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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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▲

INFORMATION

価格改定のお知らせ
この度は、弊社一部商品の価格改定をさせていただくこととなりました。
詳しい内容に関しては、別紙【価格改定のお知らせ】をご参照ください。
今後とも商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。
諸般の状況をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

防水バックパック DH-748

防水シートバッグ DH-749

Waterproof Backpack DH-748

Waterproof Seat Bag DH-749

5月中旬発売

5月中旬発売

容量

30

容量

60

持ち運びに便利な3way

シートバッグの上にバックパックが固定可能。

別売りの固定ベルト（15383）
でスマートに車体装着が可能

付属の固定ベルトで車体装
着が可能

収納可能な荷物量の例

収納可能な荷物量の例

最大積載重量 ： 7kg　
本体重量（付属品込） ： 750g
素材 ： ターポリン生地　
付属品 ： ショルダーベルト×2
サイズ ： φ300×L450（mm）

最大積載重量 ： 14kg　
本体重量（付属品込） ： 1.2kg
素材 ： ターポリン生地　
付属品 ：  固定ベルト4本セット、 

ショルダーベルト×1
サイズ ： H350×W550×D330（mm）

出し入れ口は防水性の高い
ロールトップ

出し入れ口は防水性の高い
ロールトップ

縫い目の無いシームレス 
高周波熱圧着

縫い目の無いシームレス 
高周波熱圧着

WATER-PROOF BACKPACK

DH-748

WATER-PROOF SEAT BAG

DH-749

●ブラック

●ブラック

●グレー

●グレー

●レッド

●レッド

20030 ¥3,960(¥3,600)

20042 ¥7,480(¥6,800)

20031 ¥3,960(¥3,600)

20043 ¥7,480(¥6,800)

20032 ¥3,960(¥3,600)

20049 ¥7,480(¥6,800)

DH-748

DH-749

防水

防水

グリップ

グリップ

ショルダーベルト

ショルダーベルト

レッド

レッド

グレー

グレー

ブラック

ブラック

ブラック

大切な荷物を雨から守る防水バックパック。

大容量・防水シートバッグ。
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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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ハイビジミラー™
High Visibility Mirror™

■エッジ

新保安基準 適合サイズ新保安基準 適合サイズ

新保安基準 適合サイズ新保安基準 適合サイズ

右右

左左

ショート寸法図 ロング寸法図

（単位：mm） （単位：mm）

ショート：装着例 ロング：装着例

■ロング■ショート

ストリートファイターに似合う「角」を強調した個性的なデザイン。

16934
ミラー面

16934

16928

●鏡面クリアーミラー。片側1個入り

16928 ¥9,900(¥9,000)16934 ¥9,900(¥9,000)

16926 ¥9,900(¥9,000)16933 ¥9,900(¥9,000)

広い調整幅で様々な車種に対応

【取付部分の形状図】
●取付ボルトのピッチが26～54ｍｍに
　合致すること。
●純正ミラー取り付け部が平面であること。
●純正ミラーがM6ボルト2本での取り付けで
　あること。
●ウインカー内蔵型ミラーは不可。
●車種によって付属のボルトの長さが合わない
　場合があります。
　付属ボルト：M6×30、M6×20、M6×15(各2本)

最大幅54ｍｍ

最小幅26ｍｍ

64ｍｍ
2
6
ｍ
ｍ

Cowling
カウリング軽量 広角軽量 広角アルミ製アーム

ワイドミラー

■ 剛性が高く軽量なアルミダイキャスト製アーム＆ジョイントとABSハウジングを 
採用した軽量でスタイリッシュなミラー。 

■ミラー重量はショート約290g、ロング約315g 
■鏡の取付け強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。 
■曲率R1000の広角ミラーで後方視界が広い。 
■新保安基準適合 

ハイビジミラー

™

■適合表
■CB1300SB /ST（'05～'21）、■CBR600RR（'21）、■CBR650R（'19～'21）、■CBR400R（'13～'21）、■CBR250RR（'17～'20）、■CBR250R（'11～'15）、
■FZ1 FAZER（'08～'14）、■YZF-R3（'15～'20）、■YZF-R25（'14～'20）、■GSX-R1000（'17～'20）、■GSX-250R（'17～'20）、■ジクサーSF250（'20）、
■GSX-R125（'18～'20）、■Ninja1000（'17～'19）、■Ninja1000SX（'20～'21）、■Ninja650（'18～'21）、■Ninja400（'18～'21）、■Ninja250（'13～'20）、
■Ninja250SL（'15）、■Ninja ZX-25R（'21）
※ラバーベースを使用するとミラーの共振点（ブレ具合）が変化します。 使用状況に合わせて使用してください。 
※車両によってはラバーベースを装着するスペースが無く、取り付けできません。 その場合は直にミラーを取り付けしてください。 

レーザーマーキングでDAYTONAロゴ入り

曲率R1000で後方視界が広い。
小型のハウジングを採用しながら曲率R1000（広角）の
鏡によって、純正ミラー同等の広い後方視界を確保。

純正ミラー

ハイビジミラー
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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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■ダイヤモンド

新保安基準 適合サイズ新保安基準 適合サイズ

新保安基準 適合サイズ新保安基準 適合サイズ

右右

左　M10正ネジ

左　M10正ネジ

左左

右　M10正/逆ネジ

右　M10正/逆ネジ

ショート寸法図 ロング寸法図

（単位：mm） （単位：mm）

ショート：装着例 ロング：装着例

■ロング■ショート

■ショート

■ショート

どんな車両にも合わせやすい六角形をベースにしたデザイン。

16948
ミラー面

16948

16946

●鏡面クリアーミラー。片側1個入り

4月下旬発売

P.146～148

16946 ¥9,900(¥9,000)16948 ¥9,900(¥9,000)

19435 ¥9,900(¥9,000)

19415 ¥9,900(¥9,000)

16945 ¥9,900(¥9,000)16947 ¥9,900(¥9,000)

19436 ¥9,900(¥9,000)

19430 ¥9,900(¥9,000)

新保安基準 適合サイズ

新保安基準 適合サイズ

新保安基準 適合サイズ

新保安基準 適合サイズ

寸法図

（単位：mm）

ストリートファイターに似合う
「角」を強調した個性的なデザイン。

■エッジ

19436

19436
ミラー面 19435：装着例

寸法図

（単位：mm）

●M10ボルト取付けタイプ（ヤマハ逆ネジ対応）　●ミラー重量：約295g　●鏡面クリアーミラー。片側1個入り
※ マスターシリンダータンクやスロットルケーブルが干渉する場合は、別売のミラーアダプターを使用してください。

どんな車両にも合わせやすい
六角形をベースにしたデザイン。

■ダイヤモンド

19430

19430
ミラー面

19430：装着例

軽量 広角軽量 広角アルミ製アーム

ワイドミラー

LOW MOUNT
ローマウント
■ミラー重量約295ｇ 
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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。

別売品（OPTION）

21065 ¥528(¥480)

発売中 発売中 発売中

P.331 P.332 P.332

21067 ¥2,310(¥2,100)21070 ¥5,280(¥4,800)21063 ¥2,750(¥2,500)

■ ST-3104 レギュレーターストーブ専用 
アシストレバー

A4サイズのミニテーブル。パッと開くだけでスタンドが
飛び出し、閉じると収納される画期的構造。アルミ製天
板の軽さでどこへ行くにもラクラク持ち歩けます。
●本体サイズ：高さ78×幅297×奥行210（mm）　
●収納サイズ：高さ19×幅297×奥行110（mm）　
●材質 天板：アルミ / スタンド：ステンレス　
●重量：395g ※本体のみ　●耐荷重：3kg　
●付属品：メッシュ収納袋　●天板：端部に転落防止加工

火口が伸びる小型耐風バーナー。使用時は伸ばして安全
に、非使用時は縮めてコンパクトに収納できます。セーフ
ティーロック機能付きだから、運搬時の誤点火を防止し
ます。
●本体サイズ：高さ115～185×幅38×奥行18（mm）　
●重量：52g　
●火炎温度：1300度　
●燃料：充てん式。カセットガスからの充てんが可能。

ワンタッチで点火しやすいスイッチ補助具。
●本体サイズ：高さ40×幅22×奥行40（mm）
●重量：6g

燃焼イメージ

火口を伸ばした状態

落下防止加工

使用例

レンズ簡単脱着！フレームレスタイプ
スノー系ウインタースポーツではトレンドのフレームレスデザイン。レンズは磁石固定式
なので別売のレンズを用意すれば天候に合わせてレンズ色を簡単に変更できる優れも
の。当社モトクロス好きスタッフ（国際B級）がハードに実走テストをしても磁石が強力な
のでレンズが外れることはありませんでした。

PROGRIP®3205 マグネットゴーグル
PROGRIP® 3205 Magnet Goggles  

178 ブラック/シルバー

181 ブラック/ブルー

184 ブラック/イエロー

185 ブラック/レッド

21104 ¥12,100(¥11,000)

21106 ¥12,100(¥11,000)

21113 ¥12,100(¥11,000)

21114 ¥12,100(¥11,000)
21114

21104 21106

21113

発売中・21113は5月下旬発売

■ SOD-725T パワーガス250トリプルミックス

SOD‐325用ボンベ。プロパン入りで、低温時でも火力が安定します。
●本体サイズ：φ110×90mm　●重量：385g
●成分：液化プロパン・液化イソブタン・液化ブタン

21068 ¥638(¥580) 21069 ¥968(¥880)

SOD-510 アルミクッカーセットM ST-630 フィールドホッパー ST-480C スライドガストーチ
Aluminum Cooker Set SOD-510 Field Hopper ST-630 Slide Gas Torch ST-480C

コンパクトなアルミ製クッカー（大：1000mℓ、小：
500mℓ）のセット。シングルストーブアミカスとボンベ
（250缶、110缶）がピッタリ収まります。
●外径寸法： クッカー小サイズ・・・φ120×60mm 

クッカー大サイズ・・・φ130×100mm
●重量：203g
●付属品：クッカー大、クッカー小、メッシュ収納袋

構成部品

構成部品

15
4
m
m

φ130

使用例 レンズ簡単脱着

ST-7601

■パワーガス3本セット

プロパン混入のパワーガス。
●本体サイズ：φ68×198mm ※1本
●重量：340g ※1本

●アンチフォグコーティング　●アンチスクラッチレンズ　●100％UVプロテクション
●NO-SLIPシリコンストラップ
※補修レンズの適合は専用品のみとなります。
※ テアオフレンズは専用品です（開発中）。(90881/90882はサイズが異なり使用できません。）
※夜間の使用はできません。
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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。

ビッグフィン採用

レッグシールド
固定穴（M6×P1.0）

PROGRIP®3205 マグネットゴーグル
PROGRIP® 3205 Magnet Goggles

ハイパーヘッドビッグボアキット
88cc
ハイパーヘッドビッグボアキット
88cc（エントリーパッケージ）

ノーマルヘッド対応ビッグボアキット
88cc（エントリーパッケージ）　　　

ハイパーヘッドビッグボアキット
88cc＆PC20キット

ハイパーボアアップキット88cc

ハイパーヘッドビッグボアキット
（110cc）

ノーマルヘッド対応ビッグボアキット
88cc

20000 ¥46,200(¥42,000)

20011 ¥56,100(¥51,000)

19998 ¥31,900(¥29,000)

20018 ¥77,000(¥70,000)

19999 ¥60,500(¥55,000)

20006 ¥72,600(¥66,000)

18796 ¥22,000(¥20,000)

発売中・21113は5月下旬発売
別売品（OPTION）

シルバー ブルーレッド イエロー

補修部品

21177 ¥4,620(¥4,200)21176 ¥5,885(¥5,350)21174 ¥5,885(¥5,350)21173 ¥5,885(¥5,350)21160 ¥5,885(¥5,350)

■3226MAGレンズ クリアー■3219-105MAGレンズ イエロー■3218-104MAGレンズ ブルー■3217-107MAGレンズ レッド■3216-120MAGレンズ シルバー
クリアーミラーミラーミラーミラー

NEWハイパーヘッド＆ノーマルヘッドビッグボアキット
"Hyper Head" Big Bore Kit & Big Bore Kit for Normal Head 5月下旬発売

P.858～862

同時装着部品や使用上のご注意など各商品の詳細な情報は2021カタログP858～862をご参照ください。

■NEWハイパーヘッドシリーズ

■ノーマルヘッドビッグボアキット

20000

19998

20018

18796

20011

19999

20006

ノーマルシリンダーヘッドを使用するボアアップキット。初めてのボアアップにも最適で、
手軽に低中速域のトルク＆パワーアップを体験できます。シリンダーを流用して、ハイ
パーヘッドへリーズナブルにバージョンアップすることも可能です。

インテークφ25、エキゾーストφ22のビッグバルブを採用したボアアップキット。88cc
で純正比約3～4倍にパワーアップ。外観は純正ヘッドのデザインを踏襲しながらビッグ
フィン化し、冷却性能も向上。NEWシリンダーは、88ccボアアップキット、エントリー
パッケージ、PC20キットおよび、110ccキットに採用されています。

NEWハイパーヘッドやノーマルヘッドビッグボアキットに付属するシリンダーをビッグフィン採用の新デザインにリ
ニューアル。ビッグフィン採用のハイパーヘッドとデザインの統一を図ると共に放熱性も向上しました。さらにレッグ
シールド固定用の穴（M6×P1.0）も追加しています。

■  モンキー/ゴリラ 
（12V）

■  モンキー/ゴリラ 
（12V）

Z50JN/P/S/T/V/W/X 
Z50JY/1/2/4/5/6/7

Z50JN/P/S/T/V/W/X 
Z50JY/1/2/4/5/6/7

型式

型式

適合車種

適合車種

フレームNo.

フレームNo.

Z50J-2000001 
AB27-1000001～

Z50J-2000001 
AB27-1000001～

代表適合車種のみ掲載しています。
各ボアアップキットのその他の適合車種は2021デイトナカタログP862をご
参照ください。

代表適合車種のみ掲載しています。
各ボアアップキットのその他の適合車種は2021デイトナカタログP858～
859をご参照ください。

ビッグフィン採用のNEWシリンダーにリニューアルNEWシリンダー

旧シリンダー



※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。2021/5（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
※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。2021/5（P1）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。
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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。

4月 5月
日
25
2
9
16
23
30

2021年5月営業日カレンダー
月
26
3
10
17

火
27
4
11
18
25

水
28
5
12
19
26

木
29
6
13
20
27

金
30
7
14
21
28

土
1
8
15
22
29

赤字は、休日とさせていただきます。

24
31

2021 May5

▲

INFORMATION

価格改定のお知らせ
この度は、弊社一部商品の価格改定をさせていただくこととなりました。
詳しい内容に関しては、別紙【価格改定のお知らせ】をご参照ください。
今後とも商品の品質向上に努め、お客様に喜ばれる商品開発に一層努力する所存でございます。
諸般の状況をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

補修部品 補修部品

車種名 年式 タイプ ブレーキパッドカラー 備考ゴールデンχ 赤 ハイパーシンタード ハイパー

Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
Ａ

CRF250L '12～'19 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
CRF250M '13～'19 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
CRF250 RALLY/LD '17～'21 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
PCX160（KF47） '21 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
ADV150（KF38） '20 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
PCX150ABS（KF30） '18～'20 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
PCX（JK05） '21 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
PCX HYBRID ABS（JF84） '18 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －
PCXe:HEV（JK06） '21 F 21060 ¥5,610(¥5,100) 79867 ¥4,400(¥4,000) － －

PCX〈JK05〉（'21）等に適合する
ゴールデンパッドχを追加しました！

硬い！重い！ゴツイ！
バイクの自重も使って強力固定！

整備工場などのプロが実際に使用している強力なステッカーはがし。
天然オレンジオイルベースで有機溶剤を含まないため、樹脂などにも使用可能。

ブレーキパッド

ストロンガーパーキングプレート

ステッカーはがし 液状タイプ

Brake Pads

STRONGER Parking Plate

Liquid Type Sticker Remover

5月中旬発売

5月上旬発売

5月中旬発売

P.8、10

ゴールデンパッドχ

30mℓ

21060 ¥5,610(¥5,100)

20055 ¥49,500(¥45,000)

21781 ¥1,045(¥950)

車両を本品の上に乗せてからU字ロックやチェーンロックをパイプ部分に通して固定しま
す。固定後は車両重量も加わりロック単品で固定した状態よりも盗難抑止効果が高くな
ります。耐久性が高く屋外でも錆びにくい2コート塗装仕上げ。
●縞鋼板：t3.2
●パイプ：φ22.2（t1.6）
●表面処理：カチオン黒+静電黒の2コート仕上げ
●本体重量：8.2kg
●プレートサイズ：590×430（mm）
●アンカー固定も可能。プレート四隅に固定用のφ10.5の穴有り。

ボトルの先端は細いノズル状なので、必要な部分へ最量を塗布できます。シール・ガム・接着剤など粘性の
あるものやピッチ・タール等の頑固な油汚れも簡単にはがして落とします。
●容量：30mℓ　
●主成分：天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、アロエベラ、ラノリン、非イオン界面活性剤
※本液剤が付着した部分は必ず水できれいに洗い流しふき取ってください。
※ 塗装面や特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品などは変質や剥落、色落ち、染みになることもあり
ますので、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
※ 危険等級：第3石油類非水溶性液体危険等級Ⅲ

P.331

デジタル電圧計＆USB電源 
Type-C 「e ＋CHARGER」用補修パーツ

バイク専用ドライブレコーダー「MiVue®M777D」用
補修パーツ

Repair Parts for Electronic Power Supply for Motorcycle with 
Voltmeter <Type-C>

Repair Parts for Drive Recorder for Motorcycle MiVue® 
M777D

発売中 発売中

P.352 P.321

21493 ¥660(¥600) 17110 ¥19,800(¥18,000)

補修キャップ
17239（タイプC）用

M777D専用フロントカメラ
※SDカードは付属しません。

※チェーンロックは付属しません。 ※固定用アンカーボルトは付属しません。

430 590
（mm）

145



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2021 5月号 共通化情報 CRF250RALLY/S

共通化情報 CRF250RALLY/S（2021年モデル）
日頃は、格別なるお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。
人気上昇中のCRF250RALLY/S（'21）の共通確認が取れましたのでご案内致します。
弊社にも問合せが増加中の車両ということで、店舗での接客及び販売にもお役立て
頂けるのではないかと思います。今後共、宜しくお願い致します。

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）
ゴールデンパッド®χ 21060 ¥5,610 574188

赤パッド® 79867 ¥4,400 440865

ブレーキパッド（リア）
ゴールデンパッド®χ 97185 ¥5,610 521649

赤パッド® 79868 ¥4,400 440872

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ
HONDA-B

レッド 98274 ¥5,390 527047

フロントブレーキ側
ブルー 98275 ¥5,390 527054

ゴールド 98276 ¥5,390 527061

アッシュシルバー 98277 ¥5,390 527078

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用
M6タイプ用（スクラッチタイプ）

レッド 93911 ¥6,380 486559

ブルー 93912 ¥6,380 488256

ゴールド 93913 ¥6,380 488270

アッシュシルバー 93914 ¥6,380 488263

アルミビレット
ヘビーウエイトバーエンド
純正ハンドル対応
（リボルバータイプ）
HONDA車 M6タイプ

レッド 99832 ¥6,930 558782

ブルー 99833 ¥6,930 559529

シャンパンゴールド 99834 ¥6,930 559536

グリーン 99835 ¥6,930 559543

シルバー 99836 ¥6,930 559451

ブラック 99837 ¥6,930 559550

FLATスロットルスリーブ 77386 ¥1,100 419274 純正スリーブ比＋5mm。スロットル開度がわずかに大きくなり
ます。

フューエルキャップパッド
（ポッティングタイプ）
HONDA2

カーボン調 97915 ¥1,760 521908

シルバーカーボン調 15540 ¥1,870 547366

マルチバーホルダー
マスターシリンダークランプタイプ

スタンダード/クローム 77434 ¥2,200 421291

右側のみ可
スタンダード/ブラック 77435 ¥2,200 421307

ショート/クローム 92745 ¥2,200 465769

ショート/ブラック 92746 ¥2,200 465776

マルチバーホルダー
マスターシリンダークランプ
フラットタイプ

ブラック 92801 ¥2,310 473276
右側のみ可

クロームメッキ 92802 ¥2,310 473269

マルチバーホルダー
ミラークランプ

クロームメッキ 78030 ¥1,870 425107
左側のみ可

ブラック 78031 ¥1,870 425114

グラブバーキャリア 18845 ¥12,100 566688 最大積載重量7kg

マルチウイングキャリア 18846 ¥17,050 566732 最大積載重量7kg

HenlyBeginsシートバッグ
【DH-710】 96043 ¥9,900 506486 DH-710以外にも、DH-720、723、722、731、747など

イージーリングベルト採用モデルすべて取付可能。

ヘルメットホルダー 汎用/ミラークランプ 79399 ¥3,245 439517 クリアランスの関係でクラッチ側への取り付けを推奨。

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ8V 95390 ¥13,200 504079

スーパーオイルフィルター 67934 ¥946 334041

リプレイスオイルフィルター 98732 ¥836 536261

ドレンボルトガスケット

M12/厚さ1.7mm 95395 ¥385 501214 3枚入り

M12/厚さ1.5mm 96709 ¥143 511732 1枚入り

M12/厚さ0.8mm 24233 ¥132 099414 1枚入り

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

レッド 91890 ¥4,950 462874

ゴールド 91892 ¥4,950 462898

アッシュシルバー 91894 ¥4,950 462911

メーカー HONDA

車種名 CRF250RALLY（CRF250LRAM J）
CRF250RALLY S（CRF250LRDM J）

機種名 / 型式 MD47

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 CRF250RALLY/S（2021年モデル）

ラブレター2021 5月号 共通化情報 CRF250RALLY/S

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

アルミビレット
オイルフィラーキャップ
BULLETタイプ
M20×P2.5

レッド 98399 ¥1,760 531211

ブルー 98400 ¥1,760 531426

ゴールド 98401 ¥1,760 531433

グリーン 98402 ¥1,760 531525

シルバー 98403 ¥1,760 531464

ブラック 98404 ¥1,760 531457

オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

シルバー 68435 ¥1,870 338292

ブラック 68436 ¥1,870 338551

ブルー 68437 ¥1,870 338315

レッド 74760 ¥1,870 394229

ゴールド 74761 ¥1,870 394243

ブラックカバー
ウォーターレジスタント ライト オフロード 97945 ¥14,850 528433 トップケース/シートバッグなど未装着の状態での目安サイズ

です。

ブラックカバー
アドベンチャー系専用 ボックス未装着 16816 ¥17,600 554722 トップケース/シートバッグなど未装着の状態での目安サイズ

です。

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2021 5月号 共通化情報 CRF250RALLY/S ラブレター2021 5月号 共通化情報 GSX250R

共通化情報 GSX250R（2021年モデル）
日頃は、格別なるお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。 
人気上昇中のGSX250R（'21）の共通確認が取れましたのでご案内致します。
弊社にも問合せが増加中の車両ということで、店舗での接客及び販売にもお役立て頂けるのではないかと
思います。今後共、宜しくお願い致します。

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）

ゴールデンパッド®χ 97122 ¥5,610 516492

赤パッド® 79803 ¥4,400 441213

ハイパーパッド 37536 ¥3,080 172360

ハイパーシンタードパッド 72460 ¥4,620 370780

ブレーキパッド（リア）
ゴールデンパッド®χ 97186 ¥5,610 521656

赤パッド® 16822 ¥4,400 554999

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ
SUZUKI-E

レッド 98286 ¥5,390 526842

フロント側
ブルー 98287 ¥5,390 526859

ゴールド 98288 ¥5,390 527214

アッシュシルバー 98289 ¥5,390 527221

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ

（スクラッチタイプ）

レッド 91005 ¥5,720 451168

ハンドル内径φ14〜19対応品。ハンドル内の純正ラバー等を
全て抜くことをおすすめします。

ブルー 91006 ¥5,720 456101

ゴールド 91007 ¥5,720 456057

ライムグリーン 91008 ¥5,720 456118

アッシュシルバー 91009 ¥5,720 456125

ブラック 91010 ¥5,720 456132

アルミビレッドバーエンド

カナード 99920等 ¥3,190 各種

ハンドル内径φ14〜19対応品。ハンドル内の純正ラバー等を
全て抜くことをおすすめします。

エアロ 99914等 ¥3,190 各種

ファインカット 72018等 ¥2,090 各種

ラウンド 67809等 ¥1,870 各種

ディッシュ 67816等 ¥1,870 各種

アルミビレッド
ヘビーウエイトバーエンド
純正ハンドル対応
（リボルバータイプ）

汎用ハンドル（内径φ17〜φ
19）/SUZUKI車 99951等 ¥6,930 各種

ヘビーウエイトバーエンド
ファインカット 71958等 ¥2,530 各種 ハンドル内径φ14〜19対応品。ハンドル内の純正ラバー等を

全て抜くことをおすすめします。ハイディッシュ 72039等 ¥2,310 各種

レバーガード

ブラック 92449 ¥8,140 464854

ブルー 92450 ¥8,140 464861

レッド 92451 ¥8,140 464878

ゴールド 92452 ¥8,140 464885

フェンダーレスEDGE™ 91821 ¥21,780 510087

PREMIUM ZONE ステップ PZR-01 96557 ¥18,480 513873 ライダー側

マルチバーホルダー
マスターシリンダークランプタイプ

スタンダード/クローム 77434 ¥2,200 421291

スタンダード/ブラック 77435 ¥2,200 421307

ショート/クローム 92745 ¥2,200 465769

ショート/ブラック 92746 ¥2,200 465776

マルチバーホルダー
マスターシリンダークランプ
フラットタイプ

ブラック 92801 ¥2,310 473276

クロームメッキ 92802 ¥2,310 473269

車種別マルチバーホルダー

キャップボルトカラーM8
ブルー付属 17870 ¥5,500 573297

キャップボルトカラーM8
アッシュシルバー付属 16793 ¥5,500 557112

HenlyBeginsシートバッグ
【DH-708】 カーボン＆ブラック 95734 ¥9,350 503775 DH-708以外にも、DH-720、723、710、722、731など

イージーリングベルト採用モデルすべて取付可能。

ハイパフォーマンスバッテリー DYTX9-BS 92882 ¥10,780 467657

メーカー SUZUKI

車種名 GSX250R/ABS

機種名 / 型式 DN11A

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2021 5月号 共通化情報 GSX250R

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ
M20×P1.5

レッド 91885 ¥4,950 462829

ブルー 91886 ¥4,950 462836

ゴールド 91887 ¥4,950 462843

アルミビレット
オイルフィラーキャップ
BULLETタイプ
M20×P1.5

ブラック 98398 ¥1,760 531419

ブラックカバー
ウォーターレジスタント Lサイズ 96669 ¥27,500 513361 トップケース/シートバッグなど未装着の状態での目安サイズ

です。

ブラックカバー
ウォーターレジスタント ライト Lサイズ 97941 ¥12,650 524954 トップケース/シートバッグなど未装着の状態での目安サイズ

です。

ブラックカバー シンプル
シルバー/Lサイズ 98202 ¥7,700 524220

ブラック/Lサイズ 97961 ¥7,700 524190

共通化情報 GSX250R（2021年モデル）

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。


