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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。
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赤字は、休日とさせていただきます。

2021 August8

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月7日（土）～8月16日（月）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

ツーリングサポートゲル&エアスルーシート
Touring Support Gel & Mesh Seat Cover Set 8月中旬発売

19263 ¥12,650(¥11,500)

ゲル＆メッシュで季節を問わず快適ロングツーリング

【商品構成】 
●ツーリングサポートゲル本体×1　
●固定用ゴムひも（900mm）×2　
●エアスルーシート×1
●ストッパー×2

2 種類の固定方法で様々な車種に取付可能 エアスルーシートとツーリングサポートゲルは
単独での取り付けが可能

エアスルーシート

ツーリングサポートゲル

取付方法は、ベルトを使った面ファスナー固定とゴムひもでの固定の2種類から選べるの
で、幅の広いシートから狭いシートまで簡単に取り付けできます（※2）。
※2：汎用性はありますが、全てのシートに取り付けできるわけではありません。

裏生地は滑りにくい生地を使用しています。

■■ CB1300SF CB1300SF

■■ CT125 CT125

■■ Rebel250 Rebel250

■■ CRF250L CRF250L

■■ YZF-R25 YZF-R25

■■ ZX-25R ZX-25R

ベルトを使った面ファスナー固定ベルトを使った面ファスナー固定 エアスルーシート単独での取り付けエアスルーシート単独での取り付けゴムひもでの固定ゴムひもでの固定 ツーリングサポートゲル単独での取り付けツーリングサポートゲル単独での取り付け

空気が通って蒸れない

お尻の痛みをゲルで軽減

260mm

350mm

32
0m

m

250mm

270mm

やわらかすぎず硬すぎないゲルを全面に内蔵、
ツーリングサポートゲル

走行風が通り抜ける、エアスルーシート

硬度・形状・素材は
DAYTONA COZYシート※1 のノウハウをフィードバック

『お尻の痛み軽減&季節問わず快適』の第一歩
お尻が痛くて長距離がつらい、しかも蒸れる・・・全てのライダーが一度は思う悩み。

シート全面に贅沢にゲルを内蔵。医療現場でも採用されているゲルと同
じ物を使用しており、座圧分散と衝撃吸収に優れ、長距離ツーリングの
痛みや不快感を軽減。高速走行時の微振動も軽減し、お尻の痺れ対策に
も最適。

6mm厚の六角形立体メッシュ形状が通気性を確保。炎天下で熱された
シートでも直ぐに座れる。雨天走行時、水が溜まらず流れ落ちるのでレイ
ンウエアからの浸水対策にも。

DAYTONA COZYシートを元に最適な形状を導き出し、様々な体型に
フィットさせるために全面にゲルを内蔵。繰り返し走行テストを行ない、
程よく体重移動が可能でグリップする表地、高級感と一体感を求めたデ
ザイン、車体シートにフィットする滑りにくい裏生地などは最適な素材選
びがされている。ファーストタッチは硬めとも感じ取れますが、乗れば乗
るほど硬さの理由に共感していただけます。
※1：DAYTONA COZYシート：デイトナオリジナルのカスタムシートブランド
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/8（P2）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

リジッドタイプ

φ22 φ29～
ハンドル径

■取り付けタイプ

クイックタイプ

φ22 φ29～
ハンドル径

■取り付けタイプ

●クランプ部；黒アルマイト仕上げ/箕浦製
首振り部：バレル仕上げ

※ハンドルにクランプを組み付ける際、クラ
ンプ部品を一度分解します。作業中の部
品紛失には十分留意し、スペシャルボルト
（クランプ位置調整ボルト）にて確実に固
定してください。

●クランプ部・首振り部；バレル仕上げ
クランプ部：箕浦製
※φ22.2ハンドルに組み付ける場合は、ク
ランプスペーサー（Mグレー）のリブ無し
側を10mmほどカットしてください。

※ハンドルにクランプを組み付ける際、スペ
シャルボルト（クランプ位置調整ボルト）を
増し締めするのは厳禁です。部品の破損
や脱落の原因となります。

工具不要で簡単脱着ボルト留めでしっかり固定

包
ま
れ
る

安
心
感

対応機種

Android
Xperia/AQUOS/Galaxy

/Huawei/arrows

対応機種

i Phone
12/12Pro/12ProMax
11シリーズ以前のモデルも装着可能

簡易防滴仕様

タッチペンを収納できるホルダー
付き。

YKKファスナーを使用した簡易防
滴仕様のケースです。
※完全防水ではありません。

操作がしやすいように素材の厚
みを0.3mm厚へ変更しました。
※窓部材質：PVC

タッチペンホルダー

タッチパネル対応

付属の穴付きインナーパッドと位
置調整スポンジで実機にあった最
適な収納状態にできます。
※サイズが合えばお手持ちのスマートフォンの手帳型ケー
スやスマホリングとの併用も可能です。

サイズ調整が可能

[ ス マ ート フォン ケ ー ス 2 ］

●ケース内寸法：高さ168×幅89×厚み20（mm）
※運転者が走行中にスマートフォンやカーナビ、携帯
電話などの画面を注視したり、電話機能を使用し
たりすることは法令で禁止されており大変危険で
す。また、前方不注意による重大な事故の原因と
もなります。法令を遵守し安全運転を心掛けてく
ださい。

※本品のケース本体に防水性はありません。製品構
造上、透明窓部の縫製部やファスナー部などから
ケース内部に浸水しますので、収納物の水濡れ対
策は全て使用者本人のリスクにおいて行なってく
ださい。

※所定の寸法範囲内であっても、機種の形状や仕
様、ご使用になる保護ケースなどによっては収納
できない場合があります。お客様の実機にて事前
に十分ご確認ください。

※商品可動部の調整、部品の組み付け、車体への取
り付け、機種の装着・保護対策などは全て使用者
のリスクにおいて行なってください。

バイク用スマートフォンケース2
Handlebar Mounted Smartphone Case2

XLXL 18866 ¥5,940(¥5,400) 18868 ¥5,940(¥5,400)
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

補修部品

9月上旬発売

■穴付きインナーパッド＆位置調整スポンジ ■ケース本体 ■回転コマセット

商品構成

DHS-21 24364 ¥17,600(¥16,000)

バッグサポートを差し込むことでバッグ
をしっかり固定。
※バッグサポートは付属しません。

開閉しやすいダブルファスナーは別売
のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ラ
イダースジャケットをイメージした赤い
裏地。書類や小物の収納に便利なファ
スナーポケットを装備。

収納例

生地の質感、糸の色、金具の形状等の
素材選びにまでこだわったサドルバッ
グ。

最大積載重量 ： 5kg　本体重量（付属品込） ： 2.0kg
付属品 ：   合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、 

緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
サイズ ：  H270×W360×D120（mm）

個性と一体感を出すならダイヤパターン

容量

12

SADDLE BAG

DHS-21

※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。

サドルバッグ（合皮+1680Dポリエステル） DHS-21
Saddlebag (Synthetic Leather + 1680D-Polyester) DHS-21 8月下旬発売

発売中9月上旬発売 9月上旬発売 9月上旬発売

発売中 発売中 発売中発売中

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 ドリンクホルダー グリップ

D
W

H

93125 ¥550(¥500)99231 ¥418(¥380) 95222 ¥660(¥600)93126 ¥660(¥600)

92607 ¥550(¥500)20140 ¥770(¥700) 20141 ¥2,970(¥2,700) 20142 ¥1,100(¥1,000)

● クイック用。 
スペーサー（Mグレー）×1個、 
0.5Tシート×1個●リジッド用。1個

●リジッド用。M×1個、S×1個

●パッド×3個、位置調整スポンジ×1個
● ロックパーツ×1個、回転コマ×1個、 

スペーサー×1個、ボルト×1個、 
六角棒レンチM3/M5×各1個

●本体×1個、落下防止ストラップ×1個

■クランプスペーサー＆シートセット■スペシャルボルト（リジッド用） ■スペシャルボルト（クイック用）■ロールナット BK

■クランプスペーサーセット

スペシャルスペシャル
ボルトボルト

スペシャルスペシャル
ボルトボルト
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/8（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

別売品（OPTION）

●B42N-ADV用バックレスト
●サイズ＝幅260×高さ118×厚み31（mm）
●重量310g
※B42N-ADVに標準装備されています。
※ B42N/B42NBに装着する場合、ケースへの穴あけ

加工が必要です。
※ バックレストは補助的なものです。常に体重をかけた

状態で使用しないでください。

●B42N-ADV用インナーマット
●サイズ＝幅400×奥行330×厚み7（mm）
●重量80g
※B42N-ADVに標準装備されています。
※ ケース内の荷物へのダメージを完全に防ぐことはで

きません。

22148、22124共通

22126 ¥5,500(¥5,000)

22128 ¥3,300(¥3,000)

バックレスト BB42N

インナーボトムマット PB42N

B42N-ADVはインナーボトムマット、バックレスト標準装備。
重量（ベース込み）：B42NB：4.0kg／B42N-ADV：4.5kg　
奥行×幅×高さ（外側）…456×496×319（mm）
最大積載重量：3kg
※キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

※ 未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。

汎用ベース WIDE
汎用ベース

M5M
ベース

M6M
ベース MMベース

○ ○ ○ ○ ○

付属 別売り 別売り 別売り 別売り 装着例

インナーボトムマットインナーボトムマット：22124のみ：22124のみ標準装備標準装備

22148は8月下旬発売・22124は発売中
42ℓtype B42N ANTARTICAシリーズ（ストップランプ無し）
42 Liter type B42N ANTARTICA Series (Without Stop Light)

未塗装ブラック（ブラックパネル）

B42NB

B42N-ADV
インナーボトムマット、バックレスト標準装備

22148 ¥26,400(¥24,000)

23289 ¥2,310(¥2,100)

23290 ¥3,850(¥3,500)

22124 ¥34,100(¥31,000)

B42

7月下旬発売

7月下旬発売

B42N ANTARTICAにブラックバージョンとアドベンチャーバージョンが登場

バックレスト：22124のみ標準装備バックレスト：22124のみ標準装備

リアウインカーブラケット（M8用）

リアウインカーブラケット（M8用）サービスホール付き

Stay Rear Winker(M8)

Stay Rear Winker(M8) Service Hole

8月下旬発売

8月下旬発売

最小コンパクト設計のウインカーブラケット

これ一つでウインカー取付、ナンバー保護、フックポイントの3役をこなす優れもの

0.5h

0.5h

超小型ウインカーの車体取付（フレームやフェンダー）は、保安基準で定められた位置関係をクリアすることが容易ではありませ
ん。この商品を使用することで、HIGHSIDER プロトンONE/TWOを保安基準を満たす位置に取り付け可能です。
ナンバープレートボルトを使い、ナンバープレートと共締めして使用。小型のLEDウインカー（HIGHSIDER プロトンTWO等）を
ナンバー横に取り付けが可能です。126cc以上のバイクのリア側専用ウインカーブラケット。

強度に優れた3mm厚アルミ製リアウインカーブラケット。M8ウインカーの取り付け、ナンバーの保護、ネット等をかけるフックポ
イントとしても使用可能。プレートを上下反転させることによってウインカーの取付位置を上側と下側と選ぶことができます。

HIGHSIDER プロトンTWO装着例：■Ninja ZX-25R

リアウインカー（上側）装着例

フックポイント使用例リアウインカー（下側）装着例

●アルミ製ブラックアルマイト
●取付可能ウインカーM8
●寸法：幅240×高さ25×奥行20（mm）（最大幅）、取付穴ピッチ120mm
●重量：37g
● デイトナ製フェンダーレスキットと併用可。純正ウインカーとフェンダーレス付属のウインカーブラケット（取り

外し可能な商品）は外してください。
※片側40g以上のウインカーは取り付けできません。
※当社ナンバープレートホルダーと同時装着はできません。
※ HIGHSIDER ロケットクラシック、HIGHSIDER ロケットブレット、HIGHSIDER エンタープライズEP1は重量

が重いため取り付けできません。

●アルミ製ブラックアルマイト　●取付可能ウインカーM8　
●寸法：高さ125×幅250×奥行30（mm）（最大幅）　●重量:239g
※ フックポイントとして使用する場合は車体側のフェンダー強度（純正フェンダーに

フレームが入っていること）を確認してください。
※ バッグや荷物の本固定は車体側として、この商品のフックポイントは荷物固定の補

助程度としてご使用ください。
※ リアフェンダーの変形や破損等に十分な注意が必要です。
※片側40g以上のウインカーは取り付けできません。
※当社ナンバープレートホルダーと同時装着はできません。（他社製品も同様です。）
※当社フェンダーレスキットと同時装着はできません。（他社製品も同様です。）
※ HIGHSIDER ロケットクラシック、HIGHSIDER ロケットブレット、HIGHSIDER 

エンタープライズEP1は重量が重いため取り付けできません。



LoveLetter92021 August8

※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/8（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/8（P5）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

＋ ＝

Blast Barrier® X
Blast Barrier® X 発売中

24022 ¥13,200(¥12,000)

71539 ¥13,200(¥12,000)

71538 ¥13,200(¥12,000)

お好みのスクリーンとの組み合わせも可能
Rebel1100用Blast Barrier®車種別取付キットのスクリーン取付キット（24022）とBlast Barrier®Xのスクリーン単体を組み合わせることで自分好みのスクリーンが取り付けできます。

取付ステー Blast Barrier®X スモーク
装着イメージ■Blast Barrier®X スクリーン単体

スモーク

クリアー

クリアー
（71538）

スモーク
（71539）

■Rebel1100/DCT（'21）

Blast Barrier®車種別キット

サイドバイザー

LEDライセンスランプSC2（SLIM CASE） 

Blast Barrier® Exclusive Kit

Leg Shield

LED License Light (SLIM CASE)

7月下旬発売

9月上旬発売

8月下旬発売

0.5h

2162221622：：装着例装着例

2162921629：：装着例装着例

21622

21629

スモーク

クリアー

21622 ¥23,100(¥21,000)

16955 ¥12,650(¥11,500)

24481 ¥3,080(¥2,800)98514 ¥6,050(¥5,500)

21629 ¥23,100(¥21,000)

ご要 望にお応 えしてワイド なスクリーンのBlas t 
Barrier®車種別取付キットを設定しました。走行中のラ
イダーへの風圧を弱めて疲労を軽減したり、雨や虫、飛
び石からライダーを保護します。
● 付属部品を組み替えることで調整（※1）が必要ですがスクリーンの角

度を2段階調節可能です。 
※1：マスターシリンダーとのクリアランスが少ないため、マスターシリ
ンダー側クランプ位置の移動が必要。

●スクリーン部：ポリカーボネート製（3mm）
●ステー部：スチール製黒塗装

風圧によるライダーの疲労を軽減。
2段階
調節可能

■Rebel1100/DCT（'21）

■PCX（'21）〈JK05〉　
■PCX160（'21）〈KF47〉

0.25h

スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。先端にリップを付けることで防風効果を向上。耐衝撃アクリル（2mm厚）を使用。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲
労を軽減します。

装着例 ※最大幅：貼り付け面から約90mm装着例

約90mm

ひざ、足に当たる風を軽減 0.5h

0.5h

●スモーク
※傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※ 汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使

用して多量の水で洗い流してください。
※ ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリー

ナー等は使用しないでください。
※ 安全確保のため、強力両面テープで固定した後、タッピングビ

スを使用して車体カウルとしっかり固定してください。
※ タッピングビスを使用する際には、純正カウルへ穴開け加工

が必要です。

新保安基準対応のLEDライセンスランプ

●ステー：アルミ製（ブラックアルマイト）　●ナンバー角度40度用　●Eマーク取得済LEDランプ　●防振ラバー付属
※車体側に合わせて端子組み付け等の配線加工が必要です。　
※端子類は付属しません。

98514：装着例 98514：装着例

98514 24481

25mm 33mm

52m
m

39m
m

40mm

ナンバープレート
ライセンスランプ＆
リフレクターステー

寸法図
新保安基準対応（ナンバー角度40度）のLEDライセンスランプとステーセット。Eマーク取得の新設計LEDランプ付属。

ランプ単体（CA103端子＆
スリーブ組み付け済み）ライセンスランプステー＆スリムリフレクター

●ステーなし　●取り付けボルト、ワッシャー付属 
※ フェンダーレスEDGE各種、フェンダーレスキット（92349、92350、95185、95186、

95188、95187）の補修品として使用可能。
※ナンバー照射範囲を考慮して取り付けてください。　

車検対応品
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/8（P6）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

補修部品

250mℓ

21798 ¥13,200(¥12,000)

19691 ¥2,750(¥2,500)

コンパクトホイールバランサー
Compact Wheel Balancer 7月下旬発売

折りたたんでコンパクトに収納可能。 クリップ付きでバランサー調整時のシャフト脱落
を防止します。

パイプエンジンガード補修品一覧表
Repair Parts for Pipe Engine Guard

ミネラルオイル指定の油圧クラッチ専用フルード。
鉱物油をベースに作られていて、シールへの攻撃性も少なく、吸湿性でないため耐久性に優れます。高粘度に設定されているため、広
い温度範囲で性能を維持します。
※ DOT-4.0やDOT-5.1などのブレーキフルードの代わりに使用することはできません。
※ 塗装面、ゴム、プラスチック部には、できるだけ液がかからないようにしてください。万一付着した場合は、パーツクリーナー等を使ってふき取ってください。

【ハイドロリック フルード 75】

CLUTCH FLUID
Clutch Fluid 発売中

P.710

成分そのままで、100mℓから250mℓに増量！
容器も角型にリニューアルしました

シャフト径がφ10のカブ系の車両にも使用可能。

ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り･調整
が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
●調整可能サイズ：最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能。
●シャフト径：φ10（カブ系にも使用可能）　●重量：3.3kg
※スポークの張り調整には別途工具が必要です。

■ Rebel1100（17730） ■ GB350 Lower（22102） ■ GB350 Upper（22113）

●❶

●❶
●❶

●❷

●❷

●❷

●❸

●❸●❺
●❺

●❸

●❹

●❹

●❹

今年発売のパイプエンジンガードの補修部品が設定されました。
他車種の補修部品は2021年カタログP249〜252に掲載中です。

0.25h

340mm

4
0

0
m

m

450mm

65mm

370mm

❶ エンジンガード本体右側
【8月上旬発売】 19671 ¥14,080(¥12,800)

❷ エンジンガード本体左側
【8月上旬発売】 19672 ¥14,080(¥12,800)

❸ カラーセット
【9月中旬発売】 21609 ¥3,850(¥3,500)

❹
フランジ付きボルト
M10×175×P1.25

【7月下旬発売】
21610 ¥1,485(¥1,350)

❶ エンジンガード本体右側
【7月下旬発売】 24000 ¥13,750(¥12,500)

❷ エンジンガード本体左側
【7月下旬発売】 23999 ¥13,750(¥12,500)

❸ ボルトセット
【9月中旬発売】 24165 ¥825(¥750)

❹ ブラケットセット
【9月中旬発売】 24189 ¥9,350(¥8,500)

❺
フランジ付きボルト
M10×135×P1.25

【発売中】
20481 ¥1,320(¥1,200)

❶ エンジンガード本体右側
【発売中】 24002 ¥13,750(¥12,500)

❷ エンジンガード本体左側
【発売中】 24001 ¥13,750(¥12,500)

❸ ボルトセット
【9月中旬発売】 24203 ¥825(¥750)

❹ リロケートブラケットセット
【9月中旬発売】 24192 ¥2,200(¥2,000)

❺
フランジ付きボルト
M10×95×P1.25

【9月中旬発売】
24395 ¥1,045(¥950)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。

リプレイスオイルフィルター
Replace Oil Filter 21041は発売中・21045は8月上旬発売・その他は9月上旬発売

適合表とバーコードリストはラブレター同封の別紙「リプレイスオイルフィルター適合表」をご参照ください。

車両
メーカー デイトナ品番 通し

No. 該当純正No. 代表車種 寸法 取付
ネジピッチ レンチサイズ タイプ

DUCATI

21041 ¥1,870(¥1,700) F-23 44440034A
090549960

モンスター 400（'00 〜 '08）
モンスター 600（'00 〜 '01）
モンスター 620（'02 〜 '06）
モンスター 696（'08 〜 '09）
モンスター 750（'00 〜 '03）
モンスター 900（'00 〜 '01）
モンスター 1000（'03 〜 '05）
モンスター 1100（'08 〜 '10）

φ75.5×72 M16×1.5 14 角
二面幅 74mm カートリッジ式

21042 ¥2,090(¥1,900) F-24
44440291C
44440292B
44440312B

899Panigale（'14 〜 '15）
959Panigale（'16 〜 '18）
1100Panigale（'18）
1199Panigale（'13 〜 '14）
1299Panigale（'15 〜 '18）

φ41.5×130 － － 内蔵式

BMW

21043 ¥1,870(¥1,700) F-25 11427721779

S1000RR（'08 〜 '18）
R1200RS（'14 〜 '19）
R1200GS/ADV（'11 〜 '19）
K1300S/R/GT（'07 〜 '15）
RnineT（'13 〜 '19）

φ75.5×53 3/4×16 
UNF

14 角
二面幅 74mm カートリッジ式

21044 ¥1,980(¥1,800) F-26
11421337575
11421335385 
11429062495

R100RS（'86 〜 '92）※オイルクーラー付
R100RT（'87 〜 '95）※オイルクーラー付

φ41.6×128.5
（連結時）
（パッキン

φ36×内径φ33）

－ － 内蔵式

HARLEY 
DAVIDSON

21045 ¥1,870(¥1,700) F-27
63805-80A
63796-77
63806-83

スポーツスター XL1200 シリーズ（'99 〜 '20）
スポーツスター XLH883 シリーズ（'99 〜 '03）
スポーツスター XL883 シリーズ（'02 〜 '20）

φ75.5×88 3/4×16 
UNF

14 角
二面幅 74mm カートリッジ式

21046 ¥1,870(¥1,700) F-28
63798-99
63731-99

63731-99A

ファットボーイ FLFB（'18 〜 '20）
ヘリテイジクラシック FLHC（'18 〜 '20）
ロードキング FLHR（'99 〜 '20）
エレクトラグライド FLHT（'99 〜 '20）
ストリートグライド FLHX（'06 〜 '20）
ヘリテイジソフテイル FLST（'99 〜 '20）
ロードグライド FLTR（'99 〜 '20）
ダイナ FXD（'99 〜 '20）
ソフテイル / ブラックアウト FXS（'99 〜 '17）

φ75.5×88 3/4×16 
UNF

14 角
二面幅 74mm カートリッジ式

21052 ¥1,870(¥1,700) F-29 63782-80
63810-80A

ローライダー FXSB（'84）
スポーツスター XLS（'80 〜 '84）
スポーツスター XLH（'80 〜 '84）
スポーツスター XLX（'83 〜 '84）
XR（'83 〜 '84）
スタージス FXB（'82）
ワイドグライド FXWG（'82 〜 '84）

φ75.5×65 M16×1.5 14 角
二面幅 74mm カートリッジ式

KTM
21054 ¥1,980(¥1,800) F-30

60038015000
60038015100
60038015200
83538005000

RC8/R（'08 〜 '15）
790DUKE（'19 〜 '20）
1290SUPERDUKE/R/GT（'15 〜 '20）

φ41.4×130 － － 内蔵式

21055 ¥1,210(¥1,100) F-31 75038046100
690DUKE/R（'12 〜 '17）
790DUKE（'18） φ41.5×52.8 － － 内蔵式

外車用オイルフィルターついに登場
DUCATI・BMW・ハーレーダビッドソン・KTM用のオイルフィルター。純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しています。

21041 21042 21043 21044

21045 21046 21052 21054 21055

※カートリッジ式は44295/74700のオイルフィルターレンチが使用可能です。
※ハーレーの一部車両はフレームとの干渉の関係上、44295が使用できない場合があります。



※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021カタログ掲載頁。
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赤字は、休日とさせていただきます。

2021 August8

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月7日（土）～8月16日（月）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

補修部品

補修部品

補修部品

マルチバーUSB電源 Type-C 補修部品

アクセサリー電源ユニット D-UNIT™ 補修部品

Repair Parts for Mount Bar with USB Supply <Type-C>

Repair Parts for D-UNIT Accessory Power Module™

発売中

発売中

発売中

仕様変更による品番変更のお知らせ
平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび2021年カタログP.619掲載のDL-006 カフェライダースジャケットと
DL-501 スクランブラージャケットの襟下裏地の変更に伴い、商品番号を下記の通
り変更をさせていただくこととなりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

商品名 旧商品番号/標準価格 2021カタログ
掲載ページ

DL-006 カフェライダースジャケット ブラック／M 17839 ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ブラック／L 17840  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ブラック／XL 17841  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ブラック／2XL 17842  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ネイビー／M 17843  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ネイビー／L 17844  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ネイビー／XL 17845  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-006 カフェライダースジャケット ネイビー／2XL 17846  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ブラック／M 17827  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ブラック／L 17828  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ブラック／XL 17829  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ブラック／2XL 17830  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ネイビー／M 17831  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ネイビー／L 17832  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ネイビー／XL 17833  ¥29,700(¥27,000) P.619
DL-501 スクランブラージャケット ネイビー／2XL 17834  ¥29,700(¥27,000) P.619

新商品番号/標準価格

23695 ¥29,700(¥27,000)

23701 ¥29,700(¥27,000)

23703 ¥29,700(¥27,000)

23705 ¥29,700(¥27,000)

23706 ¥29,700(¥27,000)

23742 ¥29,700(¥27,000)

23851 ¥29,700(¥27,000)

23853 ¥29,700(¥27,000)

23620 ¥29,700(¥27,000)

23677 ¥29,700(¥27,000)

23685 ¥29,700(¥27,000)

23687 ¥29,700(¥27,000)

23688 ¥29,700(¥27,000)

23690 ¥29,700(¥27,000)

23692 ¥29,700(¥27,000)

23694 ¥29,700(¥27,000)

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

■ 補修用低背ブレードヒューズ

■ 補修用電源ユニット 100mm ■ 補修用電源ユニット 155mm

■ 補修用スイッチキャップ

各アンペア（2A/5A/7.5A/20A）各1個ずつのセット。

マルチバーUSB電源 Type-C ショート(17670/ 
17672/17674/17675)に内蔵の電源ユニット単体
売り。100mm。

マルチバーUSB電源 Type-C スタンダード(17671/ 
17673)に内蔵の電源ユニット単体売り。155mm。

デジタル 電 圧 計&USB電 源「e + CH A RGER」
（16077/17239）の表示切替スイッチ用補修キャップ。

22153 ¥550(¥500)

17240 ¥3,850(¥3,500) 17676 ¥3,850(¥3,500)

24145 ¥385(¥350)

Repair Parts for Electronic Power Supply for Motorcycle 
with Voltmeter

デジタル電圧計＆USB電源 「e ＋CHARGER」 
補修部品

変更前変更前 変更後変更後


