
※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。2021/10（P8）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。2021/10（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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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
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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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デイトナモーターサイクルガレージ
展示店舗募集中

デイトナモーターサイクルガレージ 展示店舗募集中

キャンペーンを機にガレージの展示をぜひご検討ください。

NANGA オーロラダウンジャケット
NANGA AURORA Down Jacket 10月下旬発売NANGA AURORA Down Jacketブラックカーキ

お洒落を。冬の、ライダーに、
NANGA オーロラダウンジャケット
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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。2021/10（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。

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。2021/10（P3）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。
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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。

NANGA独自の防水透湿素材オーロラテックス®を採用した、NANGAのフラッグ
シップモデル「AURORA Down Jacket」のデイトナ特別モデルです。
メインジップをはじめ、ポケット類のジップを全て止水ジップを使用。ポケットの内
側には起毛素材、袖口はヌバックタイプのベルクロを取り付け、冷気の侵入を遮
断。ジャケットの内側にはやわらかな生地を採用することで、羽毛が膨らみやすく
なり、着用時の保温性やフィット感を高めます。少し大きめなシルエットと、ラグラン
スリーブを採用することで、冬場の厚い衣服の上から着用しても窮屈さを感じさせ
ません。

品番リスト S M L XL
ブラック 24068 24069 24070 24130
カーキ 24131 24132 24138 24139

サイズチャート S M L XL
着丈 74 76 78 80
胸囲 114 118 122 126
裾幅 110 114 118 122
袖丈 64.5 66 67.5 69

（cm）※�サイズ目安は、体型によりあてはまらない場合があります。その他表示は製品寸法です。�
ヌードサイズ（目安サイズ）ではありません。

¥46,200(¥42,000)サイズ：S、M、L、XL

セパレートタイプのプロテクターを収納するポケットを
装備。

表面のステッチを可能な限り減らすことでステッチか
らの雨や風の進入を最小限に抑えます。

走行風の侵入を防ぐためフラップを延長。

ライダーに嬉しい機能を装備した、上質ダウンジャケット

NANGA オーロラダウンジャケット
NANGA AURORA Down Jacket 10月下旬発売

オーロラテックス® NANGAの羽毛について
多孔質ポリウレタン防水コーティング加工を施したナイロン生地。防水性を高めると蒸気透湿
性が低下するという問題を高レベルで解決した素材。2レイヤー地で20,000mm・透湿性
6,000g／m²／24hrs、という高レベルの防水透湿性能を持っています。

多くのキャンパー・ハイカーから愛されている"NANGA（ナンガ）"は、軽量コンパクトで
機能性に優れる高品質なスリーピングバッグからダウンジャケットまで、ダウン製品全般
を取り扱っている国産アウトドアメーカーです。 

NANGAで使用しているダウンは、成熟した水鳥の羽毛を使用しています。国内で洗浄・精製さ
れているため、羽毛本来の温湿度調整機能が非常に高く、丈夫で羽毛特有の臭いのないダウン
です。

●表生地：40dn オーロラテックス ® 耐水圧 20000mm、透湿性 6000g/m²/24hrs
●裏生地：40dn ナイロンタフタ
●羽毛（フィルパワー）：スパニッシュダックダウン 90-10% （760FP）
●ダウン量：150g
●総重量：650g
● YKK 製止水ファスナー
●別売の SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 セパレートタイプ（94856）が使用可能
●フード、ウエスト部にドローコードを装備することで、サイズ調整可

左右のポケットはグローブをしたままでも開け閉めしや
すいようにシングルジップへ変更。

DAYTONA OUTDOOR SUPPLYロゴ入り。右胸のNANGAロゴはジャケットと同色の刺繡へ変
更。

冬秋MENS
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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。2021/10（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。

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。2021/10（P3）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。

2021 October10

使用例

HBP-018 HPPE耐切創インナープロテクター

NOLAN®補修品・オプション品

HBP-018 Cut-resistant Protector Inner Shirt

NOLAN® Repair & Option Parts

10月下旬発売

摩耗に強い特殊生地「HPPEマテリアル」を腕と背中に、その他の
部位にはストレッチ生地を採用し、衝撃時に瞬間硬化するSAS-
TEC製プロテクターを胸部・ひじ・肩・背中に装備することで、体へ
フィットしたソフトな装着感と安全性を両立させたインナープロテ
クター。
● 胸（CEレベル1）・ひじ（CEレベル2）・肩（CEレベル1）・背中（CEレベル1）　 

各SAS-TEC製
●腕と背中に「HPPEマテリアル」を採用
※ 本製品はモーターサイクルライディングウエアとしての快適性および安全性を重視して開

発されておりますが、転倒時など外部からの衝撃に対して、身体を完全に保護できるもの
ではありません。ライディング時は常に安全運転をお願いいたします。

※ 重ね着による摩擦により、色落ち、色移りする場合があります。
※ ご自身の体にフィットするものをお選びください。サイズが合っていないウエアを着用さ

れますと、プロテクション効果が充分に発揮されない場合やライディングに支障をきたす
場合もあり非常に危険です。

品番リスト S M L XL
ブラック 24003 24004 24006 24008

サイズチャート S M L XL
身長 160～170 165～175 170～180 175～185
胸囲 84～92 88～96 92～100 96～104
ウエスト 71～86 75～90 79～94 83～98

（cm）※�身長目安は、体型によりあてはまらない場合があります。その他表示は製品寸法です。�
ヌードサイズ（目安サイズ）ではありません。

アウターにお洒落着を着たいあなたにぴったり！
インナープロテクターにオールブラック登場。

耐摩擦性を本革と比較

HPPEマテリアル

約1.5kgの重りに生地を貼り付けて、ベルトサンダー
に15秒当てることによってアスファルト上での転倒時
を再現。同じ条件で本革との摩耗性を比較。

耐切創繊維（切れにくい機能性繊
維）として、機械的防護手袋の要
求性能試験「EN 388:2016」の
回転刃試験にてレベル4を取得し
た生地と同等の生地を採用。

※テスト環境により結果は異なります。

本革HPPE マテリアル

®

¥22,880(¥20,800)サイズ：S、M、L、XL

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。

2022年NEWカラー
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を採用した旧品版（21113）の
NEWカラー。ストラップのデザインが変更になりました。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可能。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。
●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。

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

184 ブラック/イエロー 25549 ¥12,100(¥11,000)

X-803 シールド/メタルゴールド X-803 シールド/メタルレッド（クリアーベース） X-803 シールド/メタルレッド（スモークベース）

21982 ¥9,350(¥8,500) 23915 ¥9,680(¥8,800) 23854 ¥9,680(¥8,800)

X-803RS� UCゴールデンエディ
ションに標準採用されている補修用
シールド。X-702/802/803シ
リーズにご利用できます。

●X-702/802/803シリーズに適合
●透過率84%　●UV380nm

●X-702/802/803シリーズに適合
●透過率58%　●UV400nm

日本オリジナルのレッド系ミラーシールド。クリアーとスモークベースの2種類。日陰や夜間での視認性を考慮しミラー加工を薄く施すことで、暗い時間
帯に見えにくいから諦めている方にもオススメです。CE規格に準じた光学試験を、NOLAN社にて実施確認済み。X-702/802/803シリーズに適合。
※ミラー加工を薄く施してあるため、NOLAN純正ミラーシールドよりは中が透けて見えます。
※夜間など暗い時の見えかたには個人差があります。
※�NOLAN社の許可を得て加工販売しておりますが、デイトナ管理の元での加工品のため、NOLAN社の保証は受けられません。当社のみでの品質保証
となります。

●X-702/802/803シリーズに適合
●透過率20-25％
●UV400nm
※�X-803RS�UCゴールデンエディションのシールド横に貼られている
X-803ステッカーは付属しません。

発売中・23915、23854は10月中旬発売
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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。2021/10（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。2021/10（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。

2021 October10
GB350/S（'21）

HONDA 

マルチウイングキャリア

フェンダーレスキット（車検対応LEDライセンスランプ付き）

サドルバッグサポート

チェンジペダルキット

Multi Wing Carrier™

Fender-Less Kit with License Light

Saddlebag Support

Change pedal kit

10月下旬発売

11月上旬発売

10月下旬発売

11月上旬発売

24599 ¥19,250(¥17,500)

93099 ¥17,600(¥16,000)

22990 ¥3,960(¥3,600)

97918 ¥12,980(¥11,800)

シート座面と荷台がフラットなので、長い荷物や大きなバッグも安定して積載できます。
純正荷掛けフック（左右2本）を取り付けることができ、純正ヘルメットホルダーも使用可
能です。
●スチール製黒塗装仕上げ　●当社サドルバッグサポートとの同時装着可能
●32ℓ以下のGIVIモノロックケース（汎用ベース）が取り付けできます。　●メインパイプφ22.2
※トップケース使用の際は安全を考慮し32ℓのサイズまでにしてください。

スタイリッシュなリア回りを演出するフェンダーレスキット。純正ウインカーは付属のブラ
ンケットでシート下へ無加工で装着できます。リア回りの配線が目立たないように工夫し
ました。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。車検対応LED
ライセンスランプ、スリムリフレクターも同梱。取り付けに必要な全ての部品が入った保
安基準適合のボルトオン、カプラーオンキットです。
●メインブラケット：スチール製電着黒塗装　
●ウインカー&リフレクターステー：アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
●2021年度新基準に基づくナンバー角度40°設計　●別売のサドルバッグサポートとの同時装着可能
※�車検場によっては車両全長の記載事項の変更を指示される場合があります。その際は検査官の指示に従ってく
ださい。

純正のシーソー式から変更することで「ついうっかりかかとでシフトアップ」のよ
うなミスを防げます。また、チェンジペダル位置を見直し、シフトラバー部の直径
をφ20mmからφ16mmに小さくすることで、シフトアップの操作感を向上させ
ました。アーム部はスポーティ感あるデザインです。

バッグをつり下げるベルト掛けを一体化することで�サドルバッグハンガーが不要なサド
ルバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛けることもできるので便
利。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。
●スチール製マットブラック塗装　
●当社マルチウイングキャリアとの同時装着可能。
●�ベルト掛け部分の内幅約40mm。左右ピッチ185mm（センター間）、ベルトピッチ200mm前後のサドルバッ
グに最適。

●ヘルメットホルダー付属　●丸棒部φ10　
●当社サドルバッグ12/10/9ℓの装着を推奨
※�純正以外のリアサスに交換している車両はサドルバッグサポート/サドルバッグを取り付けできない場合があり
ます。
※アップマフラーのため右側用の設定はありません。

ドレスアップするキャリア

すっきり&コンパクト

シーソー式から、通常のチェンジペダルに変更。操作感が向上！

ベルト掛けを一体化

■GB350S（'21） ※GB350�標準モデル不可�

■GB350S（'21） ※GB350�標準モデル不可�

■GB350（'21） ※GB350�Sモデル不可�

■GB350S（'21） ※GB350�標準モデル不可�

0.5h

1.5h

0.25h

0.25h

™

最大
積載重量

4kg

最大
積載重量

5kg

左側専用

チェンジペダルキット

A
B

A：純正より約7mm長い　B：純正より約4mm広い

純正

装着例

装着例装着例

装着例

装着例装着例

●スチール製黒塗装仕上げ　
※�エッジやバリが有る場合があります。取扱いに注意してください。
※�チェンジペダルラバーの補修品はホンダ純正部品：95011-
40000をご使用ください。
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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。2021/10（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。2021/10（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。

2021 October10

急速暖房適切温度 快適運転急速暖房適切温度 快適運転

４段階の温度調節で
寒い日もしっかり
暖める。

55W

43W

31W

21W

LEVEL4

LEVEL3

LEVEL2

LEVEL1

温
度
上
昇

グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目
スッキリ。スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。
温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で
断線しにくい構造です。
●φ22.2mmハンドル車 12V車専用
●グリップ全長：120mm エンド貫通式（バーエンド装着可能）
●グリップ内径（右）：φ24.4mm （左）：φ21.2mm
●最大4分間の急速暖房機能（クイックヒート機能）を搭載。
●H.I.D.システム装着車取付可。
※電源ONにする前に、必ずエンジン＆H.I.D.システム（H.I.D.装着車）を始動させてください。

●セレクトスイッチのLEVEL3、4は常時使用しないでください。バッテリートラブルや低温やけど
の恐れがありますので急速暖房用としてご使用ください。

※温度グラフは室内での測定結果です。参考値として参照ください。
※スロットルスリーブに回り止め（リブ）などがある場合は削り落とす作業が必要です。また、回り止
めなどが無いスリーブでも、グリップ内径に合わせて削り落とす作業を行なってください。
※FLATスロットルスリーブ使用不可。
※別売のホットグリップ専用接着剤を必ず使用してください。
※初期型マジェスティ不可。

スイッチ内蔵で
グリップもスリム!

ワンタッチ
温度調節
ワンタッチ
温度調節

スッキリ
スイッチ
一体型

スッキリ
スイッチ
一体型

97℃

90℃

70℃

50℃

●発電能力不足の車両（原付1種/2種のような小排気量車）やバッテリーレス車には使用不可。
バッテリー容量とジェネレーター発電容量が小さい車両に取り付けた場合、充電能力不足でバッ
テリートラブルを引き起こすことがあります。
●ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。

ご注意

（32W）

（28W）

（19W）

（12W）

100
（℃）

（分）

50

80

20
0 4 12 168

LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1

クイックヒートとは・・・
電源ON時に最大出力（LEVEL4）で4分間急速
暖房を行なう機能です。（急速暖房を行ないたく
ない場合には、再度ボタンを押すことでクイック
ヒートをキャンセルできます。）
●12V車専用設計�グリップエンド貫通（バーエンドの装着可能）。
●�細めのグリップを採用。グリップ外径約φ34mm（左右共）操
作性良好！

●グリップ内径:（右）φ25.4mm（左）φ22.2mm。
●グリップ全長:125mm。�
●最大4分間の急速暖房機能（クイックヒート機能）を搭載。
●スイッチ取付用ブラケット付属。
●�H.I.D.システム装着車取付可。
※�電源ONにする前に、必ずエンジン＆H.I.D.システムを始動させてください。
※初期型マジェスティ不可。

構成品 数 量

グリップ
（エンド貫通式） 1セット

4段階セレクトスイッチ 1セット

結線コネクター 2個

スイッチ接着用
両面テープ 1個

結束バンド（150mm） 2本

スイッチ固定用
ブラケット 1セット

エンドキャップ 2個

補修部品

補修部品

■ホットグリップ単品

■ビルトイン4Sn�ホットグリップ単品

■ホットグリップヘビーデューティー�4S（76990）/4Sn（79043）用スイッチ

■ビルトイン4Sn用ハーネス

右側（68097/76990/79043共通）
左側（68097/76990/79043共通）

77318 ¥3,300(¥3,000)

77319 ¥3,300(¥3,000)

右側
左側

16024 ¥6,600(¥6,000)

16023 ¥6,600(¥6,000)

ホットグリップHD4Snセレクトスイッチ 79045 ¥3,300(¥3,000)

16025 ¥770(¥700)

エンド貫通

●�発電能力不足の車両（原付1種/2種のような小排気量車）やバッテリーレス車には使用不可。バッテリー容量と
ジェネレーター発電容量が小さい車両に取り付けた場合、充電能力不足でバッテリートラブルを引き起こすこ
とがあります。

●�セレクトスイッチのLEVEL3、4は常時使用しないでください。バッテリートラブルや低温やけどの恐れがありま
すので急速暖房用としてご使用ください。

●�付属のバーエンドはハンドル内に入ります。バーエンドがネジ式のハンドルには使用できません。
●別途ホットグリップ専用接着剤が必要です。
●�ホットグリップは消耗品です。グリップ部分が摩耗します。定期的に交換してください。

ご注意

■ ヘビーデューティー4Sn〈全長125mm、グリップ外径：φ34〉
79043 ¥8,250(¥7,500)

HOT GRIP ヘビーデューティー4Sn
Heated Grip Heavy Duty 4Sn

110
（℃）

（分）

50

80

20
0 12 24 28

ボタンレベル別温度比較グラフ

LEVEL2 LEVEL1LEVEL4 LEVEL3

10154 ¥13,200(¥12,000)エンド貫通

■ ヘビーデューティービルトイン4Sn 
〈全長120mm、グリップ外径：φ33.6〉

HOT GRIP ヘビーデューティー ビルトイン4Sn
Heated Grip Heavy Duty Grip Kit Built-in 4Sn

クイックヒート機能で、今すぐあったかい！

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。

発売中

発売中

P118

P118
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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。2021/10（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。2021/10（P7）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。

2021 October10

HOTGRIP（10154/79043/98571）用別売品（OPTION）

SP CONNECT
SP CONNECT 発売中

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。

HOT GRIP 巻きタイプEASY USB
Heated Grip Over Grip Easy Type USB 発売中

P119

USB端子を差し込む
だけでOK!

モバイル
バッテリーで
使用可能！

モバイル
バッテリーで
使用可能！

気軽にあったかい!

USB電源
ON/OFFスイッチ

USB
電源
USB
電源

配線加工
不要

配線加工
不要

消費電力
11W
消費電力
11W

専用グリップへの交換不要な巻き付け式ホットグリップ。電源取り出しもUSB接続な
ので取付簡単です。
省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ＯＮ/ＯＦＦスイッチは、
目立ちにくいUSB端子一体式です。    

●本商品は5Ｖ2.1Ａ以上の出力のＵＳＢポート（別売り）への使用を前提に設計しています。ポート側が5Ｖ
2.1Ａを安定して出力できない場合は発熱量が不足します。USB2ポート（2口合計2.1A）へ他機器と同時
に使用する際などは特にご注意ください。

●ハンドル径：22.2ｍｍ
●ヒートシート：95×105ｍｍ
●取付グリップ全長：110ｍｍ以上

巻き
タイプ

105
mm

簡単脱着！

省 電 力!

簡単脱着！

省 電 力!

巻きタイプだから

フィルムヒーターで

※低温やけどに注意してください。
※厚手の冬用グローブを必ず使用してください。
薄手のグローブを使用した場合はやけどまた
は低温やけどを起こしやすくなり危険です。
※長時間の連続使用は避けてください。
※本商品は温度調節機能がありません。使用環
境により温度が高くなる場合があります。
※モバイルバッテリーでの使用時間の目安：
6000mAhで約1～1.5時間。（使用環境や
バッテリーの劣化状態で増減します。）

■巻きタイプEASY USB〈全長105mm〉 98571 ¥6,820(¥6,200)

P736 P356

P357

P355P357

P128

D-UNIT ACC4系統

D-UNIT+ ACC3+常電1系統

バイク専用電源スレンダーUSB
（1ポート）

D-UNIT WR ACC3系統 防水

■NC750X（'14） 他

■MT-09/A（'14） 他

79280 ¥1,100(¥1,000) 98830 ¥3,080(¥2,800)

16075 ¥3,080(¥2,800)

98437 ¥3,960(¥3,600)16037 ¥2,640(¥2,400)

77386 ¥1,155(¥1,050)

77387 ¥1,155(¥1,050)

■ ホットグリップ専用接着剤 
（速乾）

■FLATスロットルスリーブ ■アクセサリー電源ユニット D-UNIT

77386

ヘビーデューティービルトイン4 S n
（10154）には使用できません。

補修部品

USBプラグ シートヒーター右側 シートヒーター左側99092 ¥1,320(¥1,200) 99142 ¥2,420(¥2,200) 99143 ¥2,420(¥2,200)
■98571用

仕様変更に伴う品番価格変更のご案内
この度、マルチウイングキャリアの一部商品にて、仕様変更を伴う品番価格変更をさせていただくこととなりましたのでお知らせいたします。
詳しい内容に関しましては、下記をご参照ください。大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後ともよろしく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 備考

マルチウイングキャリア
■CB400SF（'04～'13） 75462 ¥14,850(¥13,500) P.412 積載重量の変更（最大積載重

量：3kg）に伴う品番変更

マルチウイングキャリア
■Ninja250R（'08～'12） 79416  ¥19,250(¥17,500) P.412 メインパイプを高抗張力鋼管へ変

更したことに伴う品番価格変更

新商品番号/標準価格 JANコード

24280 ¥14,850(¥13,500)

25223 ¥21,450(¥19,500)

SP WIRELESS CHARGING MODULE　
ワイヤレスチャージングモジュール

自転車・オートバイ・車などで幅広く使用できるワイヤレスチャージャー。すべてのSP�
CONNECT�マイクロレール�マウント/アダプターに対応。IP65防水で屋外でも使用できます。
●出力：10W
※ユニバーサルインターフェース（99701）との組み合わせは非推奨。ワイヤレス充電ができない場合があります。
※完全防水ではありません。
※�iPhone12シリーズを充電する場合はQC3.0対応のUSB電源をご使用ください。出力電圧が5V〜12V可変出力
できるUSB電源でないと、iPhone12側の出力要求にこたえられず充電できません。

25541 ¥8,250(¥7,500)

QC3.0に対応しました！

98830 98437
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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。

2021 October10
価格改定のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大の影響による、納期遅延のお詫びとお知らせ

MOTO GPS RADAR 4 をご愛用のお客様へお詫びとお願い

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。
弊社では、原材料や物流費の高騰が続く中、全社をあげてコスト削減に努めて参りましたが、もはや企業努力のみで対応することが困難な状況となっております。つきましては、
大変心苦しいお願いとなりますが、下記商品の価格を改定させていただくことになりましたので、お知らせいたします。
なお、価格改定後も、商品番号、JAN コードに変更はございません。また、価格変更日以前にご注文頂き、バックオーダー等の理由で価格変更日以降に出荷となる場合、「新価
格ラベル」を貼り付けた商品での出荷となります。あらかじめご了承ください。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心よりお願い申し上げます。

平素はデイトナ商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部商品に生産や輸送の遅延が発生しております。
商品を心待ちのお客様には大変なご迷惑をお掛けすることになり、心よりお詫び申し上げます。
商品のお届けまで、今しばらくお時間を頂戴することになりますが、一日も早くお届けできるよう、最大限の努力をしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
2019年3月より発売しております「MOTO�GPS�RADAR�4（商品番号：99247）」におきまして、CS放送の一部受信に影響を与え、電波法で規定されている技術基準に適
合しない無線設備である旨が判明いたしました。本商品は人体に影響をおよぼしたり、他の機器を破壊したりする危険性はございませんが、ご使用をお止めいただくと共に、本
商品の対策修理を無償で実施させて頂く旨、ご案内申し上げます。
お客様に大変なご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。
※ 本件の対策修理は製造元の株式会社コムテックで実施いたします。大変お手数で恐縮ですが同社レーダー探知機対策修理受付ページ（https://www.e-comtec.

co.jp/0_etc/radar_repair_registration/）にて商品やお客様情報などを登録いただき、同社レーダー探知機対策修理係宛へ直接ご送付をお願いいたします。また、本
件のお問い合せにつきましては下記の株式会社コムテック「お問い合わせ専用窓口」まで直接お問い合せをお願いいたします。

対策済みの製品はシリアルナンバー部に管理用のマイクロQR
コードが記載されています。また対策修理を行なった製品につい
ても識別のため、マイクロQRコードが記載されたシリアルナン
バーの頭文字が「7」から始まる新しいシリアルナンバーのラベル
に貼り替えさせていただきます。
ご了承ください。

【対象商品】（99247）MOTO GPS RADAR 4　￥36,664（税込）　JAN：4909449535455

【対策済み製品の識別について】

商品名 旧商品番号/標準価格

ガスケットセット（PC20用補修品） 64223 ¥550(¥500)

ガスケットセット（PC20用補修品） 64225 ¥550(¥500)

新標準価格 JANコード

64223 ¥770(¥700)

64225 ¥770(¥700)

レーダーの見分けかた 裏面

ボタンは左側に配置

商品名・品番記載

マイクロQRコード

【お問い合わせ専用窓口】
本件に関するお問い合わせは、コムテック�レーダー探知機対策修理専用窓口までお願いいたします。

電話番号�0800-300-8003（フリーコール）
受付時間�10:00〜17:00（土、日、祝日、コムテック指定期間は除く）

■2021年9月28日（火）価格改定商品（2021年9月28日（火）14：30受注分より実施）



※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。2021/10（P8）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。2021/10（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。

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。
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公道使用できません。
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デイトナモーターサイクルガレージ
展示店舗募集中

デイトナモーターサイクルガレージ 展示店舗募集中

キャンペーンを機にガレージの展示をぜひご検討ください。

秋のガレージ
キャンペーン

期間：2021年10月1日～11月30日ご成約まで

対象：デイト
ナモーター

サイクルガ
レージBA

SICシリー
ズをキャペ

ーン期間中
に展示店舗

でご成約い
ただいたお

客様

展示店限定
企画

デイトナモ
ーターサイ

クルガレー
ジオリジナ

ル

折りたたみ
コンテナWプレゼント

50リットル（￥7,700相当）
サイズ（mm）
縦530×横366×高さ336

20リットル（￥5,500相当）
サイズ（mm）
縦366×横264×高さ283



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2021 10月号 共通化情報 GB350S

共通化情報 GB350S（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GB350（'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 440773

ハイパーパッド 37536 ¥3,080 425503

ハイパーシンタードパッド 72460 ¥4,620 370780

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ

HONDA-B 98274等 ¥5,390 各種 フロント側

HONDA-H 99279等 ¥5,390 各種 リア側

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ スクラッチタイプ 91005等 ¥5,720 各種

アルミビレッドバーエンド

BULLET 98369等 ¥2,420 各種

カナード 99920等 ¥3,190 各種

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
ノーマルハンドル対応
（リボルバータイプ）

汎用ハンドル 
内径φ17～φ19 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

ハイディッシュ 72039等 ¥2,310 各種

HIGHSIDER®レバーガード 14959 ¥17,600 544563

レバーガード 汎用タイプ／ハンドル内径 
φ12～φ22.0まで適合 92449等 ¥8,140 各種 φ15.5スリーブをご使用ください。

LOWスタイルハンドル 23094 ¥8,800 各種 車検対応寸法。スイッチボックス穴あけ加工済み。

GRIPPY GRIP™ 各種 スロットルスリーブのリブを削って使用するか、フラットスロッ
トルスリーブ（77386）へ変更して装着可能。

FLATスロットルスリーブ 77386 ¥1,155 419274 スロットル開度がわずかに小さくなります。
※ハイスロになります。

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 M10×P1.25正ネジ

HIGHSIDER®バーエンドミラー
バーエンドアダプター付属 96692等

各種 タンクに当たるので上向きのみ取付可能。
バーエンドアダプター別売 96695等

HIGHSIDER®
バーエンドミラーアダプター

汎用タイプ／ハンドル内径 
φ12～φ22.0まで適合 96706 各種 アダプター別売りのHIGHSIDER®バーエンドミラーを取り付

けるために必要です。

ハイビジミラー™ M10正ネジ 15402等 各種

LEDウインカー D-LightSOL アンバー 98952 ¥10,780 535363
取り付けには、別途フォーククランプウインカーブラケット
（19269）とリアウインカーブラケット（23289or23290）
とウインカーリレー（99989）が必要です。

フォーククランプ
ウインカーブラケット φ41フロントフォーク用 19269 ¥5,280 577653 汎用ウインカー（M8）取り付け時に必要です。

リアウインカーブラケット（Ｍ８用）
23289 ¥2,310 581711 汎用ウインカー取り付け時に必要です。

※ ウインカーの配線の延長が必要な場合がありますのでご注
意ください。

※片側40ｇ以上のウインカーは取り付けできません。サービスホール付き 23290 ¥3,850 581841

LED対応ウインカーリレー 2PIN 99989 ¥2,970 557594

VELONA™タコメーターキット
φ60/9000rpm表示 21943 ¥20,350 577776

φ48/9000rpm表示 21912 ¥18,700 577295

パイプエンジンガード
Upper 22113 ¥31,900 580363 Lower（22102）との同時装着不可

Lower 22102 ¥31,900 579046 Upper（22113）との同時装着不可

LEDフェンダーレスキット
（車検対応LEDライセンスランプ付き） 93099 ¥17,600 583890

サドルバッグサポート（97918）及びマルチウイングキャリア
（24599）との同時装着可能。
※GB350S専用

メーカー HONDA

車種名 GB350S

型式 /メーカー名称 NC59／GB350SM

※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 GB350S（2021年モデル）

ラブレター2021 10月号 共通化情報 GB350S

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

PREMIUM ZONE ステップ
ライダー/PZR-01 96557 ¥18,480 513873 純正より10ｍｍ程度短く、可倒量は半分程度となります。

パッセンジャー/PZP-04 96574 ¥18,480 514016

マルチステップ クリアーアルマイト 60618 ¥15,400 265482

バイク用専用電源 スレンダーUSB 17214等 各種 スイッチボックスとマスターシリンダーの間（アクセル側）ブ
レーキスイッチから電源を取ります。

マルチバーUSB電源 5V2.1A

マスターシリンダークランプ 93385等 ¥5,280 各種

ブレーキスイッチから電源を取ります。ハンドルポストクランプ 93386等 ¥5,280 各種

ミラークランプ 94497 ¥5,060 各種

マルチバーホルダー

マスターシリンダークランプ 77434等 ¥2,200 各種 アクセル側のみ可

マスターシリンダークランプ
フラット 92801等 ¥2,310 各種 アクセル側のみ可

ハンドルポストクランプ 77436等 ¥2,200 各種

ミラークランプ 78030等 ¥1,870 各種 クラッチ側のみ可

マルチウイングキャリア 24599 ¥19,250 583418 最大積載重量4kg
サドルバッグサポート（97918）との同時装着可能。

サドルバッグサポート 左側専用 97918 マルチウイングキャリア（24599）との同時装着可能。

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-723、722、731、747などイージー

リングベルト推奨モデルすべて取付可能。

HenlyBegins®シートバッグ
PROシリーズ DH-742/Sサイズ 16929 ¥16,500 555996 DH-742以外にも、DH-743、744、745が取付可能。

HenlyBegins®シートバッグ
WRシリーズ DH-732/Sサイズ 98878 ¥20,350 548011 DH-732以外にも、DH-733、734が取付可能。

HenlyBegins®シートバッグ
BASICシリーズ DH-717/Sサイズ 96719 ¥14,850 526040 DH-717以外にも、DH-718、719、724が取付可能。

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ7S 92881 ¥9,680 467640

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

レッド 91890 ¥4,950 462874

オイルレベルゲージが無くなります。

ゴールド 91892 ¥4,950 462898

アッシュシルバー 91894 ¥4,950 462911

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

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm M12 96709 ¥143 511732 1枚入り、他 3枚入り（96731）10枚入り（96736）

厚さ1.7mm M12 95395 ¥385 501214 3枚入り、他10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 099414 1枚入り、他 25枚入り（24234）50枚入り（24235）

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

バイクカバーの裾が地面につかない状態を弊社適合としていま
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

コンパクトハーフカバー Mサイズ 22133 ¥5,225 578025

ヘルメットホルダー ミラーM10クランプ 79399 ¥3,245 439517 アクセル側のみ可

※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 10月号 共通化情報 GB350S ラブレター2021 10月号 共通化情報 TRACER 9 GT

共通化情報 TRACER 9 GT（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TRACER 9 GT（'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 97133 ¥5,610 516607

2セット必要です。
赤パッド® 79812 ¥4,400 441305

ハイパーパッド 72431 ¥4,620 370889

ハイパーシンタードパッド 20106 ¥3,080 079539

ブレーキパッド（リア）

ゴールデンパッド®χ 97121 ¥5,610 516485

赤パッド® 79802 ¥4,400 441206

ハイパーパッド 78141 ¥3,080 425510

ハイパーシンタードパッド 72439 ¥4,620 370964

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ

NISSIN φ59 92727等 ¥4,950 各種 フロント側

NISSIN φ42 92732等 ¥4,950 各種 リア側

ウインカーホルダープレート 97420 ¥2,420 521502 リアのみ使用可能

エンジンプロテクター 91609 ¥9,130 459430

マルチバーUSB電源 5V2.1A ハンドルポストクランプ 93386等 ¥5,060 各種

マルチバーUSB電源 Type-C ハンドルポストクランプ 17672等 ¥5,500 各種

マルチバーホルダー ハンドルポストクランプ 77436等 ¥2,200 各種

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-723、722、731、747などイージー

リングベルト推奨モデルすべて取付可能。

HenlyBegins®
キャンプシートバッグ
【DH-750C】

コンプリートセット
（ポーチ付き） 22132 ¥28,050 577691 バック単体（ポーチなし） 19000 ￥17,600（￥16,000）

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ10S 92884 ¥12,430 467671

スーパーオイルフィルター™ カートリッジ式 67926 ¥1,650 333976 6個入り 76332 ￥5,016（￥4,560）

リプレイスオイルフィルター
カートリッジ式 98737 ¥1,540 536346

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

レッド 91890 ¥4,950 462874

オイルレベルゲージが無くなります。

ゴールド 91892 ¥4,950 462898

アッシュシルバー 91894 ¥4,950 462911

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

ドレンボルトガスケット

厚さ1.7mm M14 95396 ¥407 501085 3枚入り、他10枚入り（75421）

厚さ1.5mm M14 96710 ¥154 511749 1枚入り、他 3枚入り（96732）10枚入り（96737）

厚さ0.8mm M14 24576 ¥132 101766 1枚入り、他 25枚入り（24577）50枚入り（24578）

ブラックカバー
アドベンチャー系専用 BOX未装着タイプ 16816 ¥17,600 554722 バイクカバーの裾が地面につかない状態を弊社適合としていま

す。

コンパクトハーフカバー Lサイズ 22144 ¥6,270 578032

U字ロック W154×H220mm 79017 ¥4,400 434406

ディスクロック 92221 ¥4,400 558300

メーカー YAMAHA

車種名 TRACER 9 GT

型式 8BL-RN70J/N718E/BAP9

※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。


