
※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。2022/9（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。2022/9（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。

HAWK 11（'22）〈8BL-SC85〉

HONDA 

HONDA 

HONDA HONDA 

パイプエンジンガード

シングルシートカバー

ヘルメットホルダー 車種別マルチバーホルダー

Pipe Engine Guard

Single Seat Cover

Helmet Lock Holder Accessary Mount Bar

9月中旬発売

10月中旬発売

9月上旬発売 9月上旬発売

28945 ¥36,300(¥33,000)

29344 ¥34,100(¥31,000)

29345 ¥34,100(¥31,000)

29305 ¥4,400(¥4,000) 29124 ¥6,380(¥5,800)

シンプルなパイプレイアウト。メインパイプはφ28.6を採用。転倒時の車両の
ダメージを軽減するエンジンガード。入念な設計検討により、車体保護と深い
バンク角確保をバランス良く両立。取付時間短縮を考慮したセパレート構造
（右側）によりマフラーを取り外すことなく、エンジンガード取付が可能。不必
要に目立たないマットブラック塗装済み。
●パイプ径φ28.6　●左右SET　
●スチール製マットブラック塗装
●リダクションスライダーは付属しません。
※パイプ径がφ28.6のため、使用できません。

デザインにマッチした純正近似色塗装カウルの組み合わせにより、カフェレーサーイメージを強調したシングルシートカバーです。
純正シートの上から被せ、シート裏取り付け部へ、タッピングスクリューで取り付けします。
●FRP製　●純正近似色塗装済　●こすれ防止のモールとスポンジ付属　
※純正近似色塗装仕上げの商品です。車体側の純正塗装部と色味は完全に一致しません。
※�FRP製です。すべての作業をハンドメイドで行なうため、左右非対称であったり、カットラインが車体側と一致しない場合があります。
※無理な力をかけると割れ等の原因となります。
※純正シートのタンデム部のFRP製カバーです。装着後は、1人乗りへの記載変更が必要となります。
※お取り付けの際にシートレザーやベルトの擦れや破れに注意してください。

ヘルメットホルダーが標準装備されていない車両にボルトオンでヘルメットホルダーが
取付可能。左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。
●スチール製電着塗装ブラック　
※�駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお
止めください。
※�この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※�この商品に装着した物の盗難、紛失、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承くだ
さい。
※カギのみの補修設定はありませんので、カギの紛失にはご注意ください。（カギ2本付属）

車種専用のバーホルダー。分割式なので通すタイプのクランプにも対応。両サイドに
キャップボルトカラーM8を付属し機能面とドレスアップを両立させました。
別途キャップボルトカラーM8を購入すればオリジナルの組み合わせも可能。
●バー有効長100mm
●パイプ径φ22.2
●スチール製マットブラック塗装

大きく張り出さず目立ちにくい。

カフェレーサーイメージを強調したシングルシートカバー。

スマートに取り付けが可能な車種専用設計！
純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を
崩しません。

専用設計だからスマート装着。

■HAWK 11（'22）〈8BL-SC85〉

■HAWK 11（'22）〈8BL-SC85〉

■HAWK 11（'22）〈8BL-SC85〉 ■HAWK 11（'22）〈8BL-SC85〉

0.75h

0.5h

0.2h

0.5h

ブラック/シルバーメタリック

ブルー/シルバーメタリック29344

組立例
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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。2022/9（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。2022/9（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 September9
チェーンガード

ウインドシールド RSシリーズ/SSシリーズ

Chain Guard

Wind Shield RS Series / SS Series

9月下旬発売

10月中旬発売

軽快感のある見た目でスッキリ。

通勤快適コンセプト。

93098 ¥17,600(¥16,000)

31453 ¥17,600(¥16,000)

31455 ¥17,600(¥16,000)

31754 ¥15,400(¥14,000)

純正と比較し、コンパクトにすることで軽快感をUP。金属感を出してクラシカルな印象のバフと純正風な
質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラックの2色をご用意。お好みに合わせてお選びいただけ
ます。
●�バフ仕上げ（93098）：ステンレス製バフ仕上げ�
マットブラック塗装（31754）：スチール製マットブラック塗装
●純正リアショック、当社アジャスタブルリアショックとの同時装着可能。
※チェーンを覆う面積が少なくなることで泥や汚れの飛散量が多くなります。

スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減！
●スクリーン：ポリカーボネート製（ハードコート仕上げ）　●角度調整機構付き（約10度）　●メインブラケット：スチール製電着塗装ブラック　●φ22.2クランプバー付属
※ウインドシールドは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐車しないでください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。

■GB350/S（'21〜'22）〈2BL-NC59〉

■クロスカブ110（'22）〈8BJ-JA60〉

■クロスカブ110（'22）〈8BJ-JA60〉

バフ仕上げ

ウインドシールドRS

ウインドシールドSS

マットブラック塗装

0.25h

0.5h

93098

93098：装着例93098：装着例

31754

31754：装着例31754：装着例

RSシリーズ

SSシリーズ

装着例 ： 31453　装着車両 ： ■クロスカブ110〈8BJ-JA60〉

装着例 ： 31455　装着車両 ： ■クロスカブ110〈8BJ-JA60〉

補修部品

適合車種 ウインドシールドRS
単品

ウインドシールドHC（廃番）
単品

ウインドシールドSS
単品

シールドステー LRセット
（共通）

ベースステー
LRセット

■クロスカブ110（'22）〈8BL-JA60〉

97522 ¥9,900(¥9,000)

—

91317 ¥9,900(¥9,000) 79423 ¥2,200(¥2,000) 25137 ¥2,750(¥2,500)

ボルトナットセットA
（シールドステー側）（共通）

ボルトナットセットB
（ボディステー側）

バーマウントシャフト
&ボルトセット（共通）

ミラーアダプター
2個セット

79424 ¥2,420(¥2,200) 79443 ¥1,320(¥1,200) 79425 ¥1,650(¥1,500)

—
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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。2022/9（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。2022/9（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 September9

補修部品

PREMIUM ZONE マスターシリンダータンクキャップ

グリップ交換用スロットルスリーブ（Harley-Davidson用）

PREMIUM ZONE Master Cylinder Tank Cap

Throttole Sleeve

10月中旬発売

10月下旬発売

グリップ装着部分がフラットに近い形状でグリップ交換に最適。

94939 ¥1,100(¥1,000) 97434 ¥1,430(¥1,300)

純正類似品でリブ付きタイプのスロットルスリーブ。グリップ交換の際や補修用としてご使用いただけます。
●ブラック　●インチバー用のグリップの同時装着が必要です。
※グリップ装着の場合は必ずグリップボンドを使用してください。
※純正の補修用として使用可能なリブ付きスリーブです。同時装着するグリップにあわせて、リブの切削加工を行なってください。

■デュアルスロットルケーブル車（'96〜'07） ■Throttle by Wire車（'08〜）

92728 92733

0.5h

ケーブルタイプスロットル用/
オープンエンド

電子スロットル用/
クローズドエンド

※'08モデル以降の電子スロットル採用車は使用できません。 ※'07モデル以前のデュアルスロットルケーブル車は使用できません。

汎用品

ご要望にお応えして
再度販売を開始いたしました。

カラー追加で全年式適合になりました。

別体タンク式のマスターシリンダーのタンクキャップを、繊細で丁寧な削りと2色のコ
ントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
●ダイヤフラム＆ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。
●製造上の都合により、装着時のロゴの向きは必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。
●�この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色
ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらか
じめご了承ください。

92728 ¥4,950(¥4,500)

92733 ¥4,950(¥4,500)

ブルー

ブルー

NISSIN φ59

NISSIN φ42

パイプエンジンガード
Pipe Engine Guard 9月下旬発売

ボルトオン装着可能なφ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な
転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。φ25.4のパイプはアメリカンのハンドル
と同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
●装着最大幅�544mm。�
●左右分割タイプ。�
●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。�
●樹脂パッド(リダクションスライダー)付属。�

31933 ¥28,600(¥26,000)■ CB1000R/Black Edition（'18〜'22） 
〈2BL-SC80/8BL-SC80〉

32469 ¥1,210(¥1,100)

95362 ¥330(¥300)

96388 ¥2,530(¥2,300)

20837 ¥2,090(¥1,900)

20814 ¥2,750(¥2,500)

20776 ¥12,650(¥11,500)

20775 ¥12,650(¥11,500)

カラー1個❼

エンドキャップ
2個 25.4mm
パイプ用

❻

リアクション
スライダー
単品

❺

カラーセット❹

ボルトセット❸

エンジン
ガード
本体左側

エンジン
ガード
本体右側

❷

❶
●●❶

●❷
●❸

●❹

●❺

●❻

●❼

0.5h
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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。2022/9（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。2022/9（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 September9

補修部品

ワンタッチリアスタンド　U型クランプアタッチメント
One-Touch Rear Stand With U-Type Clamp 発売中

29982 ¥3,850(¥3,500)U型クランプアタッチメント

ワンタッチリアスタンド�U型クランプアタッチメント（30207）の補修として、リアスタンド
アジャスタブルⅡ（21096）のオプションパーツとして使用できるアダプター。

一人整備も怖くない！

30207 ¥10,780(¥9,800)

一人でリアスタンドを使用することに不安を感じている方でも、安心かつ簡単
に使用できるリアスタンド。バネクランプ機構付きのU型アタッチメントを採
用し、スプールからスタンドが外れやすい状況を回避。車両へワンタッチで
セットし楽々リフトアップ可能。リフトダウン時もバネでクランプされているの
で車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなっています。
●スプール対応径：φ14～φ18（mm）※推奨径18ｍｍ
●リフトアップ高：270～345mm（5段階）
●対応アーム幅：約260～400ｍｍ
●耐荷重200kg
※別途、凹み部の径がφ18のスイングアームスプールをご購入する必要があります。
※凹み部の径がφ18以上のスプールには使用できません。
※凹み部の径がφ18以下のスプールではクランプ機能を充分に発揮できなくなります。
※クランプのバネ効果は、経年劣化により戻りにくくなります。その際は、交換をおすすめいたします。
※�本商品の高さ調節はリアタイヤが少し浮く程度に調節してください。高すぎるとスタンドが掛けづ
らく、不安定になります。
※左右で段違いなどのスイングアームには使用できません。

約270～345mm
5段階の高さ調節が可能

1
2

4
3

5 対応アーム幅
約330～400ｍｍの場合、

外側にオフセット。
約260～330ｍｍの場合、
内側にオフセット。

バネクランプ機構付きのアタッチメントでスプールからスタンドが脱落しません。

車体が傾いている状態からスプールにセットされ続けるため、外れやすい状況を回避し
ます。

スプールに沿ってバネが広がるため、差し込むだけでセットできます。

赤パッド
RED PAD 10月上旬発売

GB350/モンキー125/ハンターカブのリアパッドが登場！

31135 ¥4,400(¥4,000)

40

107

40

91.6 10.1
車種名 年式 タイプ 通しNo

■GB350/S '21 R 122
■モンキー125/ABS '19〜'22 R 122
■ハンターカブ（CT125） '20〜'22 R 122

（mm）

意匠登録出願中

意匠登録出願中



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。2022/9（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。2022/9（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 September9

BMW純正オイルフィルター（カートリッジ）を取り外すためのキャップタイプのレンチ。
BMW純正オイルエレメント番号11427673541に適合。
●3/8インチ（9.5mm）角ソケットレンチ対応品
●R1200GS/ST/Rなどが採用。��
●レンチ差込角3/8インチ（9.5mm）
※変形したオイルフィルターでは、正常にはまらないことや滑てしまうことがあります。
※�BMW純正オイルエレメント番号＝11427721779と11427719357は品番44295（76mm/14面）をご使用ください。

3/8インチ（9.5mm）
角ソケットレンチ対応

BMW用オイルフィルターレンチ
Oil Filter Wrench for BMW 9月下旬発売

74931のリニューアル！

30178 ¥1,540(¥1,400)

■R1200GS、ST、R他（エレメント番号11427673541に適合）

12面 76mm

S-58

S-60

S-57

S-59

30906 ¥1,760(¥1,600)

31011 ¥1,760(¥1,600)

30900 ¥1,980(¥1,800)

30973 ¥1,870(¥1,700)

オイル交換パーフェクトセット

疲労軽減ソックス

Oil Change Complete Set

Fatigue Reduction Socks

9月下旬発売

発売中・31440は9月中旬発売

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-57 30900 ¥1,980(¥1,800)

C125 '22 JA58
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

0.85
グロム '21 JC92 0.9
モンキー125 '22 JB03 0.9

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-58 30906 ¥1,760(¥1,600)
スカイウェイブ400/
タイプS/リミテッド '06〜'16 CK44A（K7〜）/CK45A オイルフィルター×1、オイルフィルターパッキン×1、

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

1.3

スカイウェイブ250 '06〜'14 CJ44A/CJ46A 1.3

S-59 30973 ¥1,870(¥1,700)

ジクサー150 '17〜'21 NG4BG オイルフィルター×1、オイルフィルターパッキン×1、
フィルターカバーパッキン×1、
フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1

0.95
GSX-R125 '18〜'20 DL33B 1.4
GSX-S125 '20〜'21 DL32B 1.4

S-60 31011 ¥1,760(¥1,600) ジクサー250/SF '20〜'21 ED22B
オイルフィルター×1、オイルフィルターパッキン×1、
フィルターカバーパッキン×1、
フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1

1.2

■オイル交換パーフェクトセット適合表
HONDA

SUZUKI

オイル交換時に便利なフルパッケージ！

グレー

31440 ¥1,430(¥1,300)

31441 ¥1,430(¥1,300)

グレー

ネイビーネイビー

ロングツーリングも疲労軽減効果で快適
3段階の着圧により血流促進効果、土踏まず部へのアーチサポート、足裏のシリコ
ンゴム、ふくらはぎへのテーピング効果によって長時間のツーリングの疲れ軽減を
サポート。つま先部分は、銅イオン入り糸が抗菌防臭効果を発揮しツーリングの疲
れを軽減。ロゴがHenlyBeginsからDAYTONAへ変わりました。
●素材：ポリエステル、綿、その他
●サイズ 25〜 27cm
※�洗濯機を使用する場合は必ず洗濯ネットをご使用してください。漂白剤は使用しないでく
ださい。また、蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。

30900 3097330906 31011



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。2022/9（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。2022/9（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 September9

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。

防風フィルムを仕込んだボア生地が首まわりの保温性を発揮。冷たい風から首元を守ります。ヘルメット
の装着を前提にボアを配置したのでフィット感も抜群。ロゴがHenly�BeginsからDAYTONAへ変わり
ました。
●素材：�防風生地/ポリエステル100％�

ボアフリース/ポリエステル100％�
切り替えストレッチ/ポリエステル90％、ポリウレタン10％�
リブ/ポリエステル95％、ポリウレタン5％

※�高温部に触れたり火気に近付けますと、溶けたり穴が開いたりする場合があります。マフラーやエンジン等、高温
部にご注意ください。
※素材の特性上、他の品物に色移りする場合がございますのでご注意ください。

DI-006FA
ボア付防風防寒フリースフルフェイスマスク
31946 ¥2,530(¥2,300)

3WAY仕様の首元防寒対策。

冬秋MENS

シリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ
ボ
ア
ボ
ア
ボ
ア
ボ
ア付付付

ボ
ア
フ
リ
ー
ス
起
毛
生
地肌触りの良い

起毛素材!

ボア付防風防寒シリーズ
Wind Protection Brushed Lining Series

品番リスト S M L XL
ブラック 31938 31939 31940 31941

品番リスト S M L XL
ブラック 31942 31943 31944 31945

サイズ：S、M、L、XL サイズ：S、M、L、XL

サイズ選びの目安 S M L XL
身長 160～170 165～175 170～180 175～185
胸囲 84～92 88～96 92～100 96～104

サイズ選びの目安 S M L XL
股下 75 77 79 81
ウエスト 72～84 76～88 80～92 84～96

（cm） （cm）

冬秋MENS 冬秋MENS

DI-007FA 
ボア付防風防寒インナーフルZIP
¥7,480(¥6,800)

DI-008FA
ボア付防風防寒インナーパンツ
¥5,940(¥5,400)

9月上旬入荷

寒い季節のライディングで一番気になるのは防寒。体温の低下は疲労感を増幅させ、体力も消耗します。この防風インナーをウエアの下に着用することで、すきまから侵入す
る冷たい風を防ぐことができます。ボアにより防風生地と身体との空間が生まれ、抜群の保温力を発揮。もう一枚着込みたいときの、ミッドレイヤーとしてお使いください。�
ロゴがHenlyBeginsからDAYTONAへ変わりました。
●素材：防風生地/ポリエステル100%　ボアフリース/ポリエステル100%　切替ストレッチ/ポリエステル90%・ポリウレタン10%　リブ/ポリエステル95%・ポリウレタン5%

走行中の冷たい風を前面の防風生地がガッチリガード！
背面はストレッチ素材なのでライディングも快適!
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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。2022/9（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。2022/9（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 September9

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。

DI-004FA 
防風防寒インナーパンツ
¥4,510(¥4,100)

シリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ

〈オレンジ〉〈ブラック〉 〈オレンジ〉

〈オレンジ〉〈ブラック〉

〈ブラック〉

品番リスト S M L XL
ブラック 31947 31948 31949 31950
オレンジ 31960 31961 31962 31968

品番リスト M L XL
ブラック 31969 31970 31971
オレンジ 31972 31973 31974

品番リスト S M L XL
ブラック 31978 31979 31980 31981
オレンジ 31982 31983 31984 31985

品番リスト M L XL
ブラック 31975 31976 31977

スタンダードなハーフジップタイプ。

寒い季節のライディングで一番気になるのは防寒。体温の低下は疲労感を増幅させ、体力も消耗します。この防寒インナーシリーズは風が当
たる「前面」を防風仕様にしました。ウエアの下に着用したり組み合わせをすることで、すきまから侵入する冷たい風を防ぐことができます。�
ロゴがHenlyBeginsからDAYTONAへ変わりました。
●素材・防風生地：ポリエステル100％　●切り替えストレッチ：ポリエステル90％・ポリウレタン10％　●リブ：ポリエステル95％・ポリウレタン5％

脱ぎ着しやすいフルジップタイプ。

下半身をガッチリ防寒。

DI-001FA 
防風防寒インナーシャツ
¥5,170(¥4,700)

DI-002FA 
防風防寒インナーフルZIP
¥6,270(¥5,700)

DI-003FA 
防風防寒インナー ネックウォーマ―タイプ
¥5,170(¥4,700)

サイズ：S、M、L、XL サイズ：M、L、XL

サイズ：S、M、L、XLサイズ：M、L、XL

冬秋MENS 冬秋MENS

冬秋MENS冬秋MENS

防風インナーシャツと
ネックウォーマーを一体化。

サイズ選びの目安 M L XL
身長 165～175 170～180 175～185
胸囲 88～96 92～100 96～104

サイズ選びの目安 S M L XL
股下 75 77 79 81
ウエスト 72～84 76～78 80～92 84～96（cm）

（cm）

※ �DI-003FA は DI-001FA/002FA のファスナー付タイプよりもタイト目な設定です。

冬秋MENS

キャップタイプなので、ヘルメットをかぶった時にずれにくく、ヘルメットの汚れ防止にもなります。首元以外にも、口
元、耳、顔、頭と各所を保温できます。首の前側には防風生地を使用し、冷たい風をシャットアウト。ロゴがHenly�
BeginsからDAYTONAへ変わりました。
●素材・防風生地：ポリエステル100%
●切り替えストレッチ：ポリエステル90%・ポリウレタン10%

DI-005FA
防風防寒フルフェイスマスク
31986 ¥2,090(¥1,900)

防風防寒シリーズ
Wind Protection Series 9月上旬入荷



※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。2022/9（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。2022/9（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

2022

4
2022

5
2022

6
2022

7
2022

8
2022

9
2022

10
2022

11
2022

12
2023

1
2023

2
2023

3

2022 September9 published by

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。

8月 9月

10月

日
28
4
11
18
25

2022年9月営業日カレンダー
月
29
5
12
19
26

火
30
6
13
20
27

水
31
7
14
21
28

木
1
8
15
22
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
1

赤字は、休日とさせていただきます。

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！」

新商品番号/標準価格 JANコード

25740 ¥18,700(¥17,000)

25747 ¥18,700(¥17,000)

新商品番号/標準価格 JANコード

19612 ¥30,800(¥28,000)

商品名 旧商品番号/標準価格

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）
■CB1300SF/SB（'10〜'16） 92349 ¥16,500(¥15,000)

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）
■CB1300SF/SB（'03〜'09） 92350 ¥16,500(¥15,000)

商品名 旧商品番号/標準価格

ボルトオンビッグキャブキットPC20 92229 ¥30,800(¥28,000)

品番変更および仕様変更のお知らせ
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仕様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、今後とも宜しくお願い申し上げます。

【変更箇所】�ポリカーボネート製⇒AES製に材質変更となります。 【変更箇所】�ポリカーボネート製⇒AES製に材質変更となります。 【変更箇所】柄の部分の色が青から黒へ変更となります。

75837 ¥5,280(¥4,800) 75767 ¥8,800(¥8,000) 74611 ¥1,320(¥1,200)

ノーズリップ/カーボン エンジンヘッドアクセスカバー/カーボン ラバーツールピックツールセット（グリップ付）

パッケージ変更のお知らせ

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、下記の商品につきまし
てパッケージデザインの変更をさせていただく
ことをご案内いたします。
恐れ入りますが、現行商品の在庫がなくなり次
第、新パッケージに変更し販売させていただき
ます。なお、パッケージの変更に伴う商品番号、
標準価格、JANコードの変更はございません。
大変お手数をおかけすることと存じますが、何
卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

91481 ¥3,850(¥3,500)

六角ソケットセット（レール付き）

■品番そのままで仕様変更

新パッケージ

■価格改定による品番変更

■仕様変更に伴う品番変更（価格の変更はございません。）

標準セイムナンバーキー
Repair Parts for GIVI® 10月下旬発売

31268 ¥12,650(¥11,500)

Z185 セイムキー（内溝/赤）5本セット ※ブラックブッシュ用

バイクを2台以上持っている方、サイドケース併用の方や、ご家族でGIVIボックスをお使
いの方等におすすめの内溝キー5本セット。
※セキュリティーロックキー標準採用ケース以外のすべてのケースに対応。（色や外溝、内溝は問わず）
※付属ブラックブッシュに交換して使用。
※GIVIのキーは、番号による複製、再発行ができません。紛失にご注意ください。
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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） 赤パッド® 79858 ¥4,400 440773 2セット使用。

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 
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 
KAWASAKI車 
M8タイプ用 / 全4色

93134等 ¥5,720 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）

KAWASAKI車 M8タイプ 
全6色 17265等 ¥6,050 各種

RCM concept LOWハンドル 97900 ¥8,800 578964
取り付けには左右スイッチボックスの回り止め穴あけ加工が必
要です。 
バーエンドは別売のRCM concept ミドルウエイトバーエンド
（23103）もしくはM8サイズが使用可能。

GRIPPY GRIP™ 長さ125mm 97467等 各種

PROGRIP® 長さ125mm 98043等 各種

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の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

モンスターミラー 全2色 63525等 ¥1,925 各種 緩衝装置付きミラーアダプター（99782）と同時装着が必要で
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 衝撃緩衝装置無しのミラー取り付けに必要なアダプターです。

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には、別途緩衝装置付きミラー
アダプター（99782）の同時装着が必要です。

HIGHSIDER®バーエンドミラー 96692等 各種 ミラーの位置や角度によってタンクにあたる可能性があります。

HIGHSIDER® 
バーエンドミラーアダプター KAWASAKI / ブラック 96705 ¥3,080 512241 HIGHSIDER®バーエンドミラーアダプター別売タイプを取り付

ける際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

ウインカーホルダープレート 
（M8用） KAWASAKI 97235 ¥2,420 519523 フロント・リア使用可能。

フォーククランプ 
ウインカーブラケット（M8用） φ41フロントフォーク用 19269 ¥5,280 577653

マルチフォーククランプ（M10用） フォーク径φ41 / 全2色 69371等 ¥2,420 各種

オイルテンプ用 
センサーフィッティング M12×P1.5 34910 ¥1,540 166130 純正オイルパンドレンボルトと交換して使用。

フェーエルキャップパッド 
（ポッティングタイプ）

KAWASAKI3 
カーボン調 99145 ¥1,870 535028

タンクパッド（ポッティングタイプ） 96099等 各種

PREMIUM ZONE ステップ

ライダー側ステップ  
PZR-03 
KAWASAKI車用

96559 ¥18,480 513989

パッセンジャー側ステップ 
PZP-08 
KAWASAKI車用type2

96661 ¥18,480 514122

マルチステップ 60623 ¥15,950 265536

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥32,780 558331
本体ユニット：シート下に取り付け。 
フロントカメラ：ヘッドライト上に貼り付け、もしくはステー
（19245等）を使用して取り付け。 
リアカメラ：ステー（19254等）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。

M777D 17101 ¥28,380 558348

メーカー KAWASAKI

車種名 Z650RS

型式 8BL-ER650M

※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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商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」  
カメラステー（フロント）

ミラーM10 
クランプタイプ 19245 ¥990 570555 M760D/M777D用。

フォーククランプ 17098 ¥4,180 566442
M777D専用。

ミラー 20052 ¥2,420 573761

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」  
カメラステー（リア）

19254 ¥1,650 570593
M760D/M777D用。

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」  
コントローラーステー

ミラーM10 
クランプタイプ 19249 ¥1,430 570579

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644

本体：ステー（78180）を使用して取り付け。 
受信ユニット：ステー（94824)を使用してヘッドライト上に貼
り付け、もしくはステー（19245）を組み合わせて取り付け。 
電源の取り出しには、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 他：Type-A（94497）

ハンドルポストクランプタイプ 17672等 ¥5,500 各種 他：Type-A（93386、93381）

マルチバ－ホルダー
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

HenlyBeginsシートバッグ 95741等 各種

PREMIUM ZONE 
ツーリングフック M8ボルト用 / 全8色 91965等 ¥2,090 各種

スーパーオイルフィルター カートリッジ式  F-21 67927 ¥1,760 333983

リプレイスオイルフィルター カートリッジ式  F-21 98739 ¥1,650 536186

オイルクリーンボルト（アルミ製） M12×12×P1.5 
【ホンダ・カワサキ】 93751 ¥1,782 483190

リプレイスドレンボルト 
（スチール製）

マグネット付き
M12×12×P1.5 
【ホンダ・カワサキ】

16769 ¥1,100 552803 他：マグネット無し（16777）

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-37 
フィラーキャップパッキン 17648 ¥198 563724

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

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 φ27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 U字アタッチメントを使用。 
別途スイングアームスプールをご用意ください。

ラジエターキャップ 96378 ¥1,375 510711

ブラックカバー 
ウォータレジスタント 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 フロントに使用可能。

W154×H160mm 79016 ¥4,730 434390 リアに使用可能。

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。

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。
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