
※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。2022/6（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。2022/6（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。

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。
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赤字は、休日とさせていただきます。

人気の四角い形状の新型ボックス。B33は、コンパクトながらフルフェイスヘルメット1個やA4サイズのビジネスバッグがすっぽり入るサイズ、B45は、少し大きめでフル
フェイスヘルメットが2個入るサイズでツーリングにも。プッシュダウンクローズシステム搭載。
重量（ベース込み）…B33：3.1kg、B45：4.2kg
奥行×幅×高さ（外側）…B33：433×405×306（mm）、B45：456×567×311mm
最大積載重量3kg
プッシュダウンクローズシステム
※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。
※構造上カギの閉じ込み（インロック）ができてしまいます。十分ご注意してください。
※�商品の仕様上、上下ボタンの押し込み具合は渋め（深め）です。ケースを手でささえながらボタンを奥までしっかり押し込み、確実な操作を行なってください。

5月下旬発売
45/33ℓ ATLASシリーズ（ストップランプ無し）
45/33 Liter ATLAS Series (Without Stop Light)

未塗装ブラック

未塗装ブラック

B33NM

B45NM

28828 ¥18,700(¥17,000)

28830 ¥30,250(¥27,500)

ATL
通勤・通学最適モデル

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

28828：収納例 28830：収納例

内側最大寸法

取
手
を
含
む
最
大
寸
法

取
手
を
含
む
最
大
寸
法

内側最大寸法

■■PCX125（'21）　PCX125（'21）　
SR1190SR1190（（2394623946））+B45NM+B45NM（（2883028830））装着例装着例

■■PCX125（'21）　PCX125（'21）　
SR1190SR1190（（2394623946））+B33NM+B33NM（（2882828828））装着例装着例

28830 28828

535mm

39
0m
m

370mm

36
0m
m

「外溝」タイプの GIVI 標準キーセット一部廃番のお知らせ
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。さて、「外溝」タイプのGIVI標準キーセットの生産や輸入に目処が立たない状況が発生しております。つきまして
は、誠に恐縮ですが下記の３品番を廃番とさせていただくことと致しました。代替品には、「内溝」タイプの標準キーセットが問題無くご使用頂けます。誠に勝手ではございます
が、事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

「外溝」標準キーセット（廃番） 商品番号/標準価格

Z140キーセット外溝 赤（1セット） 36394 ¥2,310(¥2,100)

Z228セイムキー（外溝/赤）3本セット 90170 ¥6,270(¥5,700)

Z1382 セイムキー（外溝/赤）5本セット 75961 ¥10,450(¥9,500)

「内溝」標準キーセット（代替品） 商品番号/標準価格

Z1565Tキーセット内溝 赤 （1セット） 93015 ¥2,860(¥2,600)

Z180セイムキー（内溝/赤）3本セット 15177 ¥7,700(¥7,000)

Z185セイムキー（内溝/赤）5本セット 31268 （設定中）　

31
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m
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405mm
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6m
m
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m



LoveLetter9

※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。2022/6（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。2022/6（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 June6
シートバッグBASICシリーズ DH-762/DH-763/DH-764/DH-765
Seat Bag Basic Series DH-762/DH-763/DH-764/DH-765

M～LL共通機能 L～LL共通機能

両サイドオープンファスナー
バッグ上部に荷物があっても、両サイドから荷物の出し入
れが可能。

可変時の垂れ下がり防止機能
補強板を装備させることで、可変時でもバッグのバラン
スが崩れない。

長物固定ベルト（ホールドベルト）
銀ロールマットなどの長物をDカンに固定できるベルト

（2本）付属。

連結バックル（N25系）
別売シートバッグ（品番：21773 2WAYシートバッグ）装
着例。自分好みのバッグにカスタムが可能。

サイドポケットはすぐに使いたい小物入れに便利。共通固定バックル
バックルを統一することで、サイズの異なるバッグもベル
ト交換無しで固定可能。

開口部が広いので長い荷物の出し入れにストレスを感じ
ない。

ファスナーを開ければ容量アップ。急に荷物が増えても安
心。

S
M

L
LL

カタチが崩れない、だから使いやすい。
3面パワーパネル×メタルフレーム

※HenlyBegins®は、株式会社デイトナの登録商標です。

DH-762 / DH-763 / DH-764 / DH-765

BASIC
Series 拡張ポーチ 防水機能 前ズレ防止機能 連結ベルト 両サイドオープン 容量可変 サイド収納

× × × × ○ ○ ○

カタチを維持できるから、
荷物が積みやすい、取り出しやすい。

前後と底に内蔵したパワーパネルが垂れ下がりを防止。 側面に内蔵したメタルフレームが、収納しやすいスクエアな形状を維持。

パワーパネルで形が垂れない メタルフレームで形が崩れない

3面パワーパネル メタルフレーム

モーターサイクルショーで大好評のグリーンを追加！！
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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。2022/6（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。2022/6（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 June6
7月下旬発売

TOURING SEAT BAG

DH-765

最大積載重量 ： 14kg　本体重量（付属品込） ： 3.8kg
付属品 ：  固定ベルト、ショルダーベルト、長物固定ベルト、レインカバー
サイズ ：  本体サイズ・・・H300×W525〜685×D320(mm) ※サイドポケット部除く。 

ポケットサイズ・・・H205×W170×D40(mm)　ドリンクホルダーサイズ・・・H200×W70×D40(mm) 
※イージーリングベルトはお使いいただけません。

容量

53~70

収納例 ： テント、焚火台、シュラ
フ、テーブル、チェア、クッカー、
レインウエア、着替え等

レインカバー
付属

レインカバー
付属

防犯ロック
対応

防犯ロック
対応 リフレクターリフレクター ショルダーベルトショルダーベルト 容量可変容量可変 ドリンクホルダードリンクホルダー グリップグリップ

525

320

300

キャンプツーリングには安心の大容量。

TOURING SEAT BAG

DH-764

ホテル泊～テント泊まで幅広く対応。

容量

44~60

最大積載重量 ： 10kg　本体重量（付属品込） ： 3.3kg
付属品 ：  固定ベルト、ショルダーベルト、長物固定ベルト、レインカバー
サイズ ：  本体サイズ・・・H300×W410〜570×D320(mm) ※サイドポケット部除く。 

ポケットサイズ・・・H205×W170×D40(mm)　ドリンクホルダーサイズ：H200×W70×D40(mm) 
※イージーリングベルトはお使いいただけません。

収納例 ： テント、シュラフ、テー
ブル、レインウエア、ケーブル等410

320

300

TOURING SEAT BAG

DH-763
TOURING SEAT BAG

DH-762

容量

33~42
容量

20~26

最大積載重量 ： 8kg　本体重量（付属品込） ： 2.9kg
付属品 ： 固定ベルト、ショルダーベルト、レインカバー
サイズ ：  本体サイズ・・・H225×W490〜610×D275(mm) ※サイドポケット部除く。 

ポケットサイズ・・・H165×W140×D40(mm)　ドリンクホルダーサイズ・・・H200×W70×D40(mm) 
※イージーリングベルトはお使いいただけません。

収納例 ： テント、テーブル、着
替え等

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 リフレクター ショルダーベルト 容量可変 ドリンクホルダー グリップ

490

275

225

最大積載重量 ： 7kg　本体重量（付属品込） ： 2.0kg
付属品 ： 固定ベルト、ショルダーベルト、レインカバー
サイズ ：  本体サイズ・・・H200×W300〜400×D300(mm) ※サイドポケット部除く。 

ポケットサイズ・・・H140×W160×D40(mm)　ドリンクホルダーサイズ・・・H200×W70×D40(mm) 
※イージーリングベルトはお使いいただけません。

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 リフレクター ショルダーベルト 容量可変 ドリンクホルダー グリップ

収納例 ： レインウエア、着替
え、グローブ、タオル等

300

300

200

GIVIボックスに入りきらないキャンプ道具入れに。マルチに使える日帰り～1泊サイズ。

商品構成

商品構成

商品構成

商品構成

LL/グリーン

M/グリーン   

L/グリーン 

S/グリーン   

29786 ¥25,300(¥23,000)

29784 ¥19,580(¥17,800)

29785 ¥22,000(¥20,000)

29783 ¥15,950(¥14,500)

モーターサイクルショーで展示した
グリーンのサドルバッグシリーズも7月発売決定！！
シートバッグと同色でコーディネイトが可能に！！
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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。2022/6（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。2022/6（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 June6

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-008 サイドゴアブーツ
HBS-008 Chelsea Boots 7月下旬発売

97981は6月下旬発売・95823は6月上旬発売

¥9,988(¥9,080)
ゴムを織り込んだ伸縮性が高い布”ゴア”を履き口の両サイドに施すことで、シューレースがなくてもしっかりフィットするサイドゴアブーツ。かかとのタブを引きながらサイ
ドのゴムで容易に脱ぎ履きできます。アッパーレザーは、軽くて初めからすぐになじむので歩きやすい牛革を採用。中央のベルトは適度なフィット感に3段階の調節が可能。
シフトパッドやくるぶしのクッションパッド、ソールの土踏まずには滑り止め加工など、ライディングブーツとして必要な要件を満たしながら、あえてパッドは外皮の内側に装
備するなど、普段からお手軽に履けるライディング用ブーツです。
教習所での指定要項である段付きのソール、ひもなし、くるぶし以上の丈といった要件を満たします。ワイズ2E相当。
●素材：アッパー部：牛革/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 29188 29189 29190 29191 29192 29193 29194 29195 29196

シフトパッド内蔵 くるぶしパッド 滑り止め加工 裏地付き

（cm）

スポッと履けるライディングサイドゴアブーツ

外皮の内側にシフトパッド装備。 ソールステップ部に滑り止め加工。

脱ぎやすいサイドゴア。 くるぶしにはクッションパッド内蔵。

■Rebel250/500（'17〜'21）※Rebel1100は取付部形状が異なるため不可

車種別フロントウインカーキット
Front Turn Signal Kit for Model Type

97981

Rebel250/500専用設計。年式に合わせたカプラーを組み付けることでボルトオン、カプラーオンで取り付けできます。ウインカーの取り付けるア
ルミダイキャスト製のフォーククランプは配線の逃げ加工を施してあるので、スマートに取り付けできます。面発光のLEDウインカー「D-light-
SOL」付属のフルキットとお好みのウインカー（M8）を選んで取り付けできるウインカー別売の取付キットの2種類をご用意。
※別途各年式に適合するウインカーリレー（'20〜'21：17575�￥6,050（￥5,500））、（'17〜'19：94937�￥3,300（￥3,000））が必要です。

LEDウインカー「D-Light�SOL」、フロントフォークウインカーブラケット、カプラーのセット。
●ウインカーはカプラー用の端子が組付けられています。
※ポジション機能は使用できなくなります。

■D-Light SOL取付キット

■取付キット（ウインカー別売）
フロントフォークウインカーブラケット、カプラーの
セット。ウインカーは付属しません。
●取付ネジ部：M8×P1.25のウインカー専用
●ポジション付きウインカー使用可能。
※�取り付けにはウインカー配線のカシメ加工が必要になります。工具をお持
ちでない場合は取り付けできませんので整備工場にご相談ください。

95823 95823 ¥8,030(¥7,300)

97981 ¥20,900(¥19,000)

装着例 装着例 

ハイサイダーロッド・ブレット（15336）+（95823）装着例ハイサイダーロッド・ブレット（15336）+（95823）装着例

装着例 装着例 

1.0h

0.75h

ウインカー配線ウインカー配線
逃し加工逃し加工
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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。2022/6（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。2022/6（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 June6
ローダウンキット

ショートスロットルケーブルセット

フロントスタンド ミニ用

Low Down Kit

Short Throttle Cables

Front Stand for Mini

7月中旬発売

6月下旬発売

7月下旬発売

30127 ¥67,100(¥61,000)

28191 ¥5,500(¥5,000)

26286 ¥9,900(¥9,000)

ローダウンして足付き性が向上

セパハン装着時の取り回し＆操作性向上

各部寸法を見直してリニューアル。アダプターを換えるだけで、車種専用に早変わり！

ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したア
ジャスタブルリアショックとショートサイドスタンドのセットです。30mmショートのロー
ダウンスタイルから15mmショートのちょい下げまで、様々なスタイルにマッチ、専用の
ショートスタンドが付属するので安定した駐車が可能です。

■アジャスタブルリアショック本体
●調整幅（自由長）：338〜353mm�※ノーマル長：368ｍｍ
●伸側減衰調整20段（※1）
※1�伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
●スプリングプリロード無段階調整式
●シルバーボディ／ブラックスプリング

■ショートサイドスタンド
●GB350対比で約20mmショート、GB350S対比で約15mmショート。（※2）
●純正センタースタンド併用可。（※3）
※2�GB350SはGB350より約5mm短いスタンドが採用されています。
※3�純正に比べ、センタースタンドを掛けるとき重くなります。

セパハン装着時にジャストサイズのショートスロットルケーブル。低いハンドル装着時に
も使用できます。
ケーブル全長は、GB350純正比：約−60mm、GB350S純正比：約−35ｍｍ

ステアリングステムシャフト下部の穴に差し込んでリフトアップさせるフロントスタンド。
付属のアダプターを差し替えることで適応車種を広くカバー。NSFなどのカウルに干渉
しないよう各部寸法を見直すことで整備性が向上しました。
●アダプターφ18.0×1、φ16.5×1付属。
●�必ずリアスタンドを併用して作業してください。
●�12インチホイール車専用。NS-1（17インチホイール）やTZR50/R（16インチホイール）は不可。
※�組立用工具は付属しておりません。

■GB350/S（'21～'22）〈NC59〉

■GB350/S（'21～'22）〈NC59〉

■NSF100　■NSR50/80

装着例 装着例 

■NSF100：使用例 ■NSR50：使用例 

装着例 

0.5h

1.0h



※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。2022/6（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。2022/6（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。

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。
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赤字は、休日とさせていただきます。

GIVI®ハードケース車種別フィッティング

かんたん！ 電源取出しハーネス

GIVI®Application for Motorcycles

Power Supply Harness 

発売中・25599は6月上旬発売

5月下旬発売・25617、26371、26370は発売中

適合車種 装着方法
装着に必要なフィッティング類 対応�

トップケース
対応�

サイドケース 備　　考
フィッティング 指定同時装着品

■�スーパーカブ�C125�
（'18〜'21）〈JA48〉 トップのみ SR1168�

 19703 ¥17,600(¥16,000)
モノロックケース
付属汎用ベース モノロック − 最大積載重量：3kg

純正のキャリアに代えて取り付けます。

HONDA

適合車種 装着方法
装着に必要なフィッティング類 対応�

トップケース
対応�

サイドケース 備　　考
フィッティング 指定同時装着品

■�TRACER�9�GT�ABS�
（'21）〈RN70J〉

トップのみ SRA2159�
 25597 ¥37,400(¥34,000) 付属モノキーベース モノキー −

●�トップのみ�：�最大積載重量5kg
●�サイドのみ�：�PLO2159CAMは単独装着可能。
●�トップ+サイド�：�上記注釈参照。

サイドのみ PLO2159CAM�
 25599 ¥68,200(¥62,000) − − OBKN48/37

専用
トップ+
サイド 上記「トップのみ」＋「サイドのみ」の組み合わせでトップ+サイド装着可能。

YAMAHA

適合車種 年式 電源取出場所 品番/価格

●❶
■CRF250L/M '12〜'16

ヘッドライトカウル内 25617 ¥1,320(¥1,200)

シート下 29920 ¥1,760(¥1,600)

●❷ ■ADV150 '20〜'21
左フロントカウル内

26371 ¥1,595(¥1,450)
メットインバッテリー付近

●❸
■モンキー125 '22

ヘッドライトケース内 26370 ¥1,540(¥1,400)

●❷ シート下 26371 ¥1,595(¥1,450)

●❷ ■スーパーカブ110/プロ '18〜'21 フレームカバー内 26371 ¥1,595(¥1,450)

■スーパーカブ110
※プロは未確認

'18〜'21 フロントカバー内 29904 ¥1,650(¥1,500)

■車種別適合表
適合車種 年式 電源取出場所 品番/価格

●❷ ■スーパーカブ50/プロ '18〜'21 フレームカバー内 26371 ¥1,595(¥1,450)

■スーパーカブ50
※プロは未確認

'18〜'21 フロントカバー内 29904 ¥1,650(¥1,500)

■シグナスX '19〜'21 メットインボックス下 29919 ¥1,760(¥1,600)

■�Vストローム250 '18〜'21
ヘッドライトケース内 27701 ¥1,760(¥1,600)

シート下 27702 ¥1,815(¥1,650)

■�GSX-R125/�
GSX-S125 '18〜'21

フロントブレーキスイッチ 29867 ¥1,210(¥1,100)

タンデムシート下 29868 ¥1,870(¥1,700)

車種専用設計だから、カプラーONで電源が取り出し可能！！
スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネスです。カプラー結線で＋と−の配線を
取り出せ、イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源カット。分かりやす
い取説付で、初心者でも安心して取り付けできます。
●許容電力：12V/3A　
●バイク専用電源　スレンダーUSB2ポート（5V4.8A）対応　ACC取り出し線接続部：CA/CB103
※装着する電装品のスペックを必ずご確認ください。

25617●●❶ 26370●●❸26371●●❷

価格改定のお知らせ
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。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、下記商品の品番および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。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。

詳しい内容は、別紙【価格改定のお知らせ】をご参照ください。

■品番、価格、JANコードが変更となる商品

■価格のみ改定となる商品（品番、JANコードに変更ございません。）

商品名 旧商品番号/標準価格

ドラッグパイプマフラー（ステンレス製バフ仕上げ）　
■DS/DSC400（～'08）用 95026 ¥53,900(¥49,000)

新商品番号/標準価格 JANコード

30096 ¥79,200(¥72,000)

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。

アクセスはこちら

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 6月号 共通化情報 V-STROM

共通化情報 V-STROM（2021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

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

GRIPPY GRIP™ 
長さ120mm

99261等
各種 エンド貫通モデルが取付可能。

純正のバーエンド使用で純正ハンドガードが使用可能。PROGRIP® 99204等

FLATスロットルスリーブ 77387 ¥1,155 419298 ハイスロットルになります。（純正φ33、商品φ36）

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 取り付けにはミラーアダプター（99782）が別途必要です。

緩衝装置付きミラーアダプター M10正ネジ／ブラック 99782 ¥1,760 542439 緩衝装置が付属でないミラーを取り付けるために必要なアダプ
ターです。

リアウインカーブラケット（M8用） 23289 ¥2,310 581711

スクリーンオフセットブラケット キャップボルトカラー レッド 17864 ¥8,580 573365 他：キャップボルトカラー アッシュシルバー（16803）

フューエルキャップパッド
（ポッティングタイプ） SUZUKI1 カーボン調 97345 ¥1,870 535004

パイプエンジンガード

Upper 97036 ¥19,250 518045 Lower（98624）との同時装着が必要。

Lower 98624 ¥22,000 528747
単独装着可能。
※ 取り付けの時に残ってしまう連結ブラケットは、ハンドルク

ランプ用品を取り付けた際の脱落防止用ストラップホールと
して使用可能です。

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

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

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」

M760D 17100 ¥32,780 558331 フロントカメラ：カウル等に貼り付けて取付。
リアカメラ：テールランプ下に取付。
スイッチ： ステー（19249・19252）を使用して取付。 

※M760DのみM777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®M760D」
コントロールスイッチステー

ミラーM10 クランプタイプ 19249 ¥1,430 570579

スイッチを取り付けるためのステーです。クラッチホルダー 
クランプタイプ 19252 ¥1,210 570586

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644 本体：ステー（78180）を使用して取付。
受信ユニット：ステー（19249）を使用して取付。

マルチバーホルダーUSB電源
Type-C

マスターシリンダー
クランプタイプ 17674 ¥5,500 565063 右側のみ取付可能。

ミラークランプタイプ 17675 ¥5,280 565070

ハンドルポストクランプタイプ 17672等 ¥5,500 各種

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

右側のみ取付可能。
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 77436等 ¥2,310 各種

GIVI®タンクロックバッグ 25254等 各種 取り付けには、アタッチメント（95272）が別途必要です。

メーカー SUZUKI

車種名 V-STROM250（'21）

型式 /フレームNO DL250AM1/DS11A

※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 V-STROM（2021年モデル）
商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

GIVI®タンクロック アタッチメント BF01 95272 ¥2,640 499757 GIVI®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。

マルチウイングキャリア™ 96658 ¥14,850 511671 最大積載重量7kg

グラブバーキャリア 96657 ¥10,780 511701 最大積載重量7kg

サイドバッグサポートセット 16884 ¥18,700 557426

GIVI®フィッティング

SR3116 99102 ¥14,300 534816
モノロックケース装着可。ボックス取付には、ケース付属のベー
スと同時装着が必要です。
ボックス内の最大積載重量3kg以内。

PL3116 99823 ¥37,400 540121 サイドケース（ALA36・TRK35・E22）装着用。
単独装着可能。

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

スーパーオイルフィルター™ カートリッジ式  F-11 12189 ¥1,815 008850

リプレイスオイルフィルター カートリッジ式  F-11 98734 ¥1,705 536308

オイル交換パーフェクトセット S-32 18051 ¥1,870 565100 セット内容： オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、
ドレンガスケット×1

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 O-30
フィラーキャップパッキン 17641 ¥220 563588

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ

M20×P1.5
全3色 91885等 ¥4,950 各種

オイルフィラーキャップ M20×P1.5 / レッド 74765 ¥1,870 394267

フロントスタンドⅡ 22152 ¥12,100 577820 φ20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

ラジエターキャップ 96378 ¥1,375 510711

ブラックカバー
ウォーターレジスタントライト

LLサイズ 97942 ¥13,750 524961

トップBOX装着車用
LLサイズ 97949 ¥14,850 524992

バイクカバーSIMPLE LLサイズ / ブラック 98203 ¥8,800 524282 他：シルバー（97962）

コンパクトハーフカバー ラージ 22144 ¥6,270 578032 ケース未装着時に使用可能。

ストロンガーU字ロック
W154×H120mm 79015 ¥4,620 434383 フロントタイヤ側に最適。

W154×H160mm 79016 ¥4,730 434390 リアタイヤ側に最適。

ディスクロック 92221 ¥4,400 558300 フロントのみ使用可能。

ヘルメットホルダー ミラーM10クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517 左右装着可能。

※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 6月号 共通化情報 V-STROM




