E-H10E1 \226,000

レーシングライン 車検非対応 チタン S-H10R8-APLT \247,000

エボリューションライン 車検非対応 チタン S-H10E1-APLT \323,000

マフラーブラケット P-MBH10E1 \17,000

スリップオンライン 車検（JMCA）対応 専用 チタン S-H10SO15-HWTJPP ￥107,000 ＊1. 7

スリップオンライン レース専用 専用 チタン S-H10SO16-WT ￥92,000

オプションリンクパイプ 車検非対応 ステンレス E-H10R5 ￥86,000

VFR800X CROSSRUNNER 15-16 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H8SO3-HRT ￥96,000

VFR800F 14-16 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H8SO3-HRT ￥96,000 ＊1

HEXAGONAL チタン S-H7SO2-HRT ￥91,000

HEXAGONAL カーボン S-H7SO2-HRC ￥94,000

NC750X/S/INTEGRA/DCTNC700X/S/INTEGRA/DCT 12-15 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H7SO1-HT ￥89,000

X-ADV 17 スリップオンライン  Euro4対応 HEXAGONAL チタン S-H7SO3-HRT \100,000

14-16 レーシングライン 車検非対応 専用 チタン S-H6R12-HAFT ￥154,000

レーシングライン レース専用 専用 チタン S-H6R11-AFT ￥129,000

レーシングライン Euro4対応 チタン S-H6R13-HEGEHT \173,000 ＊5.10

MEGAPHONE チタン SM-H6SO7T ￥48,000

HEXAGONAL カーボン S-H6SO12-HZC ￥97,000

CBF600 08-14 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL チタン S-H6SO14-HRT ￥93,000

MEGAPHONE チタン SM-H6SO7T ￥48,000

HEXAGONAL カーボン S-H6SO12-HZC ￥97,000

07-08 スリップオンライン 車検非対応 専用 チタン S-H6SO11-HACT ￥113,000

09-12 スリップオンライン 車検非対応 専用 チタン S-H6SO13-HACT ￥113,000

スリップオンライン 専用 チタン S-H6SO16-HACT ￥113,000

オプションヘッダー ステンレス E-H6R8 ￥127,000 ＊5

07-16 エボリューションライン レース専用 専用 チタン S-H6EFT9T-WT ￥275,000 ＊8. 9

HEXAGONAL カーボン S-H5SO2-HRC ￥81,000

HEXAGONAL ステン S-H5SO2-HRSS ￥76,000

HEXAGONAL カーボン S-H5SO3-HRC ￥81,000

HEXAGONAL ステン S-H5SO3-HRSS ￥76,000

スリップオンライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-H4SO8-CIQTA ¥118,000

レーシングライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-H4MR16-CIQTA ¥154,000

エボリューションライン レース専用 HEXAGONAL チタン S-H4MET15-CIQTA ¥172,000

07-15 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL ステン S-H3SO2-HRSS ￥66,000

16-17 スリップオンライン Euro4対応 HEXAGONAL ステン S-H3SO4-HRSS ￥73,000 ＊12

スリップオンライン レース専用 ツインサイレンサー S-H2SO5-QTA ￥85,000

レーシングライン レース専用 ツインサイレンサー+サブチャンバー S-H2MR9-QTA ￥125,000

エボリューションライン レース専用 ツインサイレンサー+サブチャンバー S-H2MET9-QTA ￥172,000

車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-H25SO1-ZC ￥76,000

車検非対応 HEXAGONAL ステン S-H25SO1-HRSS ￥66,000

オプションヘッダー 車検非対応 ステンレス H-H25R1/1 ￥25,000

CBR250R/300R 14-16 スリップオンライン 車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-H3SO3-RC ￥76,000

スリップオンライン レース専用 HEXAGONAL カーボン S-H2SO6-APC \64,000

オプショナルヘッダｰ E-H2R3 \42,000

車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-H125R10-ZC ￥84,000

車検非対応 HEXAGONAL ステン S-H125R10-HRSS ￥75,000

車検非対応 GPスタイル チタン S-H125SO2-CUBT ￥61,000

車検非対応 HEXAGONAL カーボン S-H125SO1-HAPC ￥65,000

車検(JMCA)対応 HEXAGONAL カーボン S-H125SO1-HAPCJPP ￥65,000

オプションヘッダー 車検非対応 チタン E-H125E1 ￥37,000
PCX150/125 14-16 レーシングライン Euro4対応 HEXAGONAL ステン S-H125R4-HRSS ￥74,000 ＊12
PS150i/125i 06-12 レーシングライン 車検非対応 HEXAGONAL ステン S-H125R1-HRSS ￥70,000

06-12 車検非対応 HEXAGONAL ステン S-H125R1-HRSS ￥70,000
13-16 Euro4対応 HEXAGONAL ステン S-H125R2-HRSS ￥74,000 ＊12

＊1 純正オプションサイドケースとの同時装着可。　＊2 排気デバイス付。　
＊3 パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。
＊4 JPN/USAモデルには装着出来ません。S-H10SO6T-TT/TCをご使用下さい。
＊5 O2センサー取付口有。　＊6 装着の際、純正カウルとパイプとのクリアランスにご注意下さい。
＊7 センタースタンドとの併⽤可能です。　＊8 ABS⾞輌への装着は不可です。

＊9 純正カウルに装着する場合、一部加工が必要です。
＊10 FIM2013対応です。　＊11 スパークアレスター仕様です。
＊12 オプショナルキャタライザー使用時のみEuro4対応となります。　

＊2. 4

12-16
レーシングライン 車検非対応

＊5. 6

S-H2SO6-APCに装着が可能

08-13 スリップオンライン 車検非対応

14-16 スリップオンライン
車検非対応

17

S-H10SO17-HAPXLTと併用可能

17

VFR1200X クロスツアラー

12-17

更新⽇ 2017/11/16

スリップオンライン

車検非対応

07-13 スリップオンライン

＊5

CBR250RR

CB600F HORNET 07-13 スリップオンライン

アクラポヴィッチ

適合・価格表一覧

HONDA

スリップオンライン 車検非対応

CBR1000RR ABS無

＊5

CBR1000RR ABS付

CRF450R 17

CBR600F

SH300i

CB500F/CBR400R/500R 16-17 スリップオンライン

CB400F/500F/CBR400R/500R/400X/500X

車検非対応

CRF1000L アフリカツイン/DCT

14-16

NC750X/S

S-H10SO17-HAPXLTと併用可能

CB650/CBR650F 
14-17

09-13

CB1000R 08-16
＊3

＊10. 11

16-17

スリップオンライン 車検非対応

車検非対応

＊5. 6

Euro4対応 ＊1. 7

09-16
レーシングライン 車検非対応

Euro4対応

スリップオンライン
＊2. 4

車検非対応

車検非対応

＊5

＊10. 11

CBR250R 11-13

CBR150/125R 11-16 レーシングライン

スリップオンライン

CRF250R 16-17

17

GROM/MSX125 13-15
スリップオンライン

SH150i/125i レーシングライン

CBR600RR
13-16

13-16 スリップオンライン


