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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。

29305 ¥4,400(¥4,000)

29124 ¥6,380(¥5,800)

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。
●スチール製ブラック塗装
※�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）
※別売のサドルバッグサポート（28938）との同時装着はできません。

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

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（'23）〈8BL-SC85〉

■HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

0.2h

0.5h

HONDA 

HONDA 

ヘルメットホルダー

・ヘルメットホルダー
・車種別マルチバーホルダー
・パイプエンジンガード
・サイドバッグサポートセット
・フェンダーレスEDGE™
・シングルシートカバー

車種別マルチバーホルダー

Helmet Lock Holder

Accessory Mount Bar

発売中

発売中

装着例装着例 使用例使用例

装着例装着例

HONDA 
HAWK 11（'23）

※22年表記にて掲載しておりましたHAWK�11ですが、メーカー様の表記に合わせ23年表記といたします。
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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。2022/11（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。2022/11（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 November11

HONDA 

HONDA 

HONDA 

パイプエンジンガード

サイドバッグサポートセット

フェンダーレスEDGE™

Pipe Engine Guard

Saddlebag Support

Fender-Less EDGE™

発売中

発売中

10月下旬発売

28945 ¥36,300(¥33,000)

29202 ¥18,480(¥16,800)

28938 ¥17,600(¥16,000)

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
バンク角の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、エンジンガード取り付けが可能。
●パイプ径φ28.6
●左右セット
●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。

大人のプラモデルをコンセプトにしてデザインされた造形物の組み合わせで違和感のない装着状態を実現!!�2021年度新基準ナ
ンバー角度に対応し、保安基準を満たすLEDライセンスランプ＆スリムリフレクター付属で装着後も安心です。車種専用ブラケット
は贅沢にアルミ削り出しを採用。新基準対応のPREMIUM�ZONEナンバーホルダーセットも標準装備しています。

サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。走行中の不安や危険を解消（リアタイヤへの巻き込み防止）し、安心して運転に集中できます。
スッキリとしたデザインでバッグ非装着時でも目立ちません。サドルバッグやタンデムライダーに接触しないヘルメットホルダー付き。

大きく張り出さず目立ちにくい

■HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

■HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

■HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

0.8h

0.6h

HONDA 
シングルシートカバー
Single Seat Cover 11月下旬発売

29344 ¥34,100(¥31,000)

29345 ¥34,100(¥31,000)

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。

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

■HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

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29345：装着例29345：装着例 29344

HAWK 11（'23）〈8BL-SC85〉

98655同時装着例98655同時装着例

装着例

装着例装着例

™

●左右セット
●スチール製マットブラック塗装
●ヘルメットホルダー付属（カギ2個付）
※ヘルメットホルダーの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。
※別売のヘルメットホルダー(29305)との同時装着はできません。
※ヘルメットホルダーにヘルメットを装着した状態での走行は危険ですのでお止めください。

●純正リアウインカー対応。
●追加購入部品が不要なボルトオン、カプラーオンのキット。
※当社アルミナンバープレートホルダーの同時装着はできません。
※�フェンダーとタイヤの干渉の恐れがあるため、当社ローダウンリンクロッド等、車高調整パーツとの
同時装着はできません。
※車体全長が変化するため、車検証の記載事項の変更が必要となる場合があります。

●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。
※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。
※乗車定員が1人乗りに変更となるため、車検証の記載事項の変更が必要です。
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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。2022/11（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。2022/11（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 November11

マルチウイングキャリア
Multi Wing Carrier 11月下旬発売

発売中

32529 ¥21,450(¥19,500)

■Z650RS（'22）〈8BL-ER650M〉

0.5h

0.3h

デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで
荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。シー
トとキャリアのラインに段差がないため、大きい荷物の積載にも便利。
●�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。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ
●メインパイプφ22.2
●最大積載重量：4kg

装着例装着例

ドレスアップするキャリア

車種別マルチバーホルダー
Accessory Mounting Bar For Clip On Style Handlebars

パイプエンジンガード
Pipe Engine Guard 11月中旬発売

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。
●パイプ径：φ25.4　●左右セット　●スチール製マットブラック塗装仕上げ　●リダクションスライダー付属

31910 ¥33,000(¥30,000)

■Z650RS（'22）〈8BL-ER650M〉

装着例装着例 装着例

装着例

大きく張り出さず目立ちにくい

装着例装着例 31442 ¥6,270(¥5,700)

■ REBEL250/500（'17〜'22）〈2BK-MC49/2BC-PC60〉

専用設計だからスマート装着
スマートフォンやUSB電源など電子機器の取り付けに便利なREBEL専
用マルチバーホルダー。スマートフォンをメーター上部に設置できるので
視線の移動が少なく便利。別売のスマートフォンホルダー3／プラスを横
向きに装着すれば、純正メーター前側にスマートフォンがスッキリ収まり
ます。マルチバーホルダー本体は分割式なので、バーに通すタイプのアク
セサリーにも対応。両サイドにはPREMIUMZONEのキャップボルトカ
ラーを使用し、機能とルックスを両立させました。
●バー有効長＝約100mm
●パイプ径φ22.2
●スチール製マットブラック塗装仕上げ
●�バー本体を右側にオフセットしているため、別売のVELONAタコメーターKITの同時装着が
可能です。
●別売の当社スクリーンKITが同時装着可能です。
※積載目安重量：0.6kg
※�当社スクリーンキット装着の場合、スクリーンの調整位置によっては同時装着できない場合があ
ります。最も立てた位置でご使用ください。

LEDバルブ シリウス ゼータ・マルチ
LED Bulb Sirius Zeta Multi 発売中

ポジション付ヘッドライト車にフォース・レイ（廃番）/プレシャス・レイを装着した際に起き
る、色温度の違いを解消する6500Kのウェッジバルブ。T10規格同寸法のサイズにLED
を多数配置し、ハロゲンバルブ同等の約270度照射。2個セット。車検対応。T10バルブ
対応。
●寸法：φ9.75×24mm　●高輝度LED素子×8個　●150ルーメン�6500K�
●定電流回路内蔵　●カラー：ホワイト
●�拡散剤配合の特殊樹脂を使用し、バルブ全体が発光しているような拡散性を持たせています。
※�ヘッドライトのポジション用です。ライセンスランプ（ナンバー灯）用としての試験は行なっておりません。
※色温度は完全に一致しない場合があります。

装着例装着例 32470 ¥3,520(¥3,200)

17234同時装着例17234同時装着例

0.5h

最大
積載重量

4kg
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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。2022/11（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。2022/11（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 November11

92655 ¥4,400(¥4,000)■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

スマートフォンやUSB電源など、電子機器の装着に便利なバーホルダー。ボルトオン装
着可能です。
●パイプ部、ステー：スチール製マットブラック塗装　●バー外径：φ22.2　●バー有効長：200mm
●積載目安荷重：1kg　●車種専用ステー付属
※ハンドル、マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※�転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

マルチマウントバー FE
Multi Mount Bar FE 発売中

0.3h

ウインドシールド RSシリーズ/SSシリーズ
Wind Shield RS Series / SS Series 11月中旬発売

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！

92652 ¥18,700(¥17,000) 92653 ¥18,700(¥17,000)

●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。

■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉 ■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

ウインドシールドRS ウインドシールドSS

0.5h

RSシリーズ SSシリーズ

装着例 ： 92652　装着車両 ： ■DAX〈8BL-JB04〉 装着例 ： 92653　装着車両 ： ■DAX〈8BL-JB04〉

装着例装着例

・ウインドシールド RSシリーズ/SSシリーズ
・マルチマウントバー FE
・VELONA™ タコメーターキット φ48
・ヘルメットホルダー
・サドルバッグサポート
・クラシックキャリア

HONDA 
Dax125（ST125）（'23）

※DAX125・22年表記にて掲載しておりましたDAX125ですが、メーカー様の表記に合わせ車両名：Dax125、年式23年表記といたします。



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。2022/11（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。2022/11（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 November11
DAX125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

92651 ¥3,740(¥3,400)

27507 ¥18,700(¥17,000)

左側専用

■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

ヘルメットホルダーが純正で装備されていない車両にボルトオンで装着できるヘルメットホルダー。�
純正ライクな見た目が車両の雰囲気を崩しません。車種専用設計なので、スマートに取り付けが可能です。
●スチール製ブラック塗装
●当社クラシックキャリア（27523）との同時装着が可能です。
※�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）
※当社サドルバッグサポート（27510）との同時装着はできません。

純正スピードメーターの左側に、小径の「VELONA」φ48タコメーターをバランス良く
装着できます。タコメーターは、9000rpmブラックボディ／ブラックパネル。取り付けス
テー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能です。メーターステーは防振対策のため
ラバーマウントを採用しています。
●バックライトカラー3色切り替え可能（白、青、橙）
●オープニング機能付き
●シフトインジケーター（赤）機能付き
●最高回転数記憶機能付き
※針、液晶共にMAX9000rpm表示となります。
※9000rpm以上の回転数は表示されません。
※左側取付け専用です。右側への移設不可。

ヘルメットホルダー

VELONA™ タコメーターキット φ48

Helmet Lock Holder

VELONA™ Tachometer Kit φ48

発売中

発売中

0.3h

1.0h

27523 ¥21,450(¥19,500)27510  ¥14,850(¥13,500) ■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉左側用

■Dax125（ST125）（'23）〈8BL-JB04〉

クラシックキャリアサドルバッグサポート
Classic CarrierSaddlebag Support 発売中発売中

0.5h0.5h

最大
積載重量

4kg

サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。ヘルメットホルダー付きなの
で、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。固定用ボルトがオフセットし
ているので社外リアショックとの併用も可能です。
●左側専用。　●ヘルメットホルダー付属。（カギ2本付属）　●純正アクセサリーのリアキャリア同時装着可能。　
●当社クラシックキャリア（27523）との同時装着が可能。　●スチール製マットブラック塗装仕上げ
●推奨バッグ：容量6L　●利用可能バッグ：容量6～12L前後　●最大積載重量：5kg
※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）
※当社ヘルメットホルダー（92651）同時装着不可。
※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。
※ヘルメットホルダーにヘルメットを装着した状態での走行は危険ですのでお止めください。

グラブバーキャリア
Grab Bar Carrier 発売中

27886 ¥14,300(¥13,000)■JOG125（'22）〈8BJ-SEJ5J〉

0.5h

積載時の安定性と実用性を重視した、グラブバーキャリア。タンデムシートと荷台の上面
がフラットなので、大きな荷物も安全に積載できます。
●スチール製ブラック塗装仕上げ　●積載部分寸法：長さ196×幅（前側）232×幅（後側）266（mm）
※�GIVIボックス取り付けの場合は27L以下のサイズを使用してください。フレーム破損の恐れがあります。
※最大積載重量を超える重量のトップケースは使用しないでください。

装着例装着例

グラブバータイプのすっきりしたデザイン
最大

積載重量

4kg

純正グラブバー同径のパイプを使用することで、車体に馴染むデザインにしました。キャリ
ア装着状態で純正シートの開閉も可能。
●�当社サドルバッグサポート（27510）、ヘルメットホルダー（92651）との同時装着可能。ただし、3点同時装着
はできません。

●スチール製クロームメッキ仕上げ　●最大積載重量：4kg
●積載部分寸法：長さ192×幅（前側）186×幅（後側）178（mm）　●MADE�IN�JAPAN
※�GIVIボックス取り付けの場合は27L以下のサイズを使用してください。�
フレーム、キャリア破損の恐れがあります。

装着例装着例

装着例装着例

装着例装着例

装着例装着例



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。2022/11（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。2022/11（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 November11
SP CONNECT
SP CONNECT

Looking forward
SPコネクトが【SPC+】となって
40％薄く・25％強くリニューアル

40％薄く 【MagSafe】対応 25％強く

40％薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上
に安定して置くことができます。発売予定の車用マウント
は、マグネットでワンタッチ装着が可能。

【MagSafe】対応。ワイヤレスチャージングモジュール
を使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電
が可能です。

90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能はそ
のまま、新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25％
アップ。

SP PHONE CASE SPC＋ フォンケース

■ iPhone

34082 ¥6,600(¥6,000)
34094 ¥6,050(¥5,500)

34084 ¥6,600(¥6,000)
34092 ¥4,950(¥4,500)

34080 ¥6,600(¥6,000)

34086 ¥6,600(¥6,000)

14 Plus
クロームメッキ

14 ProMax
ブラック

14 Pro

14/13

iPhone用
※スマートフォンは付属しません。

MagSafe対応
新型クランプ「SPC+」採用。従来型クランプ「SPC」に対応する変換アダプター付属。

◆ スマホケースタイプ
Anti Vibration Module SPC＋
アンチバイブレーションモジュール

各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付ける別売オプション。独自開発の振動
軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラな
ど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。
※�本品の動きを制限する恐れがあるため、シリコンバンドを外してご使用ください。また、スマートフォンの脱落を
防ぐため、フォンケース装着の際は取り付けを目視でもご確認ください。
※�車両から伝わる振動・衝撃によるダメージをより軽減するためのモジュールです。スマートフォンの全ての故障を
回避できるものではありません。
※最新のスマートフォン（特にiPhone10以降のモデル）を使用する場合、本品の同時装着を推奨します。

34092：ブラック

34094：クロームメッキ
※表面はクロームメッキ仕上げです。

※MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple�Inc.の商標です。
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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。2022/11（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。2022/11（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 November11

補修部品／別売品（OPTION）

補修部品／別売品（OPTION）

■各種マウント

■各種フォンケース

34183 ¥5,170(¥4,700)

34189 ¥880(¥800)

34192 ¥880(¥800)

34187 ¥3,410(¥3,100)

34185 ¥3,410(¥3,100)

34181 ¥16,500(¥15,000)
12VDC　全長120cm

SPC

SPC+

USB-C　全長50cm

USB-A　全長50cm

SP Charging Anti Vibration Module SPC＋ 
チャージング アンチ バイブレーション モジュール

SP Adapter SPC+/SPC

アンチバイブレーションモジュール付きワイヤレスチャージャー。
自転車・オートバイ・車などで幅広く使用できる防水性能：IP65。
●入力：USB-C:�USB-PD、USB-A:�5V/2A�•�5V/3A、�QC�2.0/3.0
●USB-AからUSB-Cへの変換ケーブル付属。（USB-C側のみ防水）
●出力：15W

防振と充電が一体に
12VDC（34183）は車体から直接、もしくはUSB-A／Cポートからチャージングアンチバイブレーションモ
ジュールへ給電するためのオプションケーブル。USB-A（34185）はチャージングアンチバイブレーションモ
ジュールの付属品です。

フォンケースの形状に合わせて交換するアダプター。マウントシリーズに付属するアダ
プターの補修部品としても使用できます。

34183：12VDC

34192

34185：USB-A

34189

従来モデル【SPC】をご愛用のお客様へ

今後は【SPC＋】に随時変更となりますが、【SPC】タイプのマウントヘッドも付属し
ます。
※この変更による品番変更はおこないません。

■�対象品番
・モトマウント�プロ　ブラック：99490/クロームメッキ：17806
・バークランプマウント�プロ　ブラック：17077/クロームメッキ：24586
・クラッチマウント�プロ　ブラック：17078/クロームメッキ：17705
・モトステムマウント　99492

今後は【SPC＋】用変換アダプタ―が付属します。ただし、ケース付属のアダプターは
樹脂製のため、【SPC＋】にご使用の場合は早めにマウントヘッドをアルミ製
のSPC用（34189）へ変更することをおすすめします。
※この変更による品番変更は行ないません。

■�対象品番
●��iPhone
・SE2/8/7/6s/6　99683
・8+/7+/6s+/6+　99620
・11（XR）　16732
・11�Pro�Max（XS�Max）　16734
・11�Pro（XS/X）　16736
・12/Pro　19440
・12�Pro�Max　19464
・12�mini　19442
・13　28217
・13�Pro　28215
・13�Pro�Max　28219
・13�mini　28228

●�Galaxy�
・S21�24311 
・S21+�24312
・S21�ULTRA�24314
・S22�31227
・S22�ULTRA�31232 

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。2022/11（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。2022/11（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 November11
DI-009 ゲルパンツ
DI-009 Gel Pants 11月下旬発売

体圧を効果的に分散するハニカム構造のゲ
ルが、ツーリングライダーの悩みであるお尻
の痛みを軽減。お尻周りを広範囲にサポート
することで、スーパースポーツからアメリカン
まで、幅広いライディングポジションに対応し
ます。通気性に優れるので蒸れにくく、外から
目立ちにくいので、違和感がありません。
●素材：ポリエステル85％、ポリウレタン15％
※�洗濯時はゲルを取り外してからネットを使
用し、ソフト設定にて洗濯をしてください。
淡色物と一緒に洗わないでください。

お尻の痛みを軽減

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。

¥5,280(¥4,800)

品番リスト S M L XL
ブラック 32496 32497 32498 32499

サイズ：S、M、L、XL

11月下旬発売
23ℓtype E23シリーズ（左右1セット）
23 Liter type E23 Series (Left & Right Sets) 

コンパクトダイヤルロック
Compact Dial Lock 31622は11月下旬発売・16835は11月下旬より順次ループ拡大品にランニングチェンジ

ヘルメットやバッグ、ジャケットのいたずら抑止に
ダイヤル式ロックがリニューアル。ワイヤー先端のループをロック本体が通せる大きさに変更し、より使いやすくなりました。また、ワイヤー長400mmのストレートタイプもラインアップ
追加。用途に合わせてお選びください。ヘッドは360度回転することで南京錠用の穴に入れやすい構造。ダイヤルは「0～9」の数字3桁で設定可能。「0」の位置のみ一方方向にしか動
かないので暗い駐輪場でも左に回せば「0」で止まります。

31622 ¥1,760(¥1,600)

31623 ¥37,400(¥34,000)

16835 ¥1,760(¥1,600)【DLK040】ストレートタイプ

E23ND

【DLK120】カールコードタイプ

●カギが増えないダイヤル設定
●ワイヤー長�400mm

●カギが増えないダイヤル設定
●ワイヤー長�1200mm

使用例使用例 使用例

仕様変更品

E23

日本限定エンブレム採用。V-strom250やVersys250�
のような、ミドルサイズのアドベンチャーバイクにおすすめです。
耐UV性樹脂製未塗装ブラック。左右セット
車種専用PL/PLR/PLO-MKパニアホルダー（別売り）専用品。
容量（片側）＝23ℓ�重量（片側）＝1.9kg
奥行×幅×高さ（外側）…221×468×356（mm）
最大積載重量：5kg（片側）�
※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下（片側）を推奨。
※�トップケース用セイムキー＆シリンダーセットは付属しません。
※�左右サイドケースにはあらかじめセイムナンバーキー（内溝タイプ）組み付け済み。
※�フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※�PL、PLR、PLO-MKシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。
※PLO-MKは車両によって取り付け時に蓋が閉まりにくい場合があります。
※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。

未塗装ブラック

※�未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。

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

○ × ×

収納例

装着例

二重構造のハニカムゲルで体圧を
分散。ライディング中の疲労・お尻
の痛みを軽減します。

ゲルを取外しできるので、洗濯も
簡単。

表からも目立ちづらく違和感の少
ない装着感。

「OPEN」「REMOVE」「LOCK」の3ポジションキー方式を採用した、
シャープなデザインのGIVIサイドケースの左右セット
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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 November11

WATER RESISTANT

耐水圧
20,000mm

驚異の

車種ごとの縫製形状で車体にぴったりフィット。左右非
対称形状で駐輪時もしっかりカバーします。ロックホー
ルや固定ベルトの位置を車種ごとに設定。また、マフ
ラーに接触する部分には耐熱パッドを縫い付け。スク
リーン装着車両に使用できるスクリーンカバーを付
属。カバ―装着時の傷を抑止します。

雨に強い

一般的なバイクカバーの10倍～20
倍の耐水性能を誇るWRLite生地を
使用。水がしみ込みやすい縫製ライン
の裏側には止水処理を施し水の浸入
を抑止。

スクリーン装着車両に使用でき
るスクリーンカバー付き。

エアベンチレーション

通気性を良好にするエアベント機構。
左右のミラー部からこもった湿気を
排出。

前後判別

フロント側のロックホールスリットを
赤色、リア側のロックホールスリット
を黄色に分けて前後の判別ができる。

熱に強い

各車種のマフラー位置に合わせて耐
熱パッドを縫い付け。

風に強い

車体中央下部のワンタッチベルトと
前後絞りひもでカバーが風で飛んで
いく心配がない。ベルトは左右どちら
からも取り外し可能。絞りひもは面
ファスナーで固定可能。

リア フロント

1 2 3

4

4

盗難に強い

前後に大型ロック用チェーンホール付
き。わざわざカバーをめくってチェーン
ロックをする必要がない。

5

5

6

1

2

使用例：ブラックカバーWR Lite
（CT125：32127）

使用例：ブラックカバーWR Lite
（PCX：32138）

使用例：ブラックカバーWR Lite
（原2スクーターBOX専用：32167）

小さいバイク専用設計の
ブラックカバー登場！

様々な機能を各車種に合わせて位置やサイズを設定。全ての機能が車種専用

※完全防水ではありません。
※カバーを被せるときは、エンジンやマフラーなどの熱が十分に冷めていることを確認した上で被せてください。
※直射日光や風雨、砂ぼこり等から車両を保護することによりバイクカバーは必ず経年変化が発生します。使用状況により異なりますが、色あせ
する場合があります。

※社外マフラー装着車の場合はカバー本体の耐熱パッドと位置が合わない場合があります。
※スクリーン装着車でスクリーンのサイズが大きい場合は被せた際のフィッティングが変わる可能性があります。

3

6

ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト
Black Cover Water Resistant Lite 10月下旬発売

32167 ¥19,800(¥18,000)

32160 ¥17,600(¥16,000)

32156 ¥20,900(¥19,000)

32138 ¥18,700(¥17,000)

32133 ¥21,450(¥19,500)

32127 ¥19,800(¥18,000)

原2スクーター BOX専用

原2スクーター専用

■PCX BOX専用

■PCX専用

■CT125 BOX専用

■CT125専用
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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 November11
リアスタンド アジャスタブルⅢ

バンド付きL型アタッチメント

Adjustable Rear StandⅢ

L-Attachment with Belt

11月下旬発売

11月下旬発売

より幅広い車種に対応

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには
欠かせないリアスタンドです。新形状フレームと鋳造アームの採用により
安心の剛性感。リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する
構造にすることで、作業時の安定感が向上しました。L型とU型アタッチメン
トを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能な
ので、車両ごとに適切な高さでリフトアップできます。
●耐荷重：200kg
※�左右で段違い等のスイングアームには使用できません。U型アタッチメントを使用する際は別途
スイングアームスプールを購入する必要があります。

使用例

使用例使用例

L型

L型：内側にオフセットした場合

U型

U型：内側にオフセットした場合

約300～390mm

約260～350mm

約550mm

L型：約218～319mm
U型：約242～343mm
9段階の高さ調節が可能

約300～410mm

約260～370mm

アタッチメント：U型 アタッチメント：L型

1
2

4
6

8

3
5
7

9

27934 ¥15,400(¥14,000)

リアスタンドアジャスタブルシリーズ（21096/27934）と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）のオプションパーツとして使用できる
アダプター。一人でL型アタッチメントを使用してリアスタンドを掛けることに不安がある方にオススメ。L型アタッチメントに装着されているゴムバンドをスイン
グアームに巻くことでリアスタンドをスイングアームに固定することができます。そのためスタンドを支えることなくリフトアップが簡単になります。また、バンド
で固定となるため、おろした際にもスタンドが落下しなくなります。

補修部品

補修部品

32702 ¥1,320(¥1,200)

29982 ¥3,850(¥3,500)

25261 ¥2,750(¥2,500)

25262 ¥2,750(¥2,500)

25302 ¥825(¥750)

バンド

U型クランプアタッチメント 左右セット

L型アタッチメント 左右セット

U型アタッチメント 左右セット

調整ノブセット

バンド付きL型アダプター用。

29849 ¥3,850(¥3,500)

11月下旬発売

発売中

発売中

別売品（OPTION）

意匠登録出願中

意匠登録出願中
●ロック付き。
●�リアスタンドアジャスタブル（21096）のオプショ
ンパーツとしても使用可能。
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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 November11
イージーリフトアップスタンド べべルギヤタイプ

MOTOREXモトシャインスプールナット

Easy Lift Up Stand Bevel Gear Type

Moto ShineSpool Nuts

11月下旬発売

発売中10月下旬発売

リアスタンドのL型フックを使用の際に不安定になりがちなスイングアーム形状がプレス
タイプや丸楕円パイプの車両に最適です。ツインショックのモンキーやカブ系の車両の
純正ナットと入れ替えることでリアスタンド使用時に安定性の高いU型フックを使用する
ことが可能になります。
●ナット径：19mm　●ネジ径：M10×P1.25

φ10

19

33 8

φ18

M10×17（P1.25）
（有効ネジ長14mm）

寸法図（mm）

26378

装着例装着例

32693

26378 ¥2,750(¥2,500)

32693 ¥2,750(¥2,500) 32726 ¥3,300(¥3,000)

31576 ¥9,790(¥8,900)

シルバー

ブラック 500mℓ

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃
やチェーン注油などの簡単なメンテナンスや、強風や地震などによるバイクの転倒防止
対策としても役立ちます。リフトアップにはベベルギヤ方式を採用することにより、本体を
常に支えながらハンドルを回して昇降ができるため、少ない力でより早く安心して作業が
できます。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
●有効調整範囲：275～340mm
●ストレートタイプの一般的なスイングアームのほか、スプール部のリフトアップにも対応。
※ホイールを取り外すようなメンテナンスには使用できません。
※塗床などの上で使用する場合は、接地部が滑りやすいのでご注意ください。
※�スタンド使用中はフロントブレーキは握った状態を保持してください。デイトナ製「フロントブレーキロック（品
番91712）」の同時使用を推奨します。

340mm

275mm

ギヤ式だから軽い力でらくらくリフトアップ！

リフトハンドルでらくらくリフトアップ可能。

スプールやシャフトでもリフトアップ可能。

稼動式アジャスターパッドで接地部分の安全性
を向上。

特許出願中

洗車後の輝きや色持ちを持続させるための光沢スプレーです。
塗料、プラスチック、クロームなどに使用でき、水滴を避ける効果がある帯電防止保護膜
を形成します。
※つや消し塗装、タイヤ、ハンドル周辺は使用不可。

洗車後の輝きをキープ
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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。

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！」

商品パッケージからの「標準価格表示」廃止のお知らせ
いつもデイトナ商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、株式会社デイトナでは商品への「標準価格表示」を取りやめることとなりましたので、お知らせいたします。今後は順次「標準価格表示」の無い商
品パッケージやPOSラベルに変更となります。なお、カタログやWebサイトでの表示は継続いたします。
お取引先様にはご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

線径 線長 品番/価格 カラー

AVS0.75
（許容電力
14A/12V）

2m

93181 ¥352(¥320) 赤
93182 ¥352(¥320) 黒
93183 ¥352(¥320) 緑
93184 ¥352(¥320) 空
93185 ¥352(¥320) オレンジ
93186 ¥352(¥320) 青
93187 ¥352(¥320) 白
93188 ¥352(¥320) 黄
93189 ¥352(¥320) 緑/黄
93190 ¥352(¥320) 茶
93191 ¥352(¥320) 若葉
93192 ¥352(¥320) 黒/白
93193 ¥352(¥320) 白/黒
93194 ¥352(¥320) 灰
93195 ¥352(¥320) 黒/黄

パッケージ変更のご案内
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、これら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。

純正色ハーネス（1m&2m）

液状ガスケット厚付け

線径 線長 品番/価格 カラー

AVS0.75
（許容電力
14A/12V）

2m

93196 ¥352(¥320) 赤/黒
93197 ¥352(¥320) 赤/黄
93198 ¥352(¥320) 黒/茶
93199 ¥352(¥320) オレンジ/白
93200 ¥352(¥320) 空/白

AVS1.25
（許容電力
20A/12V）

1m
93201 ¥352(¥320) 赤
93202 ¥352(¥320) 緑
93203 ¥352(¥320) 黒

AVS2.0
（許容電力
26A/12V）

1m
93204 ¥407(¥370) 赤
93205 ¥407(¥370) 緑
93206 ¥407(¥370) 黒

AVS0.5
（許容電力
11A/12V）

2m
65097 ¥330(¥300) 赤
65098 ¥330(¥300) 黒
65099 ¥330(¥300) 緑

96313 ¥770(¥700)白10g

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。

商品への「保証書」添付廃止のお知らせ
いつもデイトナ商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、株式会社デイトナでは商品への「保証書」添付を順次取りやめることとなりましたので、お知らせいたします。今後、商品の検査をご依頼の際には、
レシートなど必ず販売日、ご購入店が証明できる書面が必要となりますので、ご購入時のレシートなど、販売日、ご購入店が証明できる書面を1年間保
管していただくようお願いいたします。
お取引先様には対応の変更となりご面倒をお掛けいたしますが、より迅速かつ確実な対応のため何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 11月号 共通化情報 HAWK11

共通化情報 HAWK11(2023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）

No.100 
ゴールデンパッド®χ 97516 ¥5,610 521526

2セット使用。
No.100 
赤パッド® 15664 ¥4,400 547564

ブレーキパッド（リア）

No.18 
ゴールデンパッド®χ 97121 ¥5,610 516485

No.18 
赤パッド® 79802 ¥4,400 441206

No.18 
ハイパーシンタードパッド 72439 ¥5,170 370964

No.18 
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 NISSIN φ59/全4色 92727等 ¥4,950 各種 フロント用。

PREMIUM ZONE 
ハンドルバーエンドプラグ 
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ用
全4色 93911等 ¥6,380

各種アルミビレット 
ヘビーウエイトバーエンド 
純正ハンドル対応 
（リボルバータイプ）

HONDA車 M6タイプ
全6色 99832等 ¥6,930

GRIPPY GRIP™ 全長120mm 99261等 各種 純正グリップ長：118ｍｍ

PROGRIP®
711 OE-RA RACE
エクストリーム ショート

全長118mm /ブラック 99204 ¥2,640 535158 純正グリップ長：118ｍｍ

HIGHSIDER®バーエンドミラー 96692等 各種
バーエンドミラーアダプター別売タイプの取り付けには、
HIGHSIDER® バーエンドミラーアダプター HONDA用
（29181）が別途必要です。
上向きで取り付け。

HIGHSIDER®
バーエンドミラーアダプター 
HONDA用

29181 ¥5,940 591420
HIGHSIDER® バーエンドミラー アダプター別売タイプの取り
付けに必要なアダプターです。使用する際は、インナーウエイト
を取り外してください。

ESS採用車専用
LED対応ウインカーリレー

HONDA 8Pin ESS対応
（0.1W〜100Wまで） 17575 ¥6,050 561751

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

メータープロテクションフィルム 98521 ¥2,420 590690

フェンダーレスEDGE™ 29202 ¥18,480 594179

フェーエルキャップパッド
（ポッティングタイプ） HONDA2 / カーボン調 97915 ¥1,760 521908

タンクパッド（ポッティングタイプ） 96099等 各種

パイプエンジンガード 28945 ¥36,300 593912

シングルシートカバー ブラック/シルバー 29344 ¥34,100 596883 他：ブルー/シルバー（29345）

リアローダウンリンクロッド 97090 ¥20,350 529645 シート高 約10mmダウン。

PREMIUM ZONE
ライダー側ステップセット

PZR-01
HONDA/SUZUKI車用 96557

¥18,480

513873

PREMIUM ZONE
パッセンジャー側ステップセット

PZP-04
HONDA車用 96574 514016

マルチステップ 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：カウル下に取り付け。
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）：カウル等に貼り付け。M777D 17101 ¥28,380 558348

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」カメラステー

19254 ¥1,870 570593
M760D/M777D用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778

メーカー HONDA

車種名 HAWK11

型式 SC85

※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 HAWK11(2023年モデル) 
商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

MOTO GPS LASER 25674 ¥37,400 584644

本体：マルチバーホルダー（29124等）に、スマートフォンホル
ダーWIDE（92601等）とサイドフックセット（95202）を使
用して取り付け。
受信ユニット：ヘッドライトカウル下に貼り付け。
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 ステムクランプタイプ 17670等 ¥5,280 各種 取り付けには、マウントキット（95444）が別途必要です。
他：Type-A（93387、93382）

マルチバーホルダー ステムクランプタイプ 78411等 ¥2,200 各種 取り付けには、マウントキット（95444）が別途必要です。

マウントキット φ13〜14 95444 ¥1,485 502761 マルチバーホルダー ステムクランプタイプ（78411等）を取り
付けるために必要なマウントです。

車種別マルチバーホルダー 29124 ¥6,380 593110

HenlyBegins®
ツーリングシートバッグ 26211等 各種

HenlyBegins®シートバッグ 95741等 各種

GIVI®タンクロックバッグ 97515等 各種
27ℓ以下のバッグ推奨。
取り付けには、タンクロックアタッチメント（97507）が別途必
要です。

GIVI®タンクロックアタッチメント BF30 97507 ¥3,960 518960 GIVI®タンクロックバッグを取り付けるために必要なアタッチメ
ントです。

サイドバッグサポートセット 28938 ¥17,600 594599 左右セット。

PREMIUM ZONE
ツーリングフック M6ボルト用 / 全7色 91955等 ¥1,760 各種

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ14S 92889 ¥14,630 467725

スーパーオイルフィルター™ F-16 カートリッジ式 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 カートリッジ式 98737 ¥1,540 536346

ドレンボルトガスケット

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

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

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 99414 表裏なし。1枚入り。
他：25枚入り（24234）、50枚入り（24235）

Oリング O-06
フィラーキャップパッキン 17617 ¥264 563106

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ M20×P2.5 / 全3色 91890等 ¥4,950

各種アルミビレット
オイルフィラーキャップ
（BULLETタイプ）

M20×P2.5 / 全6色 98399等 ¥1,760

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

リアスタンドアジャスタブルⅡ 21096 ¥10,780 576724 他：リアスタンドアジャスタブルⅢ（27934）（12月発売予
定）

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 フロントに取り付け。

W154×H220mm 79017 ¥4,840 434406 リアに取り付け。

ディスクロック 31255 ¥4,950 595930

フロントのみ取り付け可能。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 車種専用 29305 ¥4,400 593226

※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 11月号 共通化情報 HAWK11



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 11月号 共通化情報 HAWK11 ラブレター2022 11月号 共通化情報 CB250R

共通化情報 CB250R(2023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）

No.100 
ゴールデンパッド®χ 97516 ¥5,610 521526

No.100 
赤パッド® 15664 ¥4,400 547564

ブレーキパッド（リア）

No.83 
ゴールデンパッド®χ 97185 ¥5,610 521649

No.83 
赤パッド® 79868 ¥4,400 440872

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 フロント用。

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ用
全4色 93911等 ¥6,380

各種 付属カラーを左右各2枚使用推奨。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

GRIPPY GRIP™ 全長120mm 99261等 各種 φ22.2ハンドル用。
純正グリップ長：118mm

PROGRIP®
711 OE-RA RACE
エクストリーム ショート 

全長118mm / ブラック 99204 ¥2,640 535158 純正グリップ長：118mm

ハイビジミラー™ ロッドタイプ M10正ネジ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等

各種
HIGHSIDER®バーエンドミラー 96692等

バーエンドミラーアダプター別売タイプの取り付けには、
HIGHSIDER®バーエンドミラーアダプター HONDA用
（29181）が別途必要です。

HIGHSIDER® 
バーエンドミラーアダプター 
HONDA用

29181 ¥5,940 591420
HIGHSIDER®バーエンドミラー アダプター別売タイプの取り
付けに必要なアダプターです。
使用する際は、インナーウエイトを取り外してください。

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

汎用ナックルバイザー 70926等 各種
取り付けには、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 90962 ¥8,470 468722

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 ナックルバイザーの取り付けに必要なステーです。

フェーエルキャップパッド
（ポッティングタイプ） HONDA2 / カーボン調 97915 ¥1,760 521908

パイプエンジンガード 31418 ¥28,600 599105

PREMIUM ZONE
ライダー側ステップセット

PZR-01
HONDA/SUZUKI車用 96557

¥18,480

513873

PREMIUM ZONE
パッセンジャー側ステップセット

PZP-04
HONDA車用 96574 514016

マルチステップ 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：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（19252）を使用して
取り付け。M777D 17101 ¥28,380 558348

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 ¥1,100 570555
M760D/M777D用。

クラッチホルダークランプ 19247 ¥1,870 570562

ミラー 20052 ¥2,420 573761 M777D専用。

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」
カメラステー（リア）

19254 ¥1,870 570593
M760D/M777D用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」
コントローラーステー

クラッチホルダー
クランプタイプ 19252 ¥1,320 570586

メーカー HONDA

車種名 CB250R

型式 MC52

※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 CB250R(2023年モデル) 

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。

ラブレター2022 11月号 共通化情報 CB250R

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

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（64436等+64439等）を使用して取
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

マスターシリンダー
クランプタイプ 17674 ¥5,500 565063 他：Type-A（93380）

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）

マルチバーホルダー

マスターシリンダー
クランプタイプ 77435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

HenlyBegins®
ツーリングシートバッグ Sサイズ 26211等 各種 Sサイズのみ取り付け可能。

HenlyBegins®シートバッグ 95741等 各種

GIVI®シートロックバッグ ST610B 31474 ¥27,500 596869 取り付けには、GIVI®シートロックアタッチメント（17874）が
別途必要です。

GIVI®シートロックアタッチメント S430 17874 ¥6,600 564929 GIVI®シートロックバッグの取り付けに必要なアタッチメントで
す。

マルチウイングキャリア™ 97423 ¥22,550 529126 最大積載重量3kg。GIVI®トップケース装着不可。

ハイパフォーマンス
バッテリー DYTZ8V 95390 ¥13,200 504079

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ M20×P2.5 / 全3色 91890等 ¥4,950

各種アルミビレット
オイルフィラーキャップ
（BULLETタイプ）

M20×P2.5 / 全6色 98399等 ¥1,760

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

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

リアスタンドアジャスタブルⅡ 21096 ¥10,780 576724 他：リアスタンドアジャスタブルⅢ（27934）（12月発売予
定）

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 他：トップBOX装着車用（97948）

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・リア取り付け可能。

ヘルメットホルダー
ミラーM10クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517

車種専用 93112 ¥3,630 521977



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 11月号 共通化情報 Dax125（ST125）

共通化情報 Dax125（ST125）(2023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）

No.71 
ゴールデンパッド®χ 97184 ¥5,610 521632

No.71 
赤パッド® 79855 ¥4,400 440742

ブレーキパッド（リア）

No.83 
ゴールデンパッド®χ 97185 ¥5,610 521649

No.83 
赤パッド® 79868 ¥4,400 440872

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

フロントに取り付け。

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ NISSIN φ38 / 全4色 92737等 ¥4,950 リアに取り付け。

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ用
全4色 93911等 ¥6,380

各種アルミビレット
ヘビーウエイトバーエンド
純正ハンドル対応
（リボルバータイプ）

HONDA車 M6タイプ
全6色 99832等 ¥6,930

GRIPPY GRIP™
全長120mm

99261等
各種

PROGRIP® 98024等

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 15402等

各種

衝撃緩衝装着がないミラーは、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。

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 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 衝撃緩衝装着がないミラーを取り付けるために必要なアダプ
ターです。

VELONA™ タコメーターキット φ48 9000rpm表示 27507 ¥18,700 588802 右側への移設不可。

Aerovisor（エアロバイザー）
スモーク 67572

¥5,390
331712

取り付けには、ステー（97771）が別途必要です。
クリアー 67573 331729

車種専用取付ステー 97771 ¥4,400 522042 Aerovisorを取り付けるために必要なステーです。

ウインドシールド
RSシリーズ 92652

¥18,700
597156

11月上旬発売。
SSシリーズ 92653 597149

汎用ナックルバイザー 70926等 各種
取り付けには、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 90962 ¥8,470 468722

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 ナックルバイザーの取り付けに必要なステーです。

マルチバーホルダー

マスタシリンダ―
クランプタイプ 77435等 ¥2,310 各種

右側のみ取り付け可能。
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タイプ 77436等 ¥2,310

マルチマウントバーFE 92655 ¥4,400 594438

アクセサリークロスバー用
クランプセット φ22.2 / 全6色 99440等 ¥1,870

各種アクセサリークロスバー用
シャフト

シャフト長150mm
全6色 99421等 ¥2,420

アクセサリークロスバー用
アダプターバー 50mm / 全6色 99469等 ¥1,760

クラシックキャリア 27523 ¥21,450 594360
最大積載重量4kg。
GIVI®トップケースは27ℓ以下のみ積載可能。
サドルバッグサポート（27510）もしくはヘルメットホルダー
（92651）との同時装着可能。

メーカー HONDA

車種名 Dax125

型式 JB04

※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 11月号 共通化情報 CB250R



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 Dax125（ST125）(2023年モデル) 

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。

ラブレター2022 11月号 共通化情報 Dax125（ST125）

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

サドルバッグサポート 左側専用 27510 ¥14,850 595916
ヘルメットホルダー付属。
クラシックキャリア（27523）との同時装着可能。
ヘルメットホルダー（92651）同時装着不可。

ハイパフォーマンス
バッテリー DYTZ5S 98309 ¥8,800 539026

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

オイル交換パーフェクトセット S-57 30900 ¥1,980 595497 オイル量 0.85ℓ

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 99414 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

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

ブラックカバー
ウォーターレジスタントライト Mサイズ 97940 ¥12,100 528426 他：トップBOX装着車用（97947）

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・リア取り付け可能。

ヘルメットホルダー

ミラーM10クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517

車種専用 92651 ¥3,740 594285 クラシックキャリア（27510）との同時装着可能。
サドルバッグサポート（27510）同時装着不可。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 11月号 共通化情報 MT-03

共通化情報 MT-03(2023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）

No.85 
ゴールデンパッド®χ 97180 ¥5,610 521601

No.85 
赤パッド® 92530 ¥4,400 472040

ブレーキパッド（リア）

No.86 
ゴールデンパッド®χ 97181 ¥5,610 521618

No.86 
赤パッド® 92531 ¥4,400 472057

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ NISSIN φ42 / 全5色 92732等 ¥4,950 各種 リア用。

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ用
全4色 93911等 ¥6,380

各種 付属カラーを左右各1枚使用。
半月をバーエンド側にして取り付け。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）

YAMAHA車 M6タイプ
全6色 17271等 ¥6,930

GRIPPY GRIP™
全長120mm

99261等
各種

PROGRIP® 98024等

ハイビジミラー™ ローマウント 19435等 ¥9,900 各種 取り付けには、アダプター（99784）が別途必要です。

ミラーアダプター M10ヤマハ用 / ブラック 99784 ¥1,760 541913 ハイビジミラー™を取り付けるために必要なアダプターです。

HIGHSIDER®バーエンドミラー 96693等 各種 取り付けには、アダプター（96703）が別途必要です。

HIGHSIDER®
バーエンドミラーアダプター YAMAHA2 / ブラック 96703 ¥3,080 512203 HIGHSIDER®バーエンド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

フェンダーレスEDGE™ 25765 ¥15,180 585535

フェーエルキャップパッド
（ポッティングタイプ） YAMAHA2 / カーボン調 98640 ¥1,870 528969

エンジンプロテクター 93248 ¥9,680 479902

PREMIUM ZONE 
ライダー側ステップセット

PZR-02
YAMAHA車用 96558

¥18,480

513941

PREMIUM ZONE 
パッセンジャー側
ステップセット

PZP-05
YAMAHA車用 96575 514061

マルチステップ 60620 ¥15,950 265505

リプレイスメントエアフィルター 99861 ¥7,700 540275

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：ヘッドライト下に貼り付け、もしくはステー
（19245）を使用して取り付け。
リアカメラ：テール上に貼り付け、もしくはステー（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等）を使用し
て取り付け。

M777D 17101 ¥28,380 558348

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 ¥1,100 570555 M760D/M777D用。

ミラー 20052 ¥2,420 573761 M777D専用。

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」
カメラステー（リア）

19254 ¥1,870 570593
M760D/M777D用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778

バイク専用ドライブレコーダー
「MiVue®」
コントローラーステー

ミラーM10クランプタイプ 19249 ¥1,540 570579

クラッチホルダー
クランプタイプ 19252 ¥1,320 570586

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（64436等+64439等）を使用して取
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。

メーカー YAMAHA

車種名 MT-03

型式 2BL-RH13J/B6WC

※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 11月号 共通化情報 Dax125（ST125）



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 MT-03(2023年モデル) 

※JANコードは、下6ケタのみを表記してあります。弊社JANコードは頭に「4909449」を付けてください。 ※表示の価格は全て税込み価格です。

ラブレター2022 11月号 共通化情報 MT-03

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

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 右側のみ取り付け可能。他：Type-A（93380）

ミラークランプタイプ 17675 ¥5,280 565070 左側に取り付け推奨。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）

マルチバーホルダー

マスターシリンダー
クランプタイプ 77437等 ¥2,310 各種 右側のみ取り付け可能。

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

左側に取り付け推奨。

ハンドルポストクランプタイプ 77436等 ¥2,310

サイドバッグサポートセット 92379 ¥11,550 491508 左右セット。

ヘルメットホルダー
ミラーM10クランプタイプ 79399 ¥3,245 439517 左側に取り付け推奨。

車種専用 15529 ¥3,630 547847

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ8V 95390 ¥13,200 504079

スーパーオイルフィルター™ F-16 カートリッジ式 67926 ¥1,650 333976

リプレイスオイルフィルター F-01/F-16
カートリッジ式 98737 ¥1,540 536346

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

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 99414 表裏なし。1枚入り。
他：25枚入り（24234）、50枚入り（24235）

Oリング O-16
フィラーキャップパッキン 17627 ¥275 563304

リアスタンドアジャスタブルⅡ 21096 ¥10,780 576724 他：リアスタンドアジャスタブルⅢ（27934）（12月発売予
定）

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 他：トップBOX装着専用（97948）

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
H154×H120mm 79015 ¥4,620 434383 フロントに取り付け。

H154×H160mm 79016 ¥4,730 434390 リアに取り付け。

ディスクロック 31255 ¥4,950 595930

フロントのみ取り付け可能。ストロンガーコンパクト
ディスクロック 94883 ¥2,860 497241


