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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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

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2022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。

対応機種

Android
Xperia/AQUOS/Galaxy

/Huawei/arrows

対応機種

i Phone
13/13Pro/13ProMax/mini
12シリーズ以前のモデルも装着可能

自在調節 簡単ロック 工具付属振動軽減

抜群の操作性・横ボタンスマホ対応

独自のロック機構でサイドウイングをガッチリ
ロック。ロックレバーを大型化したことで操作
性がアップ。

車種や取付位置をはじめ、スマート
フォンホルダーの幅広い使用環境
が想定されることから、様々な条件
下でのテストを行ないデータの蓄
積をすることで、より価値の高い商
品の提供を目指しました。

初めにサイズを確認・調節しておけばスマート
フォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ
爪仕様なのでセンター横ボタンタイプのス
マートフォンにも対応。

医療機器などの輸送に実績がある振動軽減
素材「engelook™」を採用。バイク特有の振
動からカメラを効果的に守ります。

スマートフォンホルダー3に別売品のバイブ
レーションコントロールデバイスを追加する
のに比べ、20mm高さを抑えました。

安心・安全のロック機構

高さを抑えた振動軽減ユニット一体型振動軽減ユニット"バイブレーションコントロールデバイス"

試作品自社基準テスト結果 自社振動試験機でのテスト

適度な柔軟性と高いエネルギー吸収性、耐久
性を併せ持つ新素材。

スマートフォンを装着した状態で工具を使用
せず360°回転が可能です。

工具不要でボディ回転可能

ハンドル径

クイックタイプ

■取り付けタイプ
リジッドタイプ

φ φ～
ハンドル径

φ φ～
ハンドル径

■取り付けタイプ

工具不要で簡単脱着ボルト留めでしっかり固定

バイクからの振動特性
カメラに悪影響をおよぼす

高周波数帯

最大85%減

最大40%減

非装着時
装着時

振動の強さ

周波数

スマートフォンホルダー3と振動軽減ユニットが合体！！

[ ス マ ートフォンホ ル ダ ー 3 プ ラ ス ］

スマートフォンホルダー3+
Smart Phone Holder 3 plus for Motorcycle 4月下旬発売

IH-2000

25077 ¥9,130(¥8,300)

IH-2100

25103 ¥9,130(¥8,300)

特許出願中

意匠登録出願中

■バイブレーションコントロールデバイス

■スマートフォンホルダー3
意匠登録 No.D1683337
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

重量（ベース込み）：4.0kg　
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。

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

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）

■ iPhone ■ iPhone

B42NB

13 13

13 Pro 13 Pro

13 Pro Max 13 Pro Max

13 mini 13 mini

22148 ¥26,400(¥24,000)

26207 ¥13,750(¥12,500) 28217 ¥4,620(¥4,200)

26208 ¥13,750(¥12,500) 28215 ¥4,620(¥4,200)

26209 ¥13,750(¥12,500) 28219 ¥4,620(¥4,200)

26210 ¥13,750(¥12,500) 28228 ¥4,620(¥4,200)

B42
B42N ANTARTICAのブラックバージョンが入荷しました。

P.468

P.357～358SP CONNECT
SP CONNECT 4月下旬発売

SP MOTO BUNDLE　モトバンドル

◆ スマホケースタイプ

● モトマウントプロ、フォンケース、ウェザーカバーのセット

構成部品
● スマートフォンケース×1　● ウェザーカバー×1
● モトマウントプロ×1　● アタッチメント3種×1
● シリコンバンド×1

SP PHONE CASE　フォンケース

◆ スマホケースタイプ

スタイリッシュで機能的なデザイン。3層構造の究極のスマホケース。
ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。取り付けはスマートフォンをはめ込
むだけなので簡単です。

構成部品
● スマートフォンケース×1
● スタンドツール×1
● シリコンバンド×1

iPhone13用取り扱い開始！

※スマートフォンは付属しません。

フォンケース ウェザーカバー

モトマウントプロ

パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。取り付
けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。航空機に使用されるアルミ
合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SP CONNECT独自の振動減衰シス
テム（※1）を採用しています。付属のアタッチメント（φ22.2／25.4／28.6／31.7mm）
で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
●両面テープ貼り付けマウント、GoProマウント用アダプター、スタンドツール、シリコンバンド、六角レンチ付属。
※1  振動減衰システムは、バイクからの微細な振動を軽減させますが、スマートフォンのカメラを保護するための
機能ではありません。

※ オートバイ固有の振動によるスマートフォンへのダメージをさらに軽減させるため、アンチバイブレーションモ
ジュール（19143/24024）の同時装着を推奨します。

iPhone用
※スマートフォンは付属しません。

26207：構成部品

28217：構成部品
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

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。

HBS-007 ミドルブーツ
HBS-007 Middle Boots 3月下旬発売

発売中

¥18,480(¥16,800)
こだわり抜いた上質でしなやかなフルグレインレザーを使用しているので、履き込むほど足へ馴染み、自分好みのエイジングが楽しめます。「いかにもバイク用」という見た
目ではなく、シフトパッドやくるぶしパッドは内側に内蔵。バイクを下りてアーバンシーンにもマッチします。
ソールは違和感の無い厚底で足つき性がよく、土踏まず部には滑り止めを付けることで安定したライディングが楽しめます。ミドル丈の高さによって、程よいホールド感が
得られます。着用感や見た目にこだわった、ミドルカット専用の新規足形設計。ワイズ2E相当。
●素材：アッパー部分：牛革（フルグレインレザー）/内装：ポリエステル/ソール部分：合成ラバー
※ 防水機能はありません。
※23.5 ～ 24.5 はレディースサイズです。

サイズ：23.5～28.0（cm）

品番リスト 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0

ブラック 26290 26291 26301 26305 26316 26326 26328 26329 26330

ブラウン 26331 26332 26333 26334 26335 26336 26337 26338 26348

シフトパッド内蔵 くるぶしパッド 滑り止め加工 ファスナーカバー サイドジップタイプ 裏地付き

〈ブラック〉

（cm）

〈ブラウン〉

上質なフルグレインレザー
ミドルカットブーツ登場

●本体サイズ：約H680×W530×D490（mm）
●収納サイズ：約H125×W370×D120（mm）
●座面の高さ：360mm　
●重量：約1100g　
●静止耐荷重：120kg　
●付属品：収納袋

軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア
をリニューアル。大型のスマートフォンや500ｍℓペットボトルなどが入る
サイドポケットを追加しました。また、収納袋に追加したコンプレッション
ベルトを利用することで、シートバッグやキャリアにベルト留めすることが
可能になりました。

構成部品 使用例

サイドポケットを追加して、より便利に。

アウトドアチェア
Outdoor Chair

®

■コンパクトアウトドアチェア

オフホワイト 27803 ¥6,050(¥5,500)

ソールの土踏まず部に滑り止めを付ける
ことで、より安定したライディングが可能。

脱ぎ履きしやすいサイドジップタイプ。

耐久性に優れ、美しい質感のフルグレイ
ンレザーを使用。

シフトパッドはつま先に内蔵。
※左足のみ
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

PROGRIP®3205 マグネットゴーグル

PROGRIP®3201 レースラインゴーグル

PROGRIP® 3205 Magnet Goggles  

PROGRIP® 3201 Race Line Goggle

®

®

PROGRIP®ゴーグル2022NEW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番
（21104/21106/21114）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。

●クリアーレンズ。　●ティアオフ対応。　●アンチスクラッチ（傷付防止加工）。

25550

29352

29347

29424

29423

25550

29352

29347

29424

29423

25547 25547

25548 25548

使用例 レンズ簡単脱着

発売中

発売中

P.604

P.605

178 ブラック/シルバー

グリーン

ホワイト

181 ブラック/ブルー

イエロー

185 ブラック/レッド

ブルー

25547 ¥13,200(¥12,000)

29352 ¥5,390(¥4,900)

29347 ¥5,390(¥4,900)

25548 ¥13,200(¥12,000)

29423 ¥5,390(¥4,900)

25550 ¥13,200(¥12,000)

29424 ¥5,390(¥4,900)
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

COMP
0.5h

COMP
0.5h

RCM concept DAYTONACOZY™シート（COMP）

DAYTONACOZY™シート（COMP）

RCM Concept DAYTONACOZY™ Seat (Complete)

DAYTONACOZY™ Seat (Complete)

■Z900RS（'18～'21）　■Z900RS CAFE（'18～'21）

■Z900RS（'18～'21）　■Z900RS CAFE（'18～'21）

4月上旬発売

4月上旬発売

デイトナ×サンクチュアリー
コラボレーションモデル

足つき性向上と乗り心地を両立

フロントサイド部をカットし、座面を－15mmしたローダウンシート。一体成型の専用ウレ
タンで足つき性の向上と乗り心地を確保。往年の名車Z1000Rルックのパターンを採用
し、Z900RSのフォルムに合わせるようにアレンジ。取り付けに必要な金具、ダンパー類
はすべて組み込み済。純正車載工具取付可能です。
●専用PP製ベース付きのコンプリートシート 
●ライダー側約－15mm
●タンデム側純正同等。エッジを強調したフォルムです。
●取付金具、ダンパー組み込み済
●純正車載工具取付可能
※ 防水処理をしていますが完全防水ではありません。雨天走行後等はシートレザーの縫製部より水が染み込む場
合があります。
※タンデムシートベルトは付属しません。当社グラブバーまたはアシストグリップの同時装着が必要です。
※純正外装類専用です。社外外装パーツとの組み合わせでは取り付けできない場合がございます。

シートベース付き

シートベース付き

COMP

COMP

ディンプルメッシュ

メッシュ

24329 ¥58,300(¥53,000)

24316 ¥56,100(¥51,000)

collaboration×

P.275

™

™

ＡＣサンクチュアリー完全監修。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルム。
同社のリアルコンプリートマシン「ＲＣＭ」へも搭載されるCOZYシートです。
●専用PP製ベース付きのコンプリートシート 
●ライダー側約－15mm
●タンデム側純正同等。エッジを強調したフォルムです。
●取付金具、ダンパー組み込み済
●純正車載工具取付可能
※ 防水処理をしていますが完全防水ではありません。雨天走行後等はシートレザーの縫製部より水が染み込む場
合があります。
※タンデムシートベルトは付属しません。当社グラブバーまたはアシストグリップの同時装着が必要です。
※純正外装類専用です。社外外装パーツとの組み合わせでは取り付けできない場合がございます。

◆ノーマル比：フロント約15ｍｍダウン、リア純正同等

◆ノーマル比：フロント約15ｍｍダウン、リア純正同等

"RCMコンセプト COZYシート"は、
シートの形状やレザーのデザインなど

細部までサンクチュアリーのこだわりを取り入れた
「RCM」の名にふさわしい特別なシートです。

快適ツーリング推奨品！
素材、スタイル、性能どれをとってもCOZYシート！

乗り心地を考えた快適性

操安性の向上で乗りやすく

一体成型のスーパーウレタンの
硬さ、弾力性がライダーの体重を
シート全体で受け止めることで長
時間座っていても疲れない。

着座部分は地面に対して水平に近い設計。
適度なシートダウン量などにより、操縦性＆
安定性を向上。

試作品

試作品
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

スポーツバイクに振分け型サイドバッグを装着した際の安定性を高める補助サポート
バー。走行中の巻き込み防止等、危険を解消。すっきりしたデザインでバッグ非装着で
も、目立たないバータイプ。
●左右1セット　
●マットブラック塗装　
●サドルバッグ DH-725(98655)のみ装着可能。
※ 本製品は、アシストグリップとして使用はできません。
破損する恐れがあります。
※ HB DH-725(98655)以外の商品は装着できませ
ん。マフラー等に干渉する恐れがあります。
※ 社外フェンダーレスキットとの同時装着はできません。

待望のモンキー125専用タコメーターキット。収まりの良いφ48。

スマホのフィルム感覚。

トップケースのベースプレートを取り付けやすく改良しました。

φ48/9000rpm表示 27813 ¥20,350(¥18,500)

98521 ¥2,420(¥2,200)

24479 ¥13,750(¥12,500)

27936 ¥19,250(¥17,500)

■Rebel1100/DCT（'21）〈SC83〉

■CBR400R（'19～'22）〈SC83〉

■Rebel1100/DCT（'21）〈SC83〉

最大
積載重量

7kg

モンキー125の純正スピードメーターにマッチする
VELONAφ48タコメーターキット。メーターステーやハーネスなど取り付けに必要な
物が全て揃っているので、ボルトオン装着可能です。メーターは常用回転域で見やすい
9000rpm表示。メーターステーは振動対策のためラバーマウントを採用しています。
●ブラックボディ/ブラックパネル　●バックライトカラー3色切り替え可能（白、青、橙）
●オープニング機能付き　●9000rpm表示（針、液晶共）
※振動対策のため針の反応速度は遅めになっています。
※当社エアロバイザー、ブラストバリアー/Xは接触するため同時装着不可。
※9000rpm以上の回転数は表示できません。

砂ぼこりや、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護するフィルムです。
取り付けに便利なクリーニングキットと、ヘラが付属しています。
●メーター部とインジケーター部のセット。
●失敗しても安心な2セット入り。
●TPUクリアーフィルム

タンデムシートと荷台の上面がフラットな
ので、大きな荷物も安全に積載できます。
●積載部分寸法：長さ310×幅314（mm）
●スチール製マットブラック塗装仕上げ
●パイプ径15.9mm
● リバーシブルバックレストが同時装着可能。（リバーシブルバックレストはライダー用とタンデム用のどちらのポ
ジションも取付可能）
● サドルバッグサポートを同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット（97065）が必要です。左
右にサドルバッグサポートを取り付けの場合は2個必要となります。

■モンキー125（'17～'22）〈JB02〉

装着例

VELONA™ タコメーターキット φ48
VELONA™ Tachometer Kit φ48

3色
LED照明

ブラックリム

ブラックボディ

最高値
メモリー
機能

デジタル
電圧計

シフトUP
ワーニング
ランプ

3月中旬発売

P.197、862

メータープロテクションフィルム

サイドバッグサポートセット

グラブバーキャリア

Protection Film for Genuine Meters

Side Bag Support Set

Grab Bar Carrier

4月中旬発売

3月下旬発売

3月中旬発売

0.5h

0.5h

1.0h

装着例

装着例

P.437、958
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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2022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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

補修部品

赤パッド リークリペア
RED PAD Leak Repair3月中旬発売 発売中

ゴールデンに続いて赤パッドも登場！ 増量して再登場！
パーマテックス製の
スプレータイプ補修シール材！

27380 ¥4,400(¥4,000) 26823 ¥5,500(¥5,000)

スプレーするだけで高耐久樹脂被膜を形成し、軽度のオイル
漏れを防ぎます。ツーリングやレース等での急なトラブルにも
対応可能。耐熱温度：－53℃～148℃
※高温部（シリンダーヘッドガスケット、エキゾーストパイプ等）には使用不可。
※クラックや摩耗による損傷が大きい箇所の使用不可。
※ガソリンが触れる箇所の使用不可。

340mℓ

P.743

85.2 7.2

44
.5

74.4 7.1

41
.1

車種名 年式 タイプ
■C125スーパーカブ '19～'22 F
■Z125PRO '16～'20 F

アルミビレットバーエンド用補修パーツ
Repair Parts for Aluminum Billet Handle-Bar End 発売中・95905は4月上旬発売

BULLETタイプ（98369～98374）
カナードタイプ（99920～99925）
エアロタイプ（99914～99919） 

汎用ハンドル/SUZUKI車（99951～99956） YAMAHA車 M16タイプ（17259～17264）

ラウンドプラグタイプ（99969～99974）
スピンナータイプ（99975～99980）

サーフェスタイプ（99981～99986）

YAMAHA車 M6タイプ（17271～17276） KAWASAKI車 M6タイプ（17277～17282）

KAWASAKI車 M8（17265～17270） KAWASAKI車 M17（17253～17258）

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。

●16

●❺
●❻

●10

●13

●11

●14

●12

●15

●17

●❸ ●❹

●❼

●❽

●❾

●●18

16フィッティングラバーセット
26107 ¥770(¥700)

❽ インナーウエイト 
（KAWASAKI-M8用）26201 ¥2,530(¥2,300)

17フィッティングマウントセット
26129 ¥770(¥700)

18フィッティングマウントセット B
26287 ¥770(¥700)

10 ヘビーウエイトアウター（M6用）レッド
11 ヘビーウエイトアウター（M6用）ブルー
12 ヘビーウエイトアウター（M6用） 
シャンパンゴールド

13 ヘビーウエイトアウター（M6用）グリーン
14 ヘビーウエイトアウター（M6用）シルバー
15 ヘビーウエイトアウター（M6用）ブラック

10 ヘビーウエイトアウター（M8用）レッド
11 ヘビーウエイトアウター（M8用）ブルー
12 ヘビーウエイトアウター（M8用） 
シャンパンゴールド

13 ヘビーウエイトアウター（M8用）グリーン
14 ヘビーウエイトアウター（M8用）シルバー
15 ヘビーウエイトアウター（M8用）ブラック

17219 ¥1,760(¥1,600)

17220 ¥1,760(¥1,600)

17221 ¥1,760(¥1,600)

17222 ¥1,760(¥1,600)

17223 ¥1,760(¥1,600)

17224 ¥1,760(¥1,600)

26160 ¥1,760(¥1,600)

26161 ¥1,760(¥1,600)

26162 ¥1,760(¥1,600)

26163 ¥1,760(¥1,600)

26164 ¥1,760(¥1,600)

26165 ¥1,760(¥1,600)

■ M6タイプ

■ アルミビレッドバーエンド用

■ ヘビーウエイトアウター

■ M8タイプ

HONDA車 M6（99832～99837）

●❶

●❷ ●❷ ●❷

❶フィッティング（HONDA-M6用）

❷ インナーウエイト（HONDA/YAMAHA/
KAWASAKI-M6用）

❸フィッティング（YAMAHA-M6用）

❷ インナーウエイト（HONDA/YAMAHA/
KAWASAKI-M6用）

❹ フィッティング（KAWASAKI-M6用）

❷ インナーウエイト（HONDA/YAMAHA/
KAWASAKI-M6用）

❺ フィッティング（ヘビーウエイトM8 
汎用）

❻ インナーウエイト（M8汎用）

❼ フィッティング M16 アダプター
（YAMAHA-M16用）
❽ インナーウエイト（KAWASAKI-M8
用）

❾ フィッティング M17 アダプター
（KAWASAKI-M17用）
❽インナーウエイト（KAWASAKI-M8
用）

26184 ¥880(¥800)

26199 ¥2,530(¥2,300)

97047 ¥770(¥700)

26199 ¥2,530(¥2,300)

97433 ¥770(¥700)

26199 ¥2,530(¥2,300)

26154 ¥1,320(¥1,200)

26200 ¥2,310(¥2,100)

95905 ¥770(¥700)

26201 ¥2,530(¥2,300)

26190 ¥770(¥700)

26201 ¥2,530(¥2,300)

（mm）
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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2022カタログ掲載頁。

2022 March3

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2022カタログ掲載頁。
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2022年3月営業日カレンダー
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24
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金
4
11
18
25
1

土
5
12
19
26
2

赤字は、休日とさせていただきます。

GIVI 仕様変更のご案内
この度、GIVI2ボタンタイプの一部商品におきま
して、GIVI社の仕様変更によりプッシュボタンの
デザインが随時変更となりますのでご案内いたし
ます。詳細に関しましては、右記をご参照ください
ますようお願い申し上げます。ご迷惑をおかけい
たしますが何卒、宜しくお願い申し上げます。

品番変更および価格変更のお知らせ

ラブレター2021年12月号「価格改定のお知らせ」に関するお詫びと訂正のお願い

平素より格別なお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。この度、一部商品につきまして品番変更および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。

平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
ラブレター2021年12月号の添付資料でご案内致しました「2022年1月28日の価格改定商品」において、下記商品の掲載漏れおよび価格の誤りがございました。深くお詫び
すると共に、以下の通り訂正させていただきます。なお、該当商品の価格改定は2月1日（火）18時00分受注分より、実施させていただいております。お客様並びにお得意先の
みなさまには大変ご迷惑をおかけすること、重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

商品名 旧商品番号/標準価格

アルミステップ（エンド非貫通タイプ） スリムタイプ/クリアー 72664 ¥4,180(¥3,800)

アルミステップ（エンド非貫通タイプ） ファットタイプ/クリアー 72665 ¥4,180(¥3,800)

新商品番号/
標準価格 JANコード

25811 ¥6,600(¥6,000)

25810 ¥7,700(¥7,000)

■仕様変更に伴う品番変更および価格変更

【掲載が漏れていた商品】

【「2022年1月28日の価格改定商品リスト」の新価格に誤りがあった商品】

変更前
上ボタン（レッド）、下ボタン（レッド）

変更前
上ボタン（ブラック）、下ボタン（ブラック）

変更後
上ボタン（ブラック）、下ボタン（クローム）

95342 ¥33,550(¥30,500)

95339 ¥22,550(¥20,500)

18873 ¥25,300(¥23,000)

97066 ¥17,050(¥15,500)

16965 ¥17,600(¥16,000)

17449 ¥12,100(¥11,000)

90596 ¥12,100(¥11,000)

E43シリーズ(ストップランプ無し) E43NTL-ADV 未塗装ブラック
E43シリーズ(ストップランプ無し) E43NTL 未塗装ブラック
B42N ANTARTICAシリーズ(ストップランプ無し) B42N 未塗装ブラック
B32N BOLDシリーズ（ストップランプ無し）B32N BOLD 未塗装ブラック
B32N BOLDシリーズ（ストップランプ無し）B32NB グロッシーブラック（パネル
E260シリーズ (ストップランプ無し）E260NX 未塗装ブラック（スモークレンズ）
E250 WILDCATシリーズ (ストップランプ無し）E250N2 TECH未塗装ブラック

アクセスはこちら

●2022年2月1日（火）18時00分受注分より実施

2021カタログ
掲載ページ 品番 商品名 旧価格 新価格 新価格

（税込み） JANコード

P331 21061 SOD-320アミカス ￥4,800 ￥5,000 ￥5,500 4909449574713
P331 21062 SOD-320CC アミカスクッカーコンボ ￥6,300 ￥6,818 ￥7,500 4909449574850
P332 21070 ST-630フィールドホッパー ￥4,800 ￥5,273 ￥5,801 4909449574881

2021カタログ
掲載ページ 品番 商品名 誤：新価格

（税抜き）
誤：新価格
（税込み）

正：新価格
（税抜き）

正：新価格
（税込み） JANコード

P332 21065 ST-3104 アシストレバー ￥528 ￥581 ￥527 ￥580 4909449574737
※価格改定後も、商品番号、JAN コードに変更はございません。
※価格変更日以前にご注文いただき、バックオーダーなど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。

新商品情報をはじめ、ブログや動画などデイトナ発の情報を随時更新中の「デイトナウ」！



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 3月号 共通化情報 400X

共通化情報 400X（2022年モデル）

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

2セット使用。
赤パッド® 79803 ¥4,400 441213

ハイパーシンタードパッド 72460 ¥5,170 370780

ハイパーパッド 37536 ¥3,300 172360

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
角型マスターシリンダー
キャップ

HONDA-A 
全4色 98270等 ¥5,390 各種 フロントブレーキ側

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ
M6タイプ用
全4色

93911等 ¥6,380 

各種アルミビレット
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
全6色 99832等 ¥6,930 

エンジンプロテクター 79921 ¥9,460 447758

パイプエンジンガード 99096 ¥36,300 545225

リアローダウンリンクロッド 99328 ¥5,500 538913 約15mmダウン

PREMIUM ZONE ステップ PZR-01 96557 ¥18,480 513873 ライダー側。可倒の範囲が純正ステップよりも制限されます。

マルチステップ HONDA 60618 ¥15,400 265482 可倒の範囲が純正ステップよりも制限されます。

φ13パイプ用
変換クランプスペーサー

幅：18mm
外径：φ22.2相当 90599 ¥825 516034 ウインドスクリーン部のφ13パイプを外径φ22.2に変換する

ことができます。

マルチバーホルダーUSB電源
5V2.1A【TypeA】

マスターシリンダー
クランプタイプ
ショート

93380 ¥5,280 483206

ハンドルポスト
クランプタイプ 93386等 ¥5,280 各種

ミラークランプタイプ 94497 ¥5,060 492635

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 77434等 ¥2,310 各種

マスターシリンダークランプ
フラットタイプ 92802等 各種

ミラークランプタイプ 78030等 ¥1,980 
各種

ハンドルポストクランプタイプ 77436等 ¥2,310 

マルチウィングキャリア™ 99419 ¥19,250 539637 最大積載重量：5kg

GIVI®フィッティング
1121FZ 79980 ¥18,700 448793

モノキーベースM5（90140）同時装着でモノキーケースが取
付可能。モノロックベースM5M（90110）同時装着でモノロッ
クケース（B27、E250、E230以外）が取付可能。

PLO1171CAM 15617 ¥38,500 551882 取付キット（17772）同時装着でOBKシリーズが取付可能。

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™ カートリッジ式 67926 ¥1,650 333976

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

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm M12 96709 ¥143 511732 表裏なし。1枚入り。
他：3枚入り（96731）、10枚入り（96736）

厚さ1.7mm M12 95395 ¥407 501214 表裏なし。3枚入り。
他：10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 099414 表裏なし。1枚入り。
他：25枚入り（24234）、50枚入り（24235）

Oリング フィラーキャップパッキン 17617 ¥264 563106

メーカー HONDA

車種名 400X

型式 /フレームNO NC56

※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 400X（2022年モデル）

ラブレター2022 3月号 共通化情報 400X

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×P2.5
全3色 91890等 ¥4,950 

各種
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
全6色 98399等 ¥1,760 

オイルフィラーキャップ M20×P2.5
全5色 68435等 ¥1,870 

ブラックカバー 
ウォータレジスタント ライト

LLサイズ 97942 ¥13,200 524961
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。トップBOX装着車用

LLサイズ 97949 ¥14,850 524992

ブラックカバー
アドベンチャー系専用 サイドBOX装着タイプ 16818 ¥18,150 554746

他：BOX未装着タイプ（16816/¥17,600）、トップBOX
装着タイプ（16817/¥18,700）、トリプルBOX装着タイプ
（16819/¥19,800）
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。

バイクカバー SIMPLE 3Lサイズ / ブラック 98204 ¥8,800 524299
他：シルバー（97963/¥8,800）
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 ラージ 22144 ¥6,270 578032

ストロンガーU字ロック W154×H160mm 79016 ¥4,290 434390

ヘルメットホルダー
車種専用 92641 ¥3,960 535264

ミラーM10
クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517

※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2022 3月号 共通化情報 400X ラブレター2022 3月号 共通化情報 CBR400R

共通化情報 CBR400R（2022年モデル）

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

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
角型マスターシリンダー
キャップ

HONDA-A
全4色 98270等 ¥5,390 各種 フロントブレーキ側

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ
M6タイプ用
全4色

93911等 ¥6,380 各種 半月段付きカラー各1枚使用。

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
全6色

99832等 ¥6,930 各種 半月段付きカラー各1枚使用。

PROGRIP®
長さ125mm

98043等
各種 エンド貫通モデルが取付可能。

GRIPPY GRIP™ 97467等

ハイビジカウルミラー™ カウリング 16934等 ¥9,900 各種

ウインカーホルダープレート HONDA 97238 ¥2,420 521557 リアのみ使用可。

リアウインカーブラケット
（M8用） 23289 ¥2,310 581711

フェンダーレスEDGE™ 25802 ¥17,380 585597

リアローダウンリンクロッド 99328 ¥5,500 538913 約10mmダウン

PREMIUM ZONE
ステップ

PZR-01 96557 ¥18,480 513873 ライダー側

PZP-04 96574 ¥18,480 514016 パッセンジャー側

フューエルキャップパッド
（ポッティングタイプ）

HONDA2
全2色 97915等 各種

マルチバーUSB電源 Type-C
ステムクランプタイプ 17670等 ¥5,280 各種 マウントキット（95443）が別途必要です。

マスターシリンダークランプ
ショート 17674 ¥5,500 565063

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 92802等 各種

ステムクランプタイプ 78411等 ¥2,200 各種 マウントキット（95443）が別途必要です。

車種別マルチバーホルダー 17865等 ¥6,270 各種

マルチウイングキャリア™ 99116 ¥21,780 535509 最大積載重量：4kg
車種別ヘルメットホルダー（92641）と同時装着不可。

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の取り付けが可能。

DH-745（LLサイズ）は不可。

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の取り付けが可能。

DH-734（LLサイズ）は不可。

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の取り付けが可能。

DH-724（LLサイズ）は不可。

HenlyBegins®シートバッグ DH-747 19437 ¥11,000 572948 DH-747以外にも、DH-708、723などイージーリングベルト
採用モデルすべて取付可能。

HenlyBegins®サイドバッグ DH-725 98655 ¥18,700 533642 サイドバックサポートセット（24479）同時装着必須。

サイドバックサポートセット 24479 ¥13,750 590058 3月下旬発売。
HenlyBeginns® サイドバッグ（98655）のみ取付可能。

GIVI®タンクロックバッグ 97515等 各種 推奨容量：5ℓ
取り付けには、アタッチメント（97507）が別途必要です。

GIVI®タンクロック アタッチメント BF28 97507 ¥3,960 518960 タンクロックバッグを取り付けるためのアタッチメントです。

GIVI®シートロックバッグ ST610 25221 ¥25,300 582497 4月下旬入庫予定。

GIVI®タンクロック用
シートアタッチメント S430 17874 ¥6,600 564929 シートロックバッグを取り付けるためのアタッチメントです。

底が平らなタンクロックバッグの装着も可能。

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™ カートリッジ式 67926 ¥1,650 333976

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

メーカー HONDA

車種名 CBR400R

型式 /フレームNO NC56

※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。
※＊：在庫がなくなり次第廃番となります。

※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

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm M12 96709 ¥143 511732 表裏なし。1枚入り。
他：3枚入り（96731）、10枚入り（96736）

厚さ1.7mm M12 95395 ¥407 501214 表裏なし。3枚入り。
他：10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 099414 表裏なし。1枚入り。
他：25枚入り（24234）、50枚入り（24235）

Oリング フィラーキャップパッキン 17617 ¥264 563106

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ

M20×P2.5
全3色 91890等 ¥4,950 

各種
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
全5色 98400等 ¥1,760 

オイルフィラーキャップ M20×P2.5
全5色 68435等 ¥1,870 

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 ¥13,200 524954 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。

バイクカバー SIMPLE Lサイズ / ブラック 98202 ¥7,700 524220
他：シルバー（97961/¥7,700）
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 ミディアム 22133 ¥5,225 578025

ストロンガーU字ロック
W154×H160mm 79016 ¥4,290 434390 フロント

W154×H220mm 79017 ¥4,400 434406 リア

ヘルメットホルダー 車種専用 92641 ¥3,960 535264

フロントスタンドⅡ 22152 ¥12,100 577820 φ22のステムアダプターを使用。

リアスタンド
アジャスタブルⅡ 21096 ¥10,780 576724 L型アタッチメントを使用。

共通化情報 CBR400R（2022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。

ラブレター2022 3月号 共通化情報 CBR400R



（株）デイトナ 二輪事業部

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セット使用。
赤パッド® 79812 ¥4,400 441305

ハイパーシンタードパッド 72431 ¥5,170 370889 

ハイパーパッド 20106 ¥3,300 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 

ハイパーシンタードパッド 72439 ¥5,170 370964 

ハイパーパッド 78141 ¥3,300 425510 

PREMIUM ZONE
マスターシリンダー
タンクキャップ

φ59 / 全3色 92727等
¥4,950 

各種

フロントブレーキ側

φ42 / 全4色 92732等 リアブレーキ側

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ
M6タイプ用
全４色

93911等 ¥6,380 半月段付きカラー各1枚使用。
段のついていない面をハンドル側にして装着してください。

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
全6色 99832等 ¥6,930 段なしスペーサーを各1枚使用。

PROGRIP®
711 OE-RA RACE 
エクストリーム

ショート / ブラック 99204 ¥2,640 535158 

GRIPPY GRIP™ φ22.2ハンドル用 99261等 各種 全長120mmを使用。

HIGHSIDER®
バーエンドミラー 96692等 各種

HIGHSIDER®
バーエンドミラーアダプター

YAMAHA2
ブラック 96703 ¥3,080 512203 

ウインカープレートホルダー YAMAHA/KAWASAKI 97420 ¥2,420 521502 リアのみ使用可。

リアウインカーブラケット（M8用）
23289 ¥2,310 581711 

サービスホール付き 23290 ¥3,850 581841 

PREMIUM ZOME
ナンバーホルダーセット 全10色 91945等 ¥1,210 各種

エンジンプロテクター 92266 ¥10,230 464915 

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644 

本体取付けには、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（77434等）とバイク用スマートフォンホルダー
（92601等）とデイトナレーダー用サイドフック（95202）
が別途必要です。
また電源取り出しには、USBポート（99502等）、もしくは専
用12V電源ケーブル（21501）が別途必要です。

MOTO GPS LASER 専用
12V 電源ケーブル 21501 ¥3,850 580967 MOTO GPS LASERを使用するために必要なケーブルです。

バイク用ドライブレコーダー
「MiVue®」

M760D 17100 ¥32,780 558331 フロントカメラ：ヘッドライト下に取付。
リアカメラ：テールカウル上、またはステー（19254、
20053）を使用して取付。

M777D 17101 ¥28,380 558348 

Mivue®M760D/M777D用
ステー

リアステー 19254 ¥1,650 570593 
リアステーのみ使用可。

リアナンバーステー 20053 ¥1,980 573778 

フューエルキャップパッド
（ポッティングタイプ）

YAMAHA1
カーボン調 97341 ¥1,870 528976 

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 77434等 ¥2,310 各種

メーカー ＹＡＭＡＨＡ

車種名 YZF-R7

型式 /フレームNO BEB8/RM39J/M419E

※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抜き価格です。

共通化情報 YZF-R7（2022年モデル）

ラブレター2022 3月号 共通化情報 YZF-R7ラブレター2022 3月号 共通化情報 CBR400R



（株）デイトナ 二輪事業部

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

車種別マルチバーホルダー 93866 ¥6,160 590041 バー有効長155mm
3月中旬発売。

HenlyBegins®シートバッグPRO DH-742 / Sサイズ 16929* ¥16,500 555996

HenlyBegins®
ツーリングシートバッグWR DH-732 / Sサイズ 98878* ¥20,350 548011

HenlyBegins®
ツーリングシートバッグ DH-717 / Sサイズ 96719 ¥14,850 526040

HenlyBegins®シートバッグ DH-747 19437 ¥11,000 572948 DH-747以外にも、DH-708、723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 DYTZ7S 92881 ¥9,680 467640 

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm
M14 96710 ¥154 511749 表裏なし。1枚入り。

他：3枚入り（96732）、10枚入り（96737）

厚さ1.7mm
M14 95396 ¥407 501085 表裏なし。3枚入り。

他：10枚入り（75421）

厚さ0.8mm
M14 24576 ¥132 101766 表裏なし。1枚入り。

他：25枚入り（24577）、50枚入り（24578）

Oリング フィラーキャップ
パッキン 17627 ¥275 563304 

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 ¥13,200 524954 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。

バイクカバー SIMPLE Lサイズ / ブラック 98202 ¥7,700 524220 
他：シルバー（97961/¥7,700）
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 ミディアム 22133 ¥5,225 578025 

ストロンガーU字ロック
W154×H120mm 79015 ¥4,180 434383 フロント

W154×H220mm 79017 ¥4,400 434406 リア

共通化情報 YZF-R7（2022年モデル）

ラブレター2022 3月号 共通化情報 YZF-R7

※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。
※＊：在庫がなくなり次第廃番となります。

※表示の価格は全て税抜き価格です。


