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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaflet full of attractive news on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail. https://www.daytona.co.jp  0570-055-819

 

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。

別売品（OPTION）

デイトナモーターサイクルガレージ BASICシリーズ用オプション品
Option Parts for BASIC Series Motorcycle Garage

25566 ¥8,250(¥7,500)

23058 ¥5,500(¥5,000)

23059 ¥7,700(¥7,000)

■ガレージマルチグリップバーセット

■ロッドホルダー フロント/リアセット

■MCガレージ 折り畳みコンテナ20リットル/50リットル ※数量限定販売

僕らは多趣味だ！バイクも乗るが釣りもやる、サーフィンも、スノボもスキーも
DIYだって。そんな欲張りなオーナー様に！

お気に入りの釣り竿を飾って楽しむ。ガレージマルチグリップバーのオプション品。
好きな物に囲まれて楽しんでください。

用途は無限大！ガレージに！車のラゲッジスペースに！お部屋のインテリアに！
使うときだけ組み立てて、使わないときは折り畳むことができるコンテナ。

家の中で邪魔になる長尺物をガレージ天井付近のデッドス
ペースに保管。
●厚さ7cmまで、総重量10kgまで対応。
●バー本体は約85～140cm伸縮可能。
●�商品および積載物の落下、損傷につきましては保証いたしかねます。�
あらかじめご了承ください。

ガレージマルチグリップバー（25566）のオプション品。単品では使用で
きません。簡単に装着できるクリップタイプ。フロント、リアの1セット売り
です。
●�ロッド径はフロントφ15mmまで、リアはφ20～32mmに対応。
●耐荷重は1セットで1kgまで対応。
●�商品および積載物の落下、損傷につきましては保証いたしかねます。�
あらかじめご了承ください。

2021年の秋のキャンペーンで好評だった折り畳みコンテナ
を数量限定販売いたします。サイズは20Lと50Lを用意。イ
メージ撮影で20Lにはケミカル類、50Lにはキャンプ道具を
入れてみました。使いかたはあなた次第！
ガレージでの収納はもちろん、車のラゲッジスペースに載せ
て買った物を入れるもよし、お部屋のインテリアBOXとして
も活用できます。フタにはスライド式のロックが付いていま
す。また50Lコンテナの上に20Lコンテナを2個乗せること
ができます。
●20L：�幅366×奥行き264×高さ283（折り畳み時81)（mm）　�

容量：およそ20L
●50L：�幅530×奥行き366×高さ336（折り畳み時71)（mm）　�

容量：およそ50L

11月下旬発売

11月下旬発売

11月下旬発売

20L

50L

使用例（使用例（25570×5個）25570×5個）

使用例使用例 使用例使用例

使用例使用例 使用例使用例

使用例（使用例（車両：N-BOX）車両：N-BOX）

23058 23058折り畳み時23058折り畳み時

ロック部ロック部23058使用例23058使用例23058、23059使用例23058、23059使用例

23059 23059折り畳み時23059折り畳み時

23059使用例23059使用例 23058×2個、2305923058×2個、23059

使用例（使用例（25570×5個）25570×5個）

フロント使用例フロント使用例 リア使用例リア使用例

25570 ¥1,980(¥1,800)



※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。2021/12（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

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。

INFORMATION

デイトナモーターサイクルガレージ 展示店舗募集中

年末年始の営業日と臨時休業日のお知らせ

2021 December12

令和3年12月28日（火）まで最終営業日

令和4年１月5日（水）午前10：00から年始営業日

H-Dパッド

コンデンサーハーネス（HIGHSIDERオプション品）

強化リアショック 340mm

GIVIキャリア

H-D Pads

Condenser Harness

Reinforced Rear Shock

GIVI Carrier

12月下旬発売

11月中旬発売

1月下旬発売

発売中

HIGHSIDERテール一体式ウインカーを装着した際、エン
ジン始動時に尾灯が点滅してしまうのを防ぐオプション
ハーネス。ウインカーの配線に割り込ませて使用します。
●1台分です。
●コンデンサー容量：10μF/50V
※�車体側端子はCB103を使用。車体側の端子によって
は、端子の打ち替えが必要になる場合があります。
※全ての車両に必要となる訳ではありません。

イニシャル調整ナットが
調整しやすく大径化しました。

ダイナ、ソフテイルのラインアップ
追加しました。

リア車高約15mmアップで、深いバンク角と高い旋回性を実現！�クロームメッキボディ
で引き締まった足回りを演出します。ボディはクロームメッキ仕上げ、スプリング色はレッ
ドとメッキの2種類よりお選びください。取付長340mm。
●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
●カラーはボディ色/スプリング色で表示。
●イニシャル調整工具：別売りのリングスパナセット（47258）を使用。
●純正サイドスタンド、センタースタンド対応品。
●旧品との違いはイニシャル調整ナットのサイズ変更と注意シールの色変更（黒→銀）です。
※全長が純正より長いためシート高が上がり、足付き性が若干悪くなりますのでご注意ください。

GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティン
グ。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベース
を使用します。
●SR1163（95607）の代替品です。
●全年式対応になりました。

ハーレーのための効力とコントロール性を
バランス良く調整した車種専用パッド。
●1キャリパー分
※�適合リスト内のWFは、フロントダブルディスク車のた
め2セット必要となります。

メッキボディ/レッドスプリング

SR1190

メッキボディ/メッキスプリング

H-Dパッド

16990 ¥9,350(¥8,500)

23946 ¥9,790(¥8,900)

23134 ¥5,390(¥4,900)

16989 ¥9,350(¥8,500)

■アドレスV125（'05〜'13）〈K5/6/7/9、L3、L0/1/3〉

■PCX125（'10〜'21）　■PCX150（'12〜'20）

■PCX160（'21）　■PCX HYBRID（'18〜'19）

■PCX e:HEV（'21）

0.5h

26206 ¥1,320(¥1,200)

■ダイナ ファミリー

■ソフテイル ファミリー

車種名 型式 年式 タイプ
ダイナ スイッチバック FLD '12～'15 F
ダイナ スーパーグライド カスタム FXDC '12～'14 F
ダイナ ストリートボブ FXDB/FXDBP '12～'17 F
ダイナ ストリートボブ リミテッド FXDBB '15 F
ダイナ ファットボブ FXDF '12～’17 WF
ダイナ ローライダー FXDL/FXDLS '12～’17 F
ダイナ ワイドグライド FXDWG '12～'17 F

車種名 型式 年式 タイプ
ソフテイル スタンダード FXST '11～'14 F
ソフテイル スリム FLS '13～'14 F
ソフテイル デラックス FLSTN '11～'14 F
ソフテイル ブラックライン FXS '12～'13 F
ソフテイル ロッカー カスタム FXCWC '11 F
ファットボーイ スペシャル FLSTFB '11～'14 F
ファットボーイ ロー FLSTFB '11～'14 F
ブレイクアウト FXSB '14 F
ヘリテイジ ソフテイル クラシック FLSTC '11～'14 F

90.3 7.9

62
.0

90.3 7.9

62
.0

16989 16990

（mm）

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。詳しい内容に関しましては、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。

仕様変更のお知らせ
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10月号ラブレターにて掲載いたしました、NANGAオーロラ
ジャケット�カーキ（24131、24132、24138、24139）の胸元のNANGAロゴ
色を変更させていただくことになりました。
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。

■旧 ■新


