
※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。2022/7（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。2022/7（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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INFORMATION

NOLANヘルメット
デザイン変更について

この度は、X-lite X-903 ULTRA CARBON バラージ
（26777/26778/26779）におきまして、NOLAN社
の仕様変更により、一部デザインの変更がございましたの
でご案内申し上げます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

旧 新

※グレー部の色目が濃くなりました。

※DBS-1830H 50thのイメージです。

正面 背面 側面

■ご注文方法
・最寄りのデイトナ商品取り扱い店でご注文願います。
・ご注文の際は、50周年記念モデル専用FAX注文書を
  ご使用ください。

デイトナ創業50周年記念
スペシャルモデル

DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ

デイトナ創業50周年を記念して、シックなフ
ランネルグレーの縁取りを身に着けたスペ
シャルモデル（ステンレス製50周年記念プ
レート付属）各機種限定50棟で発売します。

数量限定発売

サイズなどの詳細は、DAYTONA MOTORCYCLE GARAGEサイトをご覧ください。

対象機種 DBS-1830H/DBS-2230Hの2機種
受注開始日 2022年6月25日～50棟ご成約次第終了

お引渡し日 8月中旬以降予定　

各機種
限定50棟

※イメージです。

31429 ¥445,500(¥405,000)

31430 ¥495,000(¥450,000)

DBS-1830H 50th

DBS-2230H 50th

DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ
DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASIC Series 

※配送料、設置費用一式は別途必要です。
※オプション品、アクセサリーも通常どおりご注文いただけます。
※外観色、記念プレート以外通常仕様と変更ございません。
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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。2022/7（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。2022/7（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 July7

差込部有効幅
差込部有効幅

サドルバッグ DHS-22/DHS-23/DHS-24/DHS-25/DHS-26/DHS-27/DHS-28/DHS-20
Saddlebag DHS-22/DHS-23/DHS-24/DHS-25/DHS-26/DHS-27/DHS-28/DHS-20

背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時
の振れを抑制。

底面は熱に強い帆布生地。
※防水バッグDHS-20/DHS-28は水抜き穴付き。

固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調
整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。

側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付
き。

ポーチをつけて収納アップ 底面耐熱生地

固定ベルト ピッタリサイズのレインカバー
DHS-28/DHS-20は突然の雨でも安心の防水仕様

背面パワーパネル 差し込み固定

サドルバッグの形に合わせた立体形状のレインカバー
付属。※DHS-20/DHS-28は付属しません。

型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。

シートバッグと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。色は定番
のブラックと特注で染色したグリーンを用意。フラップ、前面、側面の生地の間にウレタン
芯を入れることにより型崩れしにくく、シートバッグと同時装着した際に統一感がある見
た目になります。側面についているパルステープは幅を25mmにしてポーチを付けやす
く、レインカバーはバッグに合わせて立体的に仕上げバタつきを抑えました。

シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ

DH-765（29786）

DHS-22（30816）

DHS-23（30818）
DHS-24（30819）

DHS-25（30822）

DH-719（96721）

内部アクセスのしやすさを犠牲にすることなく、高い
防水性を実現。ファスナーは荷こぼれを防止。

水の浸入を防ぐシーム加工。
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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。2022/7（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。2022/7（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 July7
7月下旬発売・21774は発売中

※�適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご確認
ください。
※取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。

※�適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご確認
ください。
※取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。

※�適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご確認
ください。
※取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。

※レインカバーは付属しません。
※�適合しないサポートがある場合がございます。あらかじめ、サドルバッグ背面にあるサポート差込部の寸法をご
確認ください。

※取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーとの同時装着が必要です。

DHS-28 10L/グリーン

DHS-26 15L/グリーン

DHS-24 10L/グリーンDHS-22 6L/グリーン

DHS-27 15L/ブラック

DHS-25 10L/ブラックDHS-23 6L/ブラック

DHS-20 10L/ブラック

最大積載重量：2kg　本体重量：1.1kg
付属品：金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、レインカバー×1
本体サイズ：H320×W365×D135（mm）
サドルバッグサポート差込部有効幅：270mm

最大積載重量：2kg　本体重量：1kg
付属品：金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、レインカバー×1
本体サイズ：H280×W350×D100（mm）
サドルバッグサポート差込部有効幅：260mm

最大積載重量：2kg　本体重量：700g
付属品：金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、レインカバー×1
本体サイズ：H200×W300×D100（mm）
サドルバッグサポート差込部有効幅：210mm

SADDLE BAG

DHS-26/DHS-27

SADDLE BAG

DHS-24/DHS-25
SADDLE BAG

DHS-22/DHS-23

防犯ロック
対応

防犯ロック
対応

防犯ロック
対応

一泊旅行の荷物がらくらく収納

使い勝手が良いA4サイズマフラー側に便利な小振りタイプ

収納可能な荷物量の例

収納可能な荷物量の例収納可能な荷物量の例

容量

15

容量

10
容量

6

135

100
100

365

350
300 （mm）

（mm）

（mm）

（mm）

320

280200

Water Resistant Saddlebag MIL

DHS-28/DHS-20

容量

10
インナー防水構造で急な雨でも安心

最大積載重量：2kg　本体重量：1.1kg
付属品：金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2
本体サイズ：H270×W360×D120（mm）
サドルバッグサポート差込部有効幅：290mm

防犯ロック
対応

120
360

270

インナー防水。

商品構成

商品構成商品構成

商品構成

30849 ¥13,200(¥12,000)

21774 ¥13,200(¥12,000)
30823 ¥11,000(¥10,000)

30819 ¥9,900(¥9,000)30816 ¥8,800(¥8,000)

30838 ¥11,000(¥10,000)

30822 ¥9,900(¥9,000)30818 ¥8,800(¥8,000)

DHS-28

DHS-26

DHS-24DHS-22

DHS-20
DHS-27

DHS-25DHS-23
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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。2022/7（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。2022/7（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 July7

17793装着例17793装着例 93816装着例93816装着例 96693＋10582装着例96693＋10582装着例 92729装着例92729装着例

YAMAHA XSR900 
Produced by DAYTONA

YAMAHA XSR900【BEA6/RN80J】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  SPEC LIST
品番	 品名
92729	 PREMIUM	ZONE	マスターシリンダータンクキャップ59φ	フロント	ゴールド
92734	 PREMIUM	ZONE	マスターシリンダータンクキャップ42φ	リア	ゴールド
91892	 PREMIUM	ZONE	オイルフィラーCAP	ゴールドM20×P2.5
17793	 ロードステアリングφ28.6汎用
96693	 HIGH	SIDER®	バーエンドミラー	ヴィクトリー
10582	 HIGH	SIDER®	バーエンドミラーアダプターCURVE
29704	 バイザーステー
67572	 エアロバイザースモーク
29708	 エンジンプロテクター
93816	 LEDフェンダーレスキット

価格（税込）
¥4,950
¥4,950
¥4,950
¥22,000
¥9,240
￥3,630
¥5,280
¥5,390
¥10,230
¥14,300

使用数
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

備考

スイッチボックスの回り止め穴開け加工必要。
左右分2個必要。
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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。2022/7（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。2022/7（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 July7

エンジンプロテクターパイプエンジンガード
Engine ProtectorPipe Engine Guard 8月上旬発売7月下旬発売

マルチウイングキャリア
Multi Wing Carrier™ 7月下旬発売

29546 ¥24,750(¥22,500)

29708 ¥10,230(¥9,300)25140 ¥29,700(¥27,000)

新型XSR900専用リアキャリア。
シートとキャリアのラインを揃えているため、大きい荷物も積みやすい。
●スチール製黒塗装仕上げ
●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までのサイズにしてください。

樹脂製パッドとアルミベースの一体構造に
より十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受
け流し、クランクケース割れなどの致命的
なマシンダメージを最小限に軽減。ボルト
オン設計。

マットブラックのφ25.4メインパイプをコンパクトにレイアウトすることで、車両のイメー
ジを損なわないエンジンガード。転倒時はしっかりとダメージを軽減します。
●左右セット　●マットブラック塗装　●リダクションスライダー付属

ドレスアップするキャリア

大きく張り出さず目立ちにくい

■XSR900（'22）〈8BL-RN80J〉

■XSR900（'22）〈8BL-RN80J〉

■MT-09（'21）〈8BL-RN69J〉

■XSR900（'22）〈8BL-RN80J〉

0.5h

1.0h

0.5h

™

最大
積載重量

5kg

装着例装着例

装着例

装着例

＋ ＝

バイザー取付ステー
Visor Stay 発売中

29704 ¥5,280(¥4,800)

67572 ¥5,390(¥4,900)

67573 ¥5,390(¥4,900)

68305 ¥13,200(¥12,000)

68303 ¥13,200(¥12,000)

71539 ¥13,200(¥12,000)

71538 ¥13,200(¥12,000)

お好みのスクリーンとの組み合わせが可能。
新型XSR900専用のバイザーステー。Blast Barrier/X、Aerovisorのスクリーン単体を組み合わせることで自分好みのスクリーンが取り付けできます。
●Blast Barrier/Xは角度を3段階調整可能です。
※別売のアルミビレットハンドルとBlast Barrier/Xを同時装着する場合、寝かせたポジションではスクリーンとフロントマスターシリンダータンクが接触するため取り付けできません。

取付ステー

Blast Barrier 
スモーク 装着イメージ

Aerovisor 
スモーク 装着イメージ

Blast Barrier X
スモーク 装着イメージ

■ Aerovisor（エアロバイザー） 
スクリーン単体

■ Blast Barrier（ブラストバリアー） 
スクリーン単体

■ Blast Barrier X 
（ブラストバリアーエックス）スクリーン単体

スモーク
クリアー

スモーク
クリアー

スモーク
クリアー

■XSR900（'22）〈BEA6/RN80J〉

●ポリカーボネート製（3mm）

●ポリカーボネート製（3mm）

●ポリカーボネート製（3mm）

●スチール製黒塗装

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。
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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。2022/7（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。2022/7（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 July7

車体から取り外すことなくサイドケースを斜めに固定できる「HOLD IT 
EASY」システムや側面のノブでステーからワンタッチで取り外しができる 
「WIRELEASE」システムを新搭載。モノキー取り付けシステム採用で、1つ
のキーで左右のボックスが開閉可能。左右セット。
奥行×幅×高さ(外側) 242×495×379（mm）
重量(片側)：5.0kg
最大積載重量(片側) 10kg
※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。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。 

手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意くださ

い。

発売中
36ℓtype TREKKER DOROMITIシリーズ
36Liter type TREKKER DOROMITI SeriesDLMK36
新機能を追加してリニューアル！！

※ 車種別フィッティングの形状/条件によっては、PL/PLRパニアホルダーへの取り付けができない
場合があります。

※PL/PLRパニアホルダーへの取付には付属カラーの取付が必要です。
※トップケース用スペアキーシリンダー付属。

サイドケースフィッティング（別売品）の適合
PL/PLR/PLO-MK
パニアホルダー

PLX/PLXR
パニアホルダー

PL-CAM/PLO-CAM
パニアホルダー

○ × ×

側面に付いたノブでステーからワンタッ
チで取り外し。

車体から取り外すことなくサイドケース
を斜めに固定できるので、トップケース
が大きくても荷物の出し入れが可能。

※ 画像はTREKKER ALASKAシリーズの物です。

「HOLD IT EASY」システム  「WIRELEASE」システム

DLMK36B PACK2 ブラック左右セット

DLMK36A PACK2 アルミ左右セット

26016 ¥118,800(¥108,000)

26014 ¥105,600(¥96,000)

6月下旬発売・27803は発売中

軽量でコンパクトながら、快適な座り心地の折畳みチェア。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。
コンプレッションベルトをつけたため、シートバッグやキャリアに取り付け
るなどの積載が可能になりました。
●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　●ポケット部：横幅165mm×高さ178mm
●重量：約1100g　●静止耐荷重：120kg　●付属品：収納袋

構成部品
バイクに積込みやすいパッキン
グサイズ。

コンプレッションベルトのピッチを当社製シートバッグのパルス
テープのピッチと合わせてあるので一番最初に出して最後にしま
いがちなチェアも簡単に積載可能。

足に差し込むだけで収納袋を
固定できます。

使用例

サイドポケットが便利。サイドポケットが便利。

アウトドアチェア
Outdoor Chair

®

■コンパクトアウトドアチェア

グリーン

ホワイト

ブラック

27709 ¥6,050(¥5,500)

27803 ¥6,050(¥5,500)

27805 ¥6,050(¥5,500)

27709

27803

27805

165mm

17
8

m
m
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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。2022/7（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。2022/7（P7）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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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 July7

品番変更および価格改定のお知らせ
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。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。

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。

■価格改定による品番変更

■仕様変更による品番および価格改定変更

■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 備考

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）
■YZF-R3/R25、■MT03/25 95185 ¥14,850(¥13,500)

商品管理の都合による品番変更。
商品内容に変更はございません。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）

■GSR750ABS（'11〜'14） 95188 ¥16,500(¥15,000)

旧商品名 旧商品番号/標準価格 備考

GIVI T502 インナーバック 
ショルダーベルト付き
（V47/V46/E41/E460等用）

79095 ¥8,250(¥7,500) GIVI社の仕様変更によ
る品番変更。

新商品番号/標準価格 納期

25774 ¥15,180(¥13,800) 6月下旬

25776 ¥19,800(¥18,000) 6月下旬

新商品名 新商品番号/標準価格 納期

GIVI T502B インナーバック 
ショルダーベルト付き 
（V47/V46/E41/E460等用）

29705 ¥12,100(¥11,000) 7月
下旬

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。

スポーツモデル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。バッグをしっかり支えるパイプレイアウトは、リアタイヤへの巻込みを防ぎ、高速走
行時でも安心して運転に集中できます。左右各単品売りと左右セットをラインアップ。
●マットブラック塗装
※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。
※当社および社外フェンダーレスキットとの同時装着はできません。

30003 ¥8,580(¥7,800)

28196 ¥13,750(¥12,500)

30002 ¥8,580(¥7,800)

左側専用

左右セット

右側専用

■YZF-R7（'22）〈8BL-RM39〉

サイドバッグサポート
Side Bag Support 発売中

0.2h

DH-725（98655）+30002+30003：装着例DH-725（98655）+30002+30003：装着例

30002 30003

別売品（OPTION）

フロントスタンド ミニ用オプションパーツ
Option Parts for Front Stand Mini 7月下旬発売

28153 ¥1,980(¥1,800)

■ オプションアダプター

アダプター装着で、汎用フロントスタンドがGROM専用に早変わり！
フロントスタンド ミニ（26286）用のオプションアダプター。
ステムシャフトに差し込むピンを差し替えることで、GROM専用スタンドになります。
●差込部φ20　
●全長101mm

■ GROM（'13〜'21）※'21年モデルは純正の 
フロントフェンダーに干渉する場合があります。使用例使用例

®

フラットアルミテーブル520
詳細は、次月ラブレター8月号でご紹介します。乞うご期待!!

デイトナオリジナルのキャンプ用アルミテーブル
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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。

6月 7月
日
26
3
10
17

2022年7月営業日カレンダー
月
27
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25
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26

水
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27

木
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7
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21
28

金
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8
15
22
29

土
2
9
16
23
30

赤字は、休日とさせていただきます。

24
31

INFORMATION

NOLANヘルメット
デザイン変更について

この度は、X-lite X-903 ULTRA CARBON バラージ
（26777/26778/26779）におきまして、NOLAN社
の仕様変更により、一部デザインの変更がございましたの
でご案内申し上げます。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

旧 新

※グレー部の色目が濃くなりました。

INFORMATION

※画像はシリアルナンバー「0000」デイトナ永久保存品

デイトナ創業５０周年記念商品
７月１５日出荷。

デイトナ創業５０周年記念商品

昨年２０２１年６月に期間限定で受注し開発を進めて参りました「50th Anniversary
デイトナセブンスターキャストホイール」。現在開発は完了し、鋭意生産を進めており
ます。ご注文頂きましたお取引先様には７月中旬にお届けを予定しております。商品
の出荷まで今しばらくお待ち願います。
※現在新規のご注文はお受けしておりません。ご了承願います。

デイトナ公式サイトで開発ブログ更新中
50周年記念デイトナセブンスターキャストホイール

50周年記念ロゴ刻印 装着イメージH・A・INDUSTRY 刻印

50th Anniversaryデイトナセブンスターキャストホイール
開発進捗状況のご案内



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 7月号 共通化情報 クロスカブ110（CC110）

共通化情報 クロスカブ110（CC110）（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 21060 ¥5,610 574188

赤パッド® 79867 ¥4,400 440865

プロブレーキシュー
（リターンスプリング付） 71601 ¥2,970 387238 リア側に使用。

PREMIUM ZONE
角型マスターシリンダーキャップ HONDA-B / 全4色 98274等 ¥5,390 各種 フロントブレーキ側に使用可能。

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
全4色 93911等 ¥6,380 各種

半月カラーを左右各1枚使用。
半月面を車体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 各種

GRIPPY GRIP® 全長122mm 25152等 各種 φ22.2ハンドル用。

PROGRIP® 全長122mm 99208等 各種 φ22.2ハンドル用。

FLATスロットルスリーブ 77387 ¥1,155 419298 グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異な
ります。

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 新保安基準適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 新保安基準条件付適合のミラー取り付けには、緩衝装置付きミ
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。

LED対応ウインカーリレー 2Pin 99989 ¥2,970 557594 取り付けには、配線加工が必要です。

リアウインカーブラケット M8用 23289 ¥2,310 581711

汎用ナックルバイザー 左右セット / 全4色 70926等 各種
取り付けには、取付ステーセット（70874）が別途必要です。

エアロナックルバイザー 左右セット / スモーク 90962 ¥8,470 468722

汎用ナックルバイザー
取付ステーセット ミラー径M10用 70874 ¥3,410 360316 ナックルバイザーを取り付けるために必要なステーです。

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： ヘッドライト周りのステー等に貼り付けて取
付。

リアカメラ：ステー（19254・20053）を使用して取付。
スイッチ： 右側集合スイッチ部等に貼り付けて取付。 

※M760DのみM777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」リアステー

19254 ¥1,650 570593 バイク専用ドライブレコーダー「MiVueRM760D/M777D」
リアカメラを取り付けるためのステーです。20053 ¥1,980 573778

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： ヘッドライト周りのステー上やメーター上に貼り

付けて取付。
電源取出しには、USB電源 TypeA（99502等）が別途必要
です。

バイク用ステー 78180 ¥1,980 433621 MOTO GPS LASER（25674）本体を取り付けるために必
要なステーです。

かんたん！電源取出しハーネス 27518 ¥1,540 588949 電源取出場所：メーターユニット下

マルチバー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 マスターシリンダーを少しずらして取付。

他：TypeA（93380）

ミラークランプタイプ 17675 ¥5,280 565070 他：TypeA（94497）

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を少しずらして取付。
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

マルチマウントバーFE 96113 ¥4,015 509630

2階建てキャリア™ 99903 ¥12,100 543597

メーカー HONDA

車種名 クロスカブ 110（CC110）

型式 / フレーム NO 8BJ-JA60

※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 クロスカブ110（2022年モデル）
商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

サドルバッグサポート（4stミニ）
左側専用 99863

¥7,700
543481

右側専用 99864 543498

GIVI®ハードケース
フィッティング

スペシャルキャリア
（デイトナオリジナル） 77639 ¥8,580 423073 純正リアキャリア専用。

E43NTL以下のモノロックケース装着可。

リプレイスオイルフィルター F-32 25124 ¥1,375 584576

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

O-05
フィルターカバーパッキン 17616 ¥242 563083

O-08
レベルゲージパッキン 17619 ¥264 563144

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

オイルレベルゲージがなくなります。
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 各種

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

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。

ブラックカバー
ウォータレジスタント ライト Mサイズ 97940 ¥12,100 528426

バイクカバーSIMPLE Mサイズ / ブラック 98201 ¥7,700 524213 他：シルバー（97960）

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 ¥4,620 434383 フロント・リア側に使用。

ヘルメットホルダー 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。

ラブレター2022 7月号 共通化情報 クロスカブ110（CC110）



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 7月号 共通化情報 クロスカブ110（CC110） ラブレター2022 7月号 共通化情報 TMAX560 Tech MAX ABS

共通化情報 TMAX560 Tech MAX ABS（2022年モデル） 

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

PREMIUM ZONE 
ステップセット

パッセンジャー側
YAMAHA車用 96575 ¥18,480 514061 純正ステップのシャフトカラーを使用して取付。

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

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

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ12S 92887 ¥13,420 467701

スーパーオイルフィルター™ F-16 1個入り 67926 ¥1,650 333976 他：業務用6個入り（76332）

リプレイスオイルフィルター F-01/F-16 98737 ¥1,540 536346

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 各種

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

ブラックカバー
ウォータレジスタント ライト ビッグスクーター 97946 ¥15,950 528440

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×H120mm 79015 ¥4,620 434383 フロント側に使用。

W154×H160mm 79016 ¥4,730 434390 リア側に使用。

ディスクロック 92221 ¥4,400 558300

メーカー YAMAHA

車種名 TMAX560 Tech MAX ABS

型式 / フレーム NO BB8W/8BL-SJ19J

※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 7月号 共通化情報 XForce

共通化情報 XForce（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

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） 赤パッド® 92381 ¥4,400 461488

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ スクラッチ / 全4色 91005等 ¥5,720 各種

アルミビレットバーエンド

BULLETタイプ
全4色 98370*等 ¥2,420

各種
ファインカット
全6色 72018等 ¥2,090

ラウンド / 全5色 67809等 ¥1,870

ディッシュ / 全2色 67816等 ¥1,870

ヘビーウエイトバーエンド

ファインカット
全6色 71958等 ¥2,530

各種
ハイディッシュ
全6色 72039等 ¥2,310

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）

汎用ハンドル
（内径φ17〜φ19）
SUZUKI車 / 全6色

99951等 ¥6,930 各種

HIGHSIDER®レバーガード 汎用 / ブラック 14959 ¥17,600 544563

レバーガード 全4色 92449等 ¥8,140 各種

PROGRIP® 長さ115mm 98100等 各種 φ22.2ハンドル用。

ハイビジミラー™
ロッドタイプ 15402等 各種 取り付けには、ミラーアダプター（左：99585、右：99587）

が別途必要です。
HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種

ミラーアダプター

車体側M8正ネジ
ミラー側M10正ネジ 99585 ¥495 543238 ミラーを取り付けるために必要なアダプターです。

左側に使用。

車体側M8逆ネジ
ミラー側M10正ネジ 99587 ¥495 543276 ミラーを取り付けるために必要なアダプターです。

右側に使用。

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：カウルに貼り付けて取付。
リアカメラ： テールカウル上に貼り付けて取付。 

M760Dは、メットインに配線用の穴開け加工が
必要です。

スイッチ：カウルに取付。※M760DのみM777D 17101 ¥28,380 558348

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（64436+64439）を使用して取付。
電源取出しには、USB電源 TypeA（99502等）が別途必要
です。

バイク用ステー 78180 ¥1,980 433621 MOTO GPS LASER（78180）本体を取り付けるために必要
なステーです。

ETCアンテナステー
貼り付けタイプ メッキ無し 64436 ¥1,760 304112

MOTO GPS LASER（78180）受信ユニットを取り付けるた
めに必要なステーです。
他：メッキ仕上げ（67959）

ETCアンテナ
ミラーホルダー用ステー メッキ無し 64439 ¥924 304143

MOTO GPS LASER（78180）受信ユニットを取り付けるた
めに必要なステーです。
他：メッキ仕上げ（スチール製メッキ仕上げ）（67961）

マルチバー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

他：TypeA（93380、94497、93386、93381）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

メーカー YAMAHA

車種名 XForce

型式 / フレーム NO GQZ155A

※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。
※品番末尾の*印：在庫がなくなり次第生産中止となる商品です。

※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

共通化情報 XForce（2022年モデル）

ラブレター2022 7月号 共通化情報 XForce

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

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 各種 純正ボルトカバーが使用できなくなります。

メットインポケット
スタンダード Mサイズ 77008 ¥1,100 412558

カーボン調 Mサイズ 93001 ¥1,375 475324

ハイパフォーマンスバッテリー DYT7B-4 92880 ¥14,630 467633

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ

M20×P2.5
全3色 91885等 ¥4,950 各種

オイルレベルゲージがなくなります。
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 各種

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

ブラックカバー
ウォータレジスタント ライト Mサイズ 97940 ¥12,100 528426

バイクカバーSIMPLE Mサイズ 98201 ¥7,700 524213

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 ¥4,620 434383 フロント側に使用。

W154×H160mm 79016 ¥4,730 434390 リア側に使用。

ディスクロック 92221 ¥4,400 558300

フロント側のみ使用可能。ストロンガーコンパクト
ディスクロック 94883 ¥2,860 497241

ヘルメットホルダー ミラーM10
クランプタイプ 79399等 ¥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 7月号 共通化情報 XForce ラブレター2022 7月号 共通化情報 FXLRS ローライダーS

共通化情報 FXLRS ローライダーS（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 97120 ¥5,610 516478

2セット使用。
赤パッド® 79801 ¥4,400 441190

ハイパーシンタードパッド 72446 ¥5,170 371039

ハイパーパッド 44152 ¥3,300 211632

ハイビジミラー™
（ハーレーダビットソン専用） 16891等 各種

ハーレー専用変換アダプター 2個セット / 全2色 99901等 ¥1,210 各種 標準ミラー（取付ネジ部 M10×P1.25正ネジ）を取り付けるた
めのアダプターです。

リアウインカーブラケット M8用 23289 ¥2,310 581711

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：カウル上等に貼り付けて取付。
リアカメラ：ステー（20053）を使用して取付。
スイッチ：トップブリッチ上等に取付。※M760DのみM777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用
ドライブレコーダー
「MiVue®」
リアナンバーステー

20053 ¥1,980 573778 バイク専用ドライブレコーダー「MiVue®M760D/M777D」
リアカメラを取り付けるためのステーです。

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644

本体： マルチバーホルダーミラークランプタイプ（78030等）
に、スマートフォンフォルダーWIDE（92601等）とサイ
ドフックセット（95202）を使用して取付。

受信ユニット： マルチバーホルダーミラークランプタイプ
（78030等）に、ハンドルクランプブラケット
（77791）を使用して取付。

電源取出しには、バイク専用USB電源 Type-A（99502等）
が別途必要です。

マルチバーUSB電源

Type-C
ミラークランプタイプ 17675 ¥5,280 565070

左側のみ取付可能。
バーリングワッシャーを使用して取付。Type-A

ミラークランプタイプ 94497 ¥5,060 492635

マルチバーホルダー

HDマスターシリンダー
クランプ
フラットタイプ

91702等 各種 インチボルトを使用して取付。

ミラークランプタイプ 78030等 ¥1,980 各種 左側のみ取付可能。
バーリングワッシャーを使用して取付。

ハーレー用オイルフィルターレンチ
44295 ¥1,320 212288

14面、76mm。
カット付きレンチ 74700 ¥1,375 392225

アメリカン用メンテナンススタンド 97500 ¥6,600 521953

ブラックカバー
ハーレーダビットソン専用 HD02 16812 ¥18,150 554685

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×H120mm 79015 ¥4,620 434383 フロント側に使用。

W154×H220mm 79017 ¥4,840 434406 リア側に使用。

メーカー Harly-Davidson

車種名 FXLRS ローライダー S

型式 / フレーム NO 8BL-STZ

※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。


