
※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。2022/8（P16）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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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。2022/8（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. Please give us an order by fax, phone, or mail. https://www.daytona.co.jp  0570-055-819
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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。

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月11日（木）～8月16日（火）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

29774 ¥11,000(¥10,000)

31522 ¥2,475(¥2,250)

29776 ¥11,000(¥10,000)

31524 ¥3,465(¥3,150)

シルバー

ブラック

フラットアルミテーブル520
Flat Aluminum Table 520 8月下旬発売

HenlyBeginsシートバッグの底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状を
キープしてくれます。フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありが
ちな【考えながら収納】の苦労が低減。組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段
階の高さ調節が可能。アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着や
シェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。2台のテーブルを連
結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
●本体サイズ・・・ High：H370×W470×D285mm　Low：H250×W470×D285mm
●収納サイズ：H28×W520×D300mm　●重量：1660g　●耐荷重：30kg
●HenlyBeginsシートバッグ（Lサイズ：拡張時）、LLサイズに収納可能。
●素材・・・ シルバー（29774）：アルミ製クリアーアルマイト　ブラック（29776）：アルミ製ブラックアルマイト
●天板耐熱温度：200℃

フラットアルミテーブルが収まる帆布の収納バッグ。フラットアルミテーブルやシートバッ
グの傷つき防止に。
●本体サイズ：550×350（mm）

フラットアルミテーブルが収まる帆布の収納バッ
グ。スナップボタンを外すと薪キャリーとしても使
用できます。
●本体サイズ：550×350～370×20（mm）

フラットアルミテーブル収納バッグ フラットアルミテーブル収納バッグ ログキャリー
Bag For Flat Aluminum Table Multi Purpose Tote Bag９月下旬発売 ９月下旬発売

テーブル横にはシステムポーチが引っ掛け
られるアクセサリーフック穴付き

3段階高さ調節が可能です。高さ：250mm
（低）、315mm（中）、370mm（高）

バッグに収納できるピッタリサイズ

折り畳んでコンパクトに収納

連結して使用可能。

ライダーが考えた理想のテーブルライダーが考えた理想のテーブル
シートバッグとの相性を最大限引き出せるフラット収納シートバッグとの相性を最大限引き出せるフラット収納

シルバー

ブラック

®

特許出願中
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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。2022/8（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。2022/8（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 August8

セパハンセット
Separate Handle Set 8月下旬発売

17796

17796装着例

31284

31284装着例

17796 ¥57,200(¥52,000)

31284 ¥61,600(¥56,000)

マットブラック

バフ仕上げ

カフェレーサースタイルに最適
セパレートハンドルへスタイルを大きく変えるパーツの一式セットです。低すぎないハ
ンドルは、長時間の走行でも疲れにくいポジションです。ハンドルロック可能で保安基
準もクリア。付属のショートケーブルでハンドル周辺もスッキリ収まります。
●汎用バーエンドや汎用バーエンドミラーが同時装着可能（ハンドル内径φ16.5）。
●商品構成： トップブリッジ、ハンドルクランプ、ハンドル、スロットルスリーブ、クラッチケーブル、 

スロットルケーブル、ブレーキホース
●純正ウインカー併用可能
●純正左右グリップは使用不可。120～125mmのグリップへ交換が必要です。
●アジャスタブルローダウンリアショック、ショートサイドスタンドとの同時装着がおすすめです。
●トップブリッジ/ハンドルクランプ・・・ マットブラック（17796）：アルミ製マットブラックアルマイト仕上げ 

バフ仕上げ（31284）：アルミ製バフ仕上げ
●ハンドル・・・ マットブラック（17796）：アルミ製ブラックアルマイト仕上げ 

バフ仕上げ（31284）：アルミ製クリアアルマイト仕上げ
●ハンドルのスイッチBOX回り止め用穴加工済。
※フロントフォーク12mm突き出しで、ハンドリングがクイックになります。
※ブレーキホースの交換作業が必要です。重要保安部品のため認証工場での作業が義務付けられています。
※純正右ケーブルガイドは取り付け不可。
※車体寸法が変わるため車検証の記載変更が必要。
※別売のタコメーターキット（21912/21943）との同時装着はできません。
※純正キーシリンダーの取外しにはドリル等で切削加工が必要です。

4.0h

■GB350/S（'21〜'22）〈2BL-NC59〉

トップブリッジ
アルミ削り出しながら、鋳造やダイカストで作っ
たような滑らかな仕上がり。

フォーククランプ
高さを抑えてインナーチューブの突き出しを抑
えました。

17796装着例

31284装着例

GB350東京モーターサイクルショーモデル

HONDA GB350 
Produced by DAYTONA

HONDA GB350【型式：2BL-NC59】 SPEC LIST
品番 品名 価格（税込）

15602 HIGHSIDER® バーエンドミラー　エンタープライズEP1　ブラック ¥13,200
96706 HIGHSIDER® バーエンドミラーアダプター ¥3,630
61742 NISSIN　ブレーキマスターシリンダー横型 1/2 ブラック ¥14,300
95005 NISSIN　ブレーキマスター用スモークタンク　ラージ（フロント使用） ¥3,080
95007 NISSIN　ブレーキマスター用スモークタンク（リア使用） ¥2,530
99614 ミラー穴埋めボルト　M10　シルバー ¥528
97465 GRIPPY GRIP™　GG-D-BASE　ブラウン ¥1,100
91894 PREMIUM ZONE　オイルフィラーキャップ　アッシュシルバー ¥4,950
96557 PREMIUM ZONE　ライダーステップ　PZR-01 ¥18,480
96574 PREMIUM ZONE　パッセンジャーステップ　PZP-04 ¥18,480
98953 D-light SOL ウィンカー スモーク(フロント使用) ¥10,780
97233 D-light SOL-W ウィンカー スモーク(リア使用) ¥14,300
19269 フォーククランプウィンカーブラケット　M8用　Φ41 ¥5,280
23089 アシストグリップ（左側用） ¥5,060
23092 アシストグリップ（右側用） ¥5,060
97903 アジャスタブルローダウンリアショック　 ¥57,200
26232 ショートサイドスタンド ¥9,900
21906 ステンレスフロントフェンダー ¥20,900
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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。2022/8（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。2022/8（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 August8

補修部品

セパハンセット

タコメーター取付KIT/セパハンセット用

Separate Handle Set

Tacho Meter Stay Set For Separate Handle

発売中・トップブリッジ・ハンドルクランプは9月下旬発売

7月下旬発売

31464 ¥26,400(¥24,000)

28189 ¥13,200(¥12,000) 28191 ¥5,500(¥5,000)

28192 ¥3,300(¥3,000)28190 ¥3,300(¥3,000)

77386 ¥1,155(¥1,050)

31469 ¥13,200(¥12,000)

31468 ¥30,800(¥28,000) 31470 ¥15,400(¥14,000)

69463 ¥3,190(¥2,900)

69462 ¥3,190(¥2,900)

■�トップブリッジ ■�ハンドルクランプ

マットブラック

ショートブレーキホース ショートスロットル
ケーブルセット

ハンドルストッパーショートクラッチケーブル

FLATスロットルスリーブ
HONDA

マットブラック

バフ仕上げ バフ仕上げ

ストレートバー
ブラックセパハン

ストレートバー
クリアーセパハン

3146931464 3147031468

0.5h

装着例装着例

装着例装着例

セパハンセット用オプションパーツ。ボルトオンで純正スピードメーター右下にバラン
スよく配置、さらに振動対策のためラバーマウントステーを採用。VELONAφ48タコ
メーターが装着できます。
●メーターステーはスチール製黒塗装仕上げ
●タコメーターはVELONAφ48（品番22001/22005）が取り付け可能。
※別売のセパハンセットのオプションパーツです。条件外での取り付けはできません。
※VELONAφ48以外のタコメーターは取り付けできません。
※純正ハンドルには利用できません。

29848 ¥6,050(¥5,500)■GB350/S（'21〜'22）〈2BL-NC59〉

装着例 装着例 

装着例 装着例 

●GB350純正対：約−80mm
●シーリングワッシャー付属
● バンジョーボルトは純正品または相当

品を使用。
※ ブレーキホースの交換作業が必要です。

重要保安部品のため認証工場での作業
が義務付けられています。

※ ABS採用車のためエア抜きの難易度が
非常に高くなります。

※ ABSモジュールにエアが噛まないよう
に慎重な作業が必要です。作業中はイグ
ニッションをONにしないでください。

● ケーブル全長は、GB350純正比：約−60mm、 
GB350S純正比：約−35mm

※ハンドルのスイッチBOX回り止め用穴加工はされていません。

● GB350対比は約−100mm、
GB350S対比は約−70mm

69463

69462
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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。2022/8（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。2022/8（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 August8

別途購入が必要なもの
＋

LEDフェンダーレスキット
Fender less Kit With License Lamp 8月下旬発売

装着例 

装着例 装着例 

装着例 

装着例 装着例 

HIGHSIDERプロトンTWO（17310）装着例 HIGHSIDERプロトンTWO（17310）装着例 

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。リア回りの配線が目立たないように工夫。ナンバー取付角度は、2021年度新基準をクリアした40度に設計しました。
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。
※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。
※同時装着は弊社軽量ナンバープレートスタビライザー（リフレクター付き）のみ可。

必要な部品が全て揃ったオールインワン仕様。2022年デイトナコンセプトモデルの
再現が可能です。
● 前後ウインカーおよびウインカーリレー付属（リアはテールランプ一体型ウインカーとなります）
●メインブラケット：スチール製電着塗装仕上げ
●リフレクター&LEDライセンスランプ付属
※シート固定用ボルトの位置がシート下に変更されます。
※ウインカーギボシ端子のカシメ加工が必要です。

■D-light-SOL/SOL-W付きキット

■取り付けキット（ウインカー別売）

お好みのLEDウインカーを選びたい方に
最適です。
●メインブラケット：スチール製電着塗装仕上げ
●リフレクター&LEDライセンスランプ付属
●リアウインカーはテール一体型のみご使用可能。
※ シート固定用ボルトの位置がシート下に変更されます。
※ 取り付けには別売テールランプ一体型ウインカー

（M8取付）およびウインカーリレーが必要です。
※ 片側50g以上のウインカーは取付できません。 

（例： HIGHSIDER ロケットクラシック、ロケットブ
レット等）

2.0h

1.0h

29426 ¥69,300(¥63,000)

30179 ¥38,500(¥35,000)

■�GB350（'21〜'22）〈2BL-NC59〉�
※GB350Sは取付不可

■�GB350（'21〜'22）〈2BL-NC59〉�
※GB350Sは取付不可

＋

＋

●主なフロントウインカー ●主なテールランプ一体型リアウインカー

●�LED対応ウインカー2Pin ●�φ41フロントフォークウインカーブラケット

17308 ¥14,300(¥13,000) 17310 ¥20,350(¥18,500)

15274 ¥20,900(¥19,000) 15278 ¥22,550(¥20,500)

HIGHSIDERプロトンTWO�フロントウインカー
（2個1セット）

HIGHSIDERプロトンTWO�テールランプ一体
リアウインカー（2個1セット）

HIGHSIDERエンタープライズ�フロントウインカー
（2個1セット）�

HIGHSIDERエンタープライズ�テールランプ一体
リアウインカー（2個1セット）�

17308 15274 17310 15278

99989 ¥2,970(¥2,700) 19269 ¥5,280(¥4,800)
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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。2022/8（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。2022/8（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 August8

ローダウンキット

アジャスタブルローダウンリアショック ショートサイドスタンド

Low Down Kit

Adjustable Low Down Rear Shock Short Side Stand

発売中

発売中 発売中

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
用のショートサイドスタンドが付属するので安定した駐車が可能です。

装着例 

1.0h

■参考出品 
・ シングルシート  / DAYTONA　・  GB350S用ステップ一式、フロントフォークブーツ  / HONDA　
・  B.R.S Front Pipe BLACK、SlipOn Exhaust SHORT、MEGAPHONE BLACK、OIL FILTER COVER、CRANK CASE COVER LH、CRANK CASE COVER RH  / MORIWAKI

97903 ¥57,200(¥52,000) 26232 ¥9,900(¥9,000)

30127 ¥67,100(¥61,000)

■��GB350/S（'21〜'22）�
〈2BL-NC59〉

■��GB350/S（'21〜'22）�
〈2BL-NC59〉

■��GB350/S（'21〜'22）�
〈2BL-NC59〉

■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
※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。

■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。
※2 GB350SはGB350より約5mm短いスタンドが採用されています。

●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
※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。

●GB350対比で約20mmショート、GB350S対比で約15mmショート。（※1）
●純正センタースタンド併用可。
※1 GB350SはGB350より約5mm短いスタンドが採用されています。

スロットルボディカバー
Throttle Body Cover Plate 発売中

0.3h

装着例装着例

装着例装着例

スロットルボディカバーをスリット入りのプレートに変更することで車体のワンポイント
に。左 右 でデザインを合 わせるために左 側 用も同 梱。反 転して取り付ければ
DAYTONAロゴの部分にお好みのステッカーチューンも可能です。
●プレート：スチール製静電塗装（ツヤ消し黒）
●スペーサー：アルミ製

93870 ¥5,280(¥4,800)■GB350/S（'21〜'22）〈2BL-NC59〉



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。2022/8（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。2022/8（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 August8

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

■�NC750X/DCT（'21）
〈RH09〉

トップのみ

1192FZ�
 28040 ¥26,950(¥24,500)

M5ベース�
 90140 ¥7,590(¥6,900) モノキー

−

●�トップのみ�：�SR1192は純正オプションキャリアとの同時
装着用。
●�サイドのみ�：�PLO1192MK、PLX1192、PLO1192CAM
は単独車体装着できません。1192KIT（取付キット）との
同時装着が別途必要です。
●�トップ+サイド�：�上記注釈参照。

M5Mベース�
 90110 ¥7,590(¥6,900)

モノロック
（※2）

SR1192
※�純正オプションキャリア装着
車用

M5ベース�
 90140 ¥7,590(¥6,900) モノキー

−
M5Mベース�
 90110 ¥7,590(¥6,900)

モノロック
（※2）

サイドのみ

PLO1192MK�
 26383 ¥45,100(¥41,000)

取付キット�1192KIT�
 26396 ¥15,400(¥14,000) − ALA36、

TRK35、E22（※1）

PLX1192 取付キット�1192KIT�
 26396 ¥15,400(¥14,000) − V37/35

シリーズ専用

PLO1192CAM 取付キット�1192KIT�
 26396 ¥15,400(¥14,000) − OBKN48/37

専用

トップ+
サイド

1192FZ M5ベース�
 90140 ¥7,590(¥6,900) モノキー ALA36、

TRK35、E22（※1）PLO1192MK�
 26383 ¥45,100(¥41,000)

M5Mベース�
 90110 ¥7,590(¥6,900)

モノロック
（※2）

1192FZ M5ベース�
 90140 ¥7,590(¥6,900) モノキー V37/35

シリーズ専用PLX1192 M5Mベース�
 90110 ¥7,590(¥6,900)

モノロック
（※2）

1192FZ M5ベース�
 90140 ¥7,590(¥6,900) モノキー OBKN48/37

専用PLO1192CAM M5Mベース�
 90110 ¥7,590(¥6,900)

モノロック
（※2）

＋

＋

＋

GIVI®ハードケース車種別フィッティング
GIVI®Application for Motorcycles 発売中

HONDA
装着例 28040

■�GALAXY ■�GALAXY

S22 S22

S22�ULTRA S22�ULTRA

31142 ¥13,750(¥12,500) 31227 ¥4,620(¥4,200)

31144 ¥13,750(¥12,500) 31232 ¥4,620(¥4,200)

SP CONNECT
SP CONNECT 8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

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

GALAXY�S22シリーズが追加

※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。

GALAXY用
※スマートフォンは付属しません。

31142：構成部品

31227：構成部品

1192FZ 28040 ¥26,950(¥24,500)



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。2022/8（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。2022/8（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 August8

リジッドタイプ ハンドル径

■取り付けタイプ

ボルト留めでしっかり固定

ワイヤレス充電 Qi 規格対応
Qi-EPP 準拠

6
18mm

調節幅

～

64 90mm調節幅 ～

左右調節

厚み調節

360°回転
ボディ回転

左右首振り

上
下
調
節

131
180mm

調節幅

～

φ22.2 φ25.4 φ28.6 φ31.8

センターボタンスマホ対応

充電オン/オフ スイッチ付

安心・安全のロック機構

充電中や充電完了などLEDで確認。
充電機能を使わないときはスイッチ
オフ。

カンタン電源取り出し
ブレーキスイッチとフレームのボル
トに共締めするだけの簡単取り付
け。メインキー連動でバッテリー上
がりの心配もありません。

スマートフォンを挿入するだけでガッ
チリフィット。センターボタンタイプの
スマートフォンにも対応。

独自のロック機構でスマートフォンを
ガッチリロック。

※各ボルトは仮締めです。使用開始時は付属の工具でお客さまのスマートフォンに合わせた各部の調節と、
全てのボルトの締め付けをお願いします。

補修部品

別売品（OPTION）

■バイブレーションコントロールデバイス

バイク特有の振動(高周波数帯)から路面の衝撃(低周波数帯)まで幅広くカバー
し、スマートフォンのカメラを効果的に守ります。
※ 別売りのバイブレーションコントロールデバイスはWIDE用をご使用ください。

スマートフォンホルダー ＋e
Smart Phone Holder +e 8月上旬発売

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。

スライドウイング�Highタイプ
スライドウイング�LOWタイプ
サイドウイングセット
スライドベースセット
アルミアーム固定ボルトセット

スライドロックセット
板バネ（プレートスプリング）
電源ボタンカバー
回転コマセット
シリコンバンド

スライドウイング固定ボルト
スペーサー�φ22.2
スペーサー�φ25.4
スペーサー�φ28.6

29553 ¥495(¥450)

29556 ¥495(¥450)

29600 ¥550(¥500)

29614 ¥550(¥500)

29680 ¥550(¥500)

29681 ¥715(¥650)

29684 ¥440(¥400)

29685 ¥440(¥400)

20142 ¥1,100(¥1,000)

92603 ¥440(¥400)

19156 ¥330(¥300)

17602 ¥770(¥700)

17604 ¥770(¥700)

17606 ¥770(¥700)

23012 ¥8,250(¥7,500)25224 ¥3,520(¥3,200)スマートフォンホルダーWIDE用



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。2022/8（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。2022/8（P9）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 August8

S-62

S-61

30903 ¥1,760(¥1,600)

31020 ¥1,760(¥1,600)

オイル交換パーフェクトセット
Oil Change Complete Set 8月下旬発売

オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンガスケット等の車種
別セット。コレひとつで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方
まで幅広くおすすめ！
※工具とオイルは付属しません。
※オイルフィルターの向きにご注意ください。
※取り付けはサービスマニュアルをご参照のうえ、規定トルクで締め付けてください。

通しNo 品番 /価格 代表車種 年式 型式 セット内容 オイル量
（ℓ）

S-61 31020 ¥1,760(¥1,600) KLX230/R/S/R�S '20〜'22 KLX230 ALF/ELF/EMFNN/
ENFNN/GNFNN/FNFNN  

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.1

S-62 30903 ¥1,760(¥1,600) KLX250/ES/SR '93〜'05
KLX250 H1/H2/H3/H4/

H5/H6/H7/E1/E2/E3/E4/
E5/F1/F2/F3/F4（※1）

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.4

S-62 30903 ¥1,760(¥1,600)
KLX250

'06〜'07 KLX250 H6F/H7F オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.4

S-62 30903 ¥1,760(¥1,600) '08〜'16 KLX250 S8F/S9F/SAF/SBF/
SCF/SDF/SEF/SFF/SGF/SGS

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.1

S-62 30903 ¥1,760(¥1,600) Dトラッカー '98〜'07 KLX250 J1/J2/J4/J5/J6/
M1/M2/M6F/M7F

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.4

S-62 30903 ¥1,760(¥1,600) DトラッカーX '08〜'16 KLX250 V8F/V9F/VBF/VCF/
VDF/VEF/VFF/VGF/VGS

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1
フィルターカバーパッキン×1、ドレンガスケット×1 1.1

■オイル交換パーフェクトセット適合表
KAWASAKI

※1 KLX250SR（'93～'95）〈E1～E3/KLX250ES〉（'94～'95）〈F1～F2〉は、フィラーキャップパッキンがあまります。

オイル交換時に便利なフルパッケージ！

30211 30213

30212 31439

30211 30213

30212 31439

2022年NEWカラー!!
エントリーユーザー向けのコストパフォーマンスが高いゴーグル。
●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）。

PROGRIP®3201レースラインゴーグル
PROGRIP® 3201 Race Line Goggle

®

31439 ¥5,390(¥4,900)30212 ¥5,390(¥4,900)

30213 ¥5,390(¥4,900)30211 ¥5,390(¥4,900)

レッドシルバー

オレンジブラック

発売中



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。2022/8（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。2022/8（P9）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 August8

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に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。
●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

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 冬秋MENS

HBJ-062 コットンウインタージャケット
HBJ-062 Cotton Winter Jacket

NANGA オーロラダウンジャケット
NANGA AURORA Down Jacket

〈ブラック〉

〈ブラック〉 〈ブラウン〉

〈カーキ〉

冬のライダーに、お洒落を。
NANGA オーロラダウンジャケット。

¥24,200(¥22,000)

表地にコットン100%の丈夫で厚みがありつつ、ごわつきにくい生地を採用。コットン
は火の粉に強く、焚火を楽しむ冬のバイクキャンパーにおすすめの一品。キャンプで
の使用を考慮し、ポケットを多数設置。ループと併せて様々なギアを収納、持ち運
びができます。また、腕と背中のベンチレーションを使用することで、長い季節ご使
用いただけます。フードは脱着が可能。肩・ひじ・背中はプロテクターを装備。胸は
プロテクターポケットのみ。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
●素材：  アウター・・・表地：コットン100％/裏地：ポリエステル

サイズ：M、L、XL、2XL

品番リスト M L �XL 2XL
ブラック 29787 29789 29807 29812
ブラウン 29836 29843 29846 29847

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

※1プロテクターポケットのみ。

MENS 春

フルコットンのキャンパー仕様ライディングジャケット。

プロテクター付属

冬秋

9月下旬発売

8月上旬入荷

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。

小物がひっかけられるループ付き。 フード脱着式。



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。2022/8（P10）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。2022/8（P11）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 August8

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。

冬秋春サイズ：M、L、XL、2XL¥16,500(¥15,000) MENS

防風性能とストレッチ性能に優れたソフトシェル素材を使用したシンプルなパー
カーデザイン。裏地はメッシュを採用し、腕と脇下にベンチレーションを設置。長い
季節着用可能。脱着インナーや中綿は使用せず、着回しやすさを重視。冬場はイン
ナーの重ね着ができるように、若干オーバーサイズ設定。フードは脱着が可能。肩・
ひじ・背中はプロテクターを装備。胸はプロテクターポケットのみ。別売のSAS-TEC
へアップグレード可能。
●素材：本体・・・表・ポリエステル100％/裏地・ポリエステル100％
●適合季節：春、秋、冬※

※別途インナー着用時

品番リスト M L �XL 2XL
ブラック 24402 24403 24404 24405
ブラウン 24406 24407 24408 24409
オリーブ 24411 24412 24413 24414

サイズチャート M L XL 2XL
身長 160〜170 165〜175 170〜180 175〜185
体重 55〜65 60〜70 65〜75 70〜80
バスト 94〜102 98〜104 98〜106 100〜108
ウエスト 78〜88 82〜90 82〜92 85〜95

（cm）※身長、体重は目安であり、体型によりあてはまらない場合があります。
※バスト、ウエストは当社独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※バスト、ウエストは製品の下に着るウエアの上から計測ください。
※実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

防風ソフトシェル素材のプロテクター付きパーカー。

プロテクター付属

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

※1プロテクターポケットのみ。

〈ブラック〉

HBJ-060 ソフトシェルジャケット

HBT-007 ソフトシェルパンツ

HBJ-060 Soft Shell Jacket 

HBT-007 Soft Shell Pants 

¥10,780(¥9,800) MENS

防風性能とストレッチ性能が高いソフトシェル素材を使用。裏地は肌触りが良く、
暖かいフリース素材。ストレート形状でバイクを下りた後も違和感が少ないデザイ
ン。ワンタッチ脱着式ベルトを装備。内ふくらはぎには熱による劣化防止のため、本
牛革パッチを設置。ひざプロテクター標準装備。別売のSAS-TECへアップグレード
が可能です。
●素材：本体・・・表・ポリエステル100％/裏地・ポリエステル100％

サイズ：M、L、XL、2XL

品番リスト M L �XL 2XL
ブラック 24415 24416 24417 24418
オリーブ 24419 24465 24469 24470

サイズチャート M L XL 2XL
ウエスト 76〜86 80〜90 84〜94 86〜96
ヒップ 94〜102 96〜104 98〜106 100〜108
股下 76 77 78 79

（cm）※ウエスト、ヒップは商品寸法ではありません。弊社独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※股下は製品寸法です。
※実際の製品は個体差が生じる場合があります。サイズは目安としてご参考ください。

ソフトシェルによる防風と裏地フリースで暖かい直履きパンツ。
プロテクター付属

プロテクター
ひざ
○

裏地フリース 内ふくらはぎ革パッチ

〈ブラック〉

〈オリーブ〉

三角マチ付きで跨りやすい構
造。

冬秋

〈ブラウン〉 〈オリーブ〉

®

®

9月上旬入荷

9月上旬入荷



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。2022/8（P10）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。2022/8（P11）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 August8

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。

9月下旬発売

9月上旬発売
HBG-076 カウレザーロングウインターグローブ

HBG-078 コンビネーションロングウインターグローブ

HBG-076 Cow Leather Long Winter Glove

HBG-078 Combination Long Winter Glove

牛革の冬仕様ロンググローブ。

ゴートスキンとソフトシェル素材を組み合わせた、
操作性重視ウインターロンググローブ。

ツヤ感のあるしっとりとした牛革を全面に使用。レザーと防水透湿フィルムの防風
性＋裏地ボアを組み合わせることで高い防寒性を発揮。指先のパッチとナックルダ
イヤモンドステッチにより高級感のあるクラシカルな雰囲気グローブです。
スマホタッチ対応。
●素材： 牛革（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ポリエステル（中間層）/ 

ボア起毛ポリエステル（裏地）　

秋から使用することを想定し、握り心地を最大限に向上。防水透湿フィルムを廃止
し、操作性を最も重視したモデル。薄手のウインターグローブのためグリップヒー
ターの効果を最大限に発揮できます。保護が必要な手先は堅牢なゴートスキン（や
ぎ革）を使用し、操作性と防寒性を高めるためにカフ部はソフトシェル素材を組み
合わせました。手の平に耐震ゲルパッドを設置し、ロングツーリングも快適に。
●素材： 本革ゴートスキン、ソフトシェル（表地）/ポリエステル（中間層）/ 

ポリエステル（裏地）　

品番リスト M �L �XL
ブラック 29206 29207 29208
ブラウン 29209 29210 29211

品番リスト M �L �XL
ブラック 29227 29229 29230

サイズ：M、L、XL

サイズ：M、L、XL

MENS

MENS

¥8,690(¥7,900)

¥7,810(¥7,100)

防風防水透湿タッチパネル対応

タッチパネル対応

冬秋

手の平耐震ゲルパッドハードプロテクター

〈ブラック〉

〈ブラウン〉

秋 冬



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。2022/8（P12）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。2022/8（P13）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 August8

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。

9月下旬入荷

9月下旬発売
HBG-079 ゴートプロテクターウインターグローブ

HBG-148 ソフトフィットレザーウインターグローブ

HBG-079 Goat Leather Protect Winter Glove

HBG-148 Soft Fit Leather Winter Glove

防寒性、握りやすさに優れたレザーウインターグローブ。

HBG-048から更にフィット感と安全性を向上した
操作性重視ソフトフィットグローブ。

ハードナックルプロテクターと多面に使用した本革（ゴートスキン）により安全性を確
保。指先の形状やパターンを見直し、ストレッチ素材と組み合わせることで握りやす
さを高めました。乗るバイクを選ばないシンプルなデザイン。スマホタッチ対応。
●素材： 本革ゴートスキン（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

ポリエステル（中間層）/ボア起毛ポリエステル（裏地）　

人気のHBG-048ソフトフィットグローブのデザインを踏襲しつつ、手の平を本革に変
更することでより安全性を向上。柔らかい質感ながら、シンサレート中綿と防水透湿
フィルム入りで暖かいウインターグローブ。スマホタッチ対応。
●素材： 本革ゴートスキン、ポリエステル（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

ポリエステル（中間層）/ポリエステル（裏地）

品番リスト M �L �XL
ブラック 29231 29234 29235
ブラウン 29236 29275 29276

品番リスト M �L �XL
ブラック 29283 29284 29291

ブラック/レッド 29292 29293 29294
カーキ 29295 29296 29297
ネイビー 29298 29299 29300

サイズ：M、L、XL

サイズ：M、L、XL

MENS

MENS

¥7,150(¥6,500)

¥5,830(¥5,300)

防風防水透湿

防風防水透湿

タッチパネル対応

タッチパネル対応

冬秋

冬秋

ハードプロテクター

ソフトプロテクター

〈ブラック〉

〈ブラック〉

〈ブラック/レッド〉 〈カーキ〉 〈ネイビー〉

®

〈ブラウン〉



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。2022/8（P12）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。2022/8（P13）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 August8

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。

HBG-057 国産内縫いウインターグローブ
HBG-057 Inside Sewing Gunn Cut Short for Winter Gloves

¥13,970(¥12,700)
上質な北米産デイリーステアを「グローブの聖地」香川の熟練工が仕上げたウイン
ターグローブ。中間層には防水・防風・高透湿インナー、裏地は肌ざわりにこだわった
生地を使用。指内側の縫製ラインを最小限にする「ガンカット」を採用することで、や
わらかくしっとりとしたはめ心地を実現しました。
●素材：牛革（表地）/SAITOS®（防水透湿フィルム）/ベンベルグ®（裏地）
※ 防水仕様となっておりますが、ぬれますと他のウエアや手に色移りする場合があります。 

本格的な雨天の際にはグローブカバーなどとの併用をおすすめします。
※タッチパネルの感度はグローブとの密着度や個人差により感度にバラつきがあります。
※ SAITOS® は小松マテーレ株式会社の登録商標です。
※ベンベルグ ® は旭化成株式会社の登録商標です。

品番リスト M L XL
ブラック 17577 17578 17579
キャメル 17580 17581 17582
チェスナット 17583 17584 17585

サイズ：M、L、XL

極上プレミアムシリーズから
装着感抜群のウインターグローブ。

MENS

タッチパネル対応

〈ブラック〉

〈チェスナット〉

〈キャメル〉

HBG-070 AWソフトフィットロンググローブ

HBG-069 AWラバーナックルグローブ

HBG-070 AW Soft Fit Long Gloves

HBG-069 AW Rubber Knuckle Gloves 

¥6,050(¥5,500)サイズ：M、L、XL

ロング丈で防寒性が高く、ソフトナックルプロテクターを内側にインサートし、安全性
と高い操作性を実現。転倒時もっとも接地しやすい手の平側は化学繊維ではなく、
摩耗性と耐久性の高い本革を使用。ドローコードで手首からの冷風の侵入を防ぎま
す。余ったドローコードはPALSテープに留めておくことでバタつきを防止。手の平に
は耐震ゲルをインサートし、ロングツーリングにも最適。防風防水透湿フィルム入り。
●素材： 本革（やぎ革）・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン（表地）/ 

防風防水透湿フィルム（中間層）/ポリエステル（裏地）
●プロテクター：TPR
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 22712 22723 22727
ブラウン 22736 22737 22738
カーキ 22742 22743 22958

防風防水透湿

防水透湿

ソフトプロテクタータッチパネル対応

ソフトな使い心地のロング丈モデル。

冬秋MENS

〈ブラウン〉

〈カーキ〉〈ブラック〉

ナックルプロテクターはラバーのものを採用しつつ指また部にストレッチ素材を使
用した、フィット感の高いモデル。転倒時もっとも接地しやすい手の平側は化学繊
維ではなく、摩耗性と耐久性の高い本革を使用。柔らかさと安全性を最大限に確
保したグローブ。手の平には耐震ゲルをインサートしロングツーリングにも最適。
防風防水透湿フィルム入り。
●素材： 本革（やぎ革）・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン（表地）/ 

防風防水透湿フィルム（中間層）/ポリエステル（裏地）
●プロテクター：TPR　●パームスライダー：TPR
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 22533 22535 22537

ラバープロテクターで握ったときの違和感を
低減したツーリングモデル。

サイズ：M、L、XL

防風防水透湿 ソフトプロテクタータッチパネル対応

冬秋MENS¥5,610(¥5,100)

®

®

9月上旬入荷

9月下旬入荷

9月下旬入荷

冬秋



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。2022/8（P14）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。2022/8（P15）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 August8

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。

HBG-059 AWカフェレーサーグローブ
HBG-059 AW Cafe Racer Gloves

¥5,940(¥5,400)サイズ：M、L、XL

〈ブラック〉 〈ブラウン〉

全面本革で要所にレザーパッチを当てることで操作性と安全性を確保しつつ、ク
ラシカルな雰囲気を演出。流行のネオクラシックバイクに似合うビンテージスタイ
ル。防風防水透湿フィルム入り。
●素材： 本革（やぎ革）・ポリエステル（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

ポリエステル（裏地）　
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 22205 22206 22207
ブラウン 22208 22209 22210

クラシカルな雰囲気漂う
流行デザインのウインターグローブ。

防風防水透湿タッチパネル対応

冬秋MENS

HBG-068 AWスポーツロンググローブ

HBG-058 AWスポーツショートグローブ

HBG-068 AW Sports Long Gloves

HBG-058 AW Sports Short Gloves

¥9,680(¥8,800)サイズ：M、L、XL

各所にプロテクターを装備し、多面に本革を使用することで安全性を確保したス
ポーティなグローブ。ロング丈でスポーツグローブらしさと防寒性を高めたモデル。
ナックルプロテクターはフローティング構造を採用し、指また部にストレッチ素材
を採用。ウインターグローブの操作性の悪さを低減し、長時間のライディングでも
握力低減を防ぎます。防水防風フィルム入り。
●素材： 本革（やぎ革）（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

ポリエステル（中綿）/ポリエステル（裏地）
●プロテクター：カーボン　●パームスライダー：TPR
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 22217 22404 22405

ブラック/ホワイト 22407 22522 22523
ブラック/ホワイト/レッド 22525 22526 22531

スポーツロングタイプの
ウインターグローブ登場。

〈ブラック〉 〈ブラック/ホワイト〉

〈ブラック/ホワイト/レッド〉

防風防水透湿 カーボンプロテクタータッチパネル対応

冬秋MENS

¥7,480(¥6,800)サイズ：M、L、XL

各所にプロテクターを装備し、多面に本革を使用することで安全性を確保したス
ポーティなグローブ。ショート丈でツーリングに最適なモデル。ナックルプロテク
ターはフローティング構造を採用し、指また部にストレッチ素材を採用。ウインター
グローブの操作性の悪さを低減し、長時間のライディングでも握力低減を防ぎま
す。防水防風フィルム入り。
●素材： 本革（やぎ革）（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

ポリエステル（中綿）/ポリエステル（裏地）
●プロテクター：カーボン　●パームスライダー：TPR
※ タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 22157 22158 22177

ブラック/ホワイト 22178 22179 22180
ブラック/レッド 22181 22199 22200

防風防水透湿 カーボンプロテクタータッチパネル対応

冬秋MENS

スポーツショートタイプの
ウインターグローブ登場。

〈ブラック〉

〈ブラック/ホワイト〉

〈ブラック/レッド〉

9月下旬入荷

9月下旬入荷

9月下旬入荷



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。2022/8（P14）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。2022/8（P15）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 August8

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。

®

9月上旬発売

発売中

HBG-043 AW防水ロンググローブ

HOT BIPOLY 4WAYストレッチインナーグローブ

HBG-043 AW Waterproof Long Gloves  

HOT BIPOLY 4Way Stretch Inner Gloves

ハードナックルプロテクター付きモデル。防風防水透湿フィルムにより急な雨にも
安心。フィルムの防風効果と中綿に採用した保温性に優れるシンサレートとの相乗
効果で抜群の防寒性を発揮します。カフ（袖口）にも面ファスナーバンドを採用し、
より安心して使えるウインターグローブ。
●素材： ポリエステル（表地）/防風防水透湿フィルム（中間層）/ 

シンサレート®（中綿）
●プロテクター：ハードタイプ
※タッチパネル対応はグローブへの密着度や個人差により感度にばらつきがあります。
※経年劣化や使用状況により防水フィルムが破損することがあります。

品番リスト M �L �XL
ブラック 99802 99803 99804
グレー 99805 99806 99807
レッド 99808 99809 99810

¥4,620(¥4,200) サイズ：M、L、XL 冬秋MENS

防風防水透湿タッチパネル対応 ハードプロテクター

〈グレー〉

〈レッド〉

ツーリングに適したロングタイプの防水ウインターグローブ。

人気のホットバイポリインナーグローブが素材変更でリニューアル

〈ブラック〉

¥2,134(¥1,940)

基本的なデザインや基本的な機能は変更せず、生地を見直し、より快適性に優れ
る素材へ変更いたしました。
裏起毛生地とストレッチ素材の組み合わせにより装着感がよく、グローブ内をより
快適にすることが可能。秋冬グローブや革製グローブと併せてご使用いただくこと
で保温性が向上します。

サイズ：XS、S、M、L、LL

品番リスト XS S M L LL
ブラック 27620 27628 27629 27630 27631

HBV-031 足先ウォーマー
HBV-031 Toe Warmers

くつ下の上に装着することで足先の冷えを防止する防寒ウォーマー。ウエットスーツ
の素材を使用することで、高い伸縮・防水・防風・保温性を発揮します。甲側の通気
孔は蒸れを防ぎ、やわらかな素材はシフトチェンジの痛みの軽減に役立ちます。
●2枚入り
●素材：約2mm厚クロロプレンゴム、ナイロン

フリー 21910 ¥968(¥880)
ウエットスーツの素材を使用し、高い伸縮・防水・防風・保温性を備え、
ライディングの多様な環境からライダーをサポートします。

ナイロンジャージ

NEOPRENE
FABRIC

防風性

透湿性

保温性

足先

通気孔

高品質
ネオプレン

断 熱 快 適 性

シフトチェン
ジの

　　　衝撃
も緩和

通気孔で
　　蒸れにく

い

フリーサイズ

足先
ウォーマー

ロングツーリングをもっと快適に

®

9月下旬入荷



※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。2022/8（P16）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。2022/8（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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日
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9
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土
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20
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赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION

当社は下記日程にて夏期休業となります。
夏期休業のお知らせ

夏期休業 8月11日（木）～8月16日（火）
期間中ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

2022年もコロナ禍によりイナバ製作所様のガレージ工場勉強会ができなかったため、
昨年度の優秀店様へ伺い表彰させていただきましたのでご紹介をさせていただきます。
今後も優秀店様への表彰は継続してまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。

SEED岡崎店 バイクワールド
岐阜店

バイクワールド
大宰府店

ライコランド
埼玉店

株式会社
モト・グラッツェ

南海部品
浜松店

ライコランド
柏店 和光2りんかん

Mio MiVue®M760D ドラレコ保証期間延長のご案内
この度、Mio MiVue M760D ドライブレコーダー（商品番号：17100）の保証期
間を商品購入日より1年間から商品購入日より3年間へ変更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。対象となる方は、これからMio MiVue 
M760Dを購入していただくお客様と既に購入しご利用いただいているお客様す
べてとなります。ただし、購入日を証明できる保証書、納品書、レシートなどが無い
場合は今まで通り保証対象外となります。あらかじめご承知おきください。
※Mio MiVue M777D（商品番号：17101）は対象外です。
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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 92729等 ¥4,950
各種

フロント用。

φ42 / 全4色 92734等 ¥4,950 リア用。

ロードステアリング 汎用　取付部φ28.6 17793 ¥22,000 564769 スイッチボックス回り止め穴開け加工が必要です。

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

エンド貫通
PROGRIP® 
711 OE-RA RACE エクストリーム ショート / ブラック 99204 ¥2,640 535158

HIGHSIDER®バーエンドミラー バーエンドミラーアダプター 
別売りタイプ 96693等 各種 取り付けには、バーエンドミラーアダプター（96702）が別途

必要です。

HIGHSIDER® 
バーエンドミラーアダプター YAMAHA1 / ブラック 96702 ¥3,080 512180 バーエンドミラーを取り付けるためのアダプターです。

ウインカーホルダープレート 
（M8用） YAMAHA / KAWASAKI 97420 ¥2,420 521502 リアのみ使用可能。

リアウインカーブラケット 
（M8用）

サービスホール付き 23290 ¥3,850 581841

23289 ¥2,310 581711

Blast Barrier X スクリーン単体 全2色 71539等 ¥13,200 各種
取り付けには、バイザー取付ステー（29704）が別途必要で
す。Blast Barrier スクリーン単体 全2色 68305等 ¥13,200 各種

Aerovisor スクリーン単体 全2色 67572等 ¥5,390 各種

車種専用取付ステー 29704 ¥5,280 593103 Blast Barrier/X・Aerovisorを取り付けるためのステーです。

オイルテンプ用 
センサーフィッティング M14×P1.5 34912 ¥1,540 166116 オイルパンドレンボルトと交換して使用。

フェンダ―レスキット 
（車種対応LEDライセンスランプ付き） 93816 ¥14,300 589182

パイプエンジンガード 25140 ¥29,700 595312 7月下旬発売。

エンジンプロテクター 29708 ¥10,230 593219 8月上旬発売。

マルチウイングキャリア 29546 ¥24,750 594414 最大積載重量：5kg 
GIVI®モノロックケースは32ℓ以下推奨。7月下旬発売。

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：ヘッドライトステーに貼り付け、またはステー
（19245）を使用して取り付け。 
リアカメラ：ステー（19254・20053）を使用して取り付け。 
コントローラー（M760D のみ）：ステー（19249）を使用し
て取り付け。 
ミラーホールを使用するステーは別途ボルトが必要です。

M777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 ステー

カメラステー 
クラッチホルダークランプ 19245 ¥990 570555 M760D・M777Dのフロントカメラを取り付けるためのス

テーです。左側のみ取り付け可能。

リアステー 19254 ¥1,650 570593 M760D・M777Dのリアカメラを取り付けるためのステーで
す。リアナンバーステー 20053 ¥1,980 573778

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 M760Dのスイッチを取り付けるためのステーです。

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644
本体：バイク用ステー（78180）を使用して取り付け。 
レーザー受信ユニット：ステー（64436等+64439等）
を使用して取り付け。電源取り出しには、USB電源 Type-A
（99502等）が別途必要です。

メーカー YAMAHA

車種名 XSR900

型式 /フレームNO BEA6/RN80J

※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 XSR900（2022年モデル）
商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

マルチバーUSB電源 Type-C
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USB電源 Type-A
ミラークランプタイプ 94497 ¥5,060 492635

ハンドルポストクランプタイプ 93386等 ¥5,280 各種

マルチバーホルダー
ミラークランプタイプ 全2色 78030等 ¥1,980

各種
ハンドルポストクランプタイプ 77436等 ¥2,310

GIVI®タンクロックバッグ 97515等 各種 取り付けには、アタッチメント（95276）が別途必要です。

GIVI®タンクロックアタッチメント BF05 95276 ¥2,640 499795 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。

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 / F-16 67926 ¥1,650 333976

リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 / F-16 98737 ¥1,540 536346

オイルクリーンボルト（アルミ製） M14×12×P1.5 
【ホンダ・ヤマハ】 93753 ¥1,782 483350

リプレイスドレンボルト 
（スチール製）

M14×12×P1.5 
【ホンダ・ヤマハ】 16771 ¥1,100 552827

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-15 
フィラーキャップパッキン 17626 ¥198 563281

PREMIUM ZONE 
オイルフィラーキャップ

M20×P2.5 
全3色 91892等 ¥4,950

各種オイルフィラーキャップ M20×P2.5 
全5色 74761等 ¥1,870

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 98401等 ¥1,760

オイルフィルターレンチ 67923/67924/67926/
67925/67927タイプ用 96320 ¥1,540 511930

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

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 
ウィ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 SIMPLE Lサイズ / ブラック 98202 ¥8,250 524220 他：シルバー（97961）

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 フロント側に使用可能。

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

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

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

※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。
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