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INFORMATION

年末年始の営業日のお知らせ

令和4年12月27日（火）まで最終営業日

令和5年1月5日（木）午前10：00から年始営業日
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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。

SP CONNECT
SP CONNECT 1月下旬発売

SP MOTO BUNDLE SPC+　モトバンドル

◆ スマホケースタイプ

■ iPhone

※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

はめ合い面積を25％強くした【SPC＋】マウントを採用したオールインワンセット。取り
付けに必要な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CNC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、六角レンチ付属。
●MagSafe対応。
※ 新型マウント【SPC＋】採用のモトバンドルは、iPhone14シリーズのみの発売となります。iPhone13以前、

Galaxyについてはフォンケースとマウントを別々にお買い求めください。
※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（34092/34094）もしくは、チャージングアンチバイブレーションモジュール（34181）の同時装着
を推奨します。

Looking forward
【SPC】から【SPC+】へ
40％薄く・25％強くなってリニューアル！

40％薄く 【MagSafe】対応 25％強く

今までより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。オフィス用や
車用のマウントは、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
のままに、新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25％
アップ。

34245 ¥16,500(¥15,000)

34247 ¥16,500(¥15,000)

34243 ¥16,500(¥15,000)

34249 ¥16,500(¥15,000)

14 Plus

14 Pro Max

14 Pro

14/13
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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。

12 2022 December

SP CONNECT
SP CONNECT

従来型の[SPC]をご使用中で、
マウントを追加・変更の場合。

マウントに付属の従来型【SPC】用マウント
ヘッドを取り付けて使用します。

オートバイ用のマウントには、新型【SPC+】、従来型【SPC】両方のマ
ウントヘッドが付属します。

新型の【SPC+】には従来型【SPC】用、従来型の【SPC】用（※1）には新型【SPC+】用アダプ
ターが付属します。 ※1：99683、16732、16734、16736、31227、31232のみ
● 付属するアダプターは樹脂製で耐振強度が不足するため、オートバイで使用する場合は、マウントに付属のマウント

ヘッドに交換されることをおすすめします。

フォンケース付属のアダプター
は使用しません。

SPC ヘッド

SPC アダプターSPC ヘッド

SPC+ ヘッド

SPC+ ヘッド

SPC+ アダプター

ヘッド部を【SPC+】対応のマウントヘッド
（35219／35221）に交換します。

【SPC+】フォンケースを【SPC】マウントに
装着することはできません。フォンケース
に合わせ、各種マウントヘッドを【SPC+】
タイプに交換する必要があります。

【SPC+】対応のチャージングモジュール（34234）
もしくは、チャージングアンチバイブレーションモ
ジュール（34181）に交換します。

【SPC+】対応のアンチバイブレーションモ
ジュール（34092/34094）に交換します。

従来型の[SPC]をご使用中で、フォンケース
を新型の[SPC+]に変更した場合。

SP CONNECT 追加購入組み合わせ例

フォンケースとマウントの組み合わせについて

パターン1

マウント フォンケース

各種マウントをご使用のお客様 ワイヤレスチャージングモジュールを
ご使用のお客様

アンチバイブレーションモジュールを
ご使用のお客様

パターン2

SPC+ アダプター
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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。

12 2022 December

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。

別売品（OPTION）

34086：構成部品
iPhone用

装着例

SP PHONE CASE SPC＋　フォンケース

SP PHONE CASE SPC　フォンケース

◆ スマホケースタイプ

34293 ¥6,600(¥6,000)

34255 ¥6,600(¥6,000)

34291 ¥6,600(¥6,000)

34253 ¥6,600(¥6,000)

34211 ¥6,600(¥6,000)

34209 ¥6,600(¥6,000)

34205 ¥6,600(¥6,000)

34207 ¥6,600(¥6,000)

34086 ¥6,600(¥6,000)

34080 ¥6,600(¥6,000)

34084 ¥6,600(¥6,000)

34082 ¥6,600(¥6,000)

SE2/8/7/6s/6
11（XR）※1

11 Pro Max（XS Max）※1

11 Pro（XS/X）※1

12/Pro
12 Pro Max/13 Pro Max ※2

12/13 mini ※2

13 Pro
14/13
14 Pro
14 ProMax
14 Plus

■ iPhone

※1  PHONE CASEは11シリーズ用です。Xシリーズに装着した場合、カメラ部はPHONE CASEに完全に 
フィットしません。

※2  PHONE CASEは13シリーズ用です。12シリーズに装着した場合、カメラ部はPHONE CASEに完全に
フィットしません。

■ Galaxy
34299 ¥6,600(¥6,000)

34301 ¥6,600(¥6,000)

34303 ¥6,600(¥6,000)

34295 ¥6,600(¥6,000)

34297 ¥6,600(¥6,000)

S21
S21+
S21Ultra
S22
S22Ultra

新型【SPC+】マウント対応のフォンケース。40％薄くフラットな背面のケースになりまし
た。マウント部にはマグネットリングを内蔵しているので、オフィスや車用マウントはマグ
ネットでワンタッチ装着が可能。【MagSafe】にも対応し、チャージングモジュールと組
み合わせれば高速ワイヤレス充電も可能です。
●MagSafe対応。
※単独装着不可。SP CONNECT各種マウントが必要です。
※ 付属のSPC変換アダプターは樹脂製のため耐震強度が不十分です。オートバイでお使いの際はマウント側のマ

ウントヘッドをフォンケースのマウント部分の形状に合わせてアルミ製のヘッドに交換されることをおすすめし
ます。

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。

99683* ¥4,620(¥4,200)

16732* ¥4,620(¥4,200)

16734* ¥4,620(¥4,200)

16736* ¥4,620(¥4,200)

SE2/8/7/6s/6
11（XR）
11 Pro Max（XS Max）
11 Pro（XS/X）

■ iPhone ■ Galaxy
31227* ¥4,620(¥4,200)

31232* ¥4,620(¥4,200)

S22
S22Ultra

従来型の【SPC】マウントを採用したフォンケースには、
今後【SPC＋】用変換アダプタ―が付属します。ただし、
付属のアダプターは樹脂製で耐振強度が不十分なた
め、オートバイでお使いの際はマウント側のマウント
ヘッドをフォンケースのマウント部分の形状に合わせて
アルミ製のヘッドに交換されることをお勧めします。
※この変更による品番変更は行ないません。

SP UNIVERSAL INTERFACE SPC+ 
ユニバーサルインターフェース

専用ケースが発売されていないスマートフォン用の
汎用貼り付けアダプター。強力両面テープ使用。
※ バイク取り付けには、SP CONNECT各種マウントが必要です。

34216 ¥3,960(¥3,600)Universal

■ 汎用
35221 ¥3,190(¥2,900)

35219 ¥2,420(¥2,200)

SPC+ クローム

SPC+ ブラック

SP HEAD SPC+　マウントヘッド

フォンケースの形状に合わせて交換するマウント用ヘッド。
35219

35221

【SPC】フォンケース仕様変更について

28228：構成部品
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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。2022/12（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。2022/12（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。

12 2022 December

SP CONNECT
SP CONNECT

今後、オートバイ用の各種マウントは、新型の【SPC＋】と従来型の【SPC】両方のマウントヘッドが
付属する仕様にランニングチェンジされます。
【SPC+】【SPC】両方のマウントヘッドが同梱されている商品は、パッケージ左上に　　　が印字
されています。
※この変更による品番変更は行ないません。

各種マウントの仕様変更について

SP MOTO MOUNT PRO SPC+　モトマウントプロ

様々な径のハンドルバーに取り付けできます。（φ22.2/25.4/28.6/31.7mm）
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。ステンレスボルト使用。

※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【SPC+】用（34092/34094）、【SPC】用（19143/24024）の同時装着を推奨します。

SP BAR CLAMP MOUNT PRO SPC+　バークランプマウントプロ

SP CLUTCH MOUNT PRO SPC+　クラッチマウントプロ

バークランプマウントのヘッド部が角度調整可能になった上位モデル。
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。ステンレスボルト使用。
付属ボルト（M8×40mm/M8×45mm/M8×50mm）

クラッチマウントのヘッド部分が角度調整可能になった上位モデル。国産車の他、ハー
レーダビッドソンにも取り付けできます。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。ステンレスボルト使用。付属ボルト（M6/UNC1/4インチ-20）

24586：構成部品

17078：構成部品

17078

17077

17705

24586

99490 17806

99490：構成部品

99490 ¥9,350(¥8,500)

17077 ¥9,350(¥8,500)

17078 ¥9,350(¥8,500)

17806 ¥11,880(¥10,800)

24586 ¥11,880(¥10,800)

17705 ¥11,880(¥10,800)

ブラック

ブラック

ブラック

クロームメッキ

クロームメッキ

クロームメッキ
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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。2022/12（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。2022/12（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。

12 2022 December

34094 ¥6,050(¥5,500)

34092 ¥4,950(¥4,500)

クロームメッキ

ブラック

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。

ANTI VIBRATION MODULE SPC+　アンチバイブレーションモジュール

最新のスマートフォンへのダメージを軽減

周波数 +

モトマウント（標準振動軽減システム）装着状態

非装着

アンチバイブレーションモジュール装着状態

加速度 +

スマートフォンカメラの構造と装着時のご注意
スマートフォンのカメラは、上下のスプリングによってフローティ
ング状態に支持されているレンズを、電磁石の制御によって適宜
移動させることでオートフォーカスを行なっています。
このフローティング支持を担うスプリングに対して強い衝撃や継
続的な振動などのダメージが加わり変形が生じることで、適切な
レンズの移動が行なえず、ピントが合わないといった症状が生じ
ることを確認しました。
※ このため、本品の使用前にフローティング支持を担うスプリングにダメージが蓄

積されている場合、本品の使用を開始後にスマートフォンに不具合が生じること
もありますので、ご了承ください。

（34092）
ブラック

適合マウント

（99490）モトマウントプロ （99492）モトステムマウント
（99494）バークランプマウント （17077）バークランプマウントプロ
（99687（廃番））クラッチマウント （17078）クラッチマウントプロ

（34094）
クローム

適合マウント

（17806）モトマウントプロ クローム
（17705）クラッチマウントプロ クローム
（24586）バークランプマウントプロ クローム

●サイズ：W50×H15（mm）

オートバイ用マウントのマウントヘッドと交換することで、振動によるスマートフォンへの
ダメージを軽減できる別売オプション。独自開発の振動軽減ラバーによる3D振動軽減
効果で、スマートフォンに加わる振動などを最大60%まで抑制し、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。本体は航空機にも
使われるアルミ合金のCNC切削加工仕上げ。回転方向は6°刻みで360°細かい角度調
節が可能です。
※ 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。
※ 本品を装着することで、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、アンチバイブレーションモジュールの同

時装着を推奨します。

99492 ¥9,350(¥8,500)

SP MOTO STEM MOUNT SPC+　モトステムマウント

セパレートハンドル車にSPコネクトを装着できるステムマウント。ステムホールが空いたセ
パレートハンドル車専用。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。ステ
ンレスボルト使用。
適合径： 12〜14.9mm、15〜17.9mm、18〜19.9mm、21〜23.9mm、 

24〜26.9mm、27〜29.9mm
※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【SPC+】用（34092/34094）、【SPC】用（19143/24024）の同時装着を推奨します。

構成部品
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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。

12 2022 December

補修部品

SP CONNECT
SP CONNECT

34234 ¥12,100(¥11,000)

34218 ¥3,300(¥3,000)

34228 ¥4,950(¥4,500) 15514 ¥4,070(¥3,700)

34230 ¥9,900(¥9,000)

SP CHARGING MODULE SPC+ 
チャージングモジュール

SP CHARGING VENT MOUNT SPC+ 
チャージングベントマウント

自転車・オートバイ・車などで幅広く使用できるワイヤレスチャージャー。
●最大出力15W　●MagSafe対応。　●IP65防水仕様。
※ユニバーサルインターフェース（34216）との組み合わせは非推奨。ワイヤレス充電ができない場合があります。
※完全防水ではありません。
※ 充電ケーブルは別売りです。別途、充電する場合はQC.3.0対応電源ケーブル（34185、34187、34183）が必

要となります。
※キーレス車両で電波干渉が発生する場合、エンジンをスタートさせてから充電を開始する必要があります。

RAM®MOUNTSのスマホ固定パーツを交換することでSP CONNECTフォンケース 
またはアクションカメラが簡単に取り付けできるようになります。
●ボール径：25.7ｍｍ　●GoPro®用マウントに接続するマイクロレールアダプター付属　
●RAM®MOUNTSに対応　●GoPro®対応　●樹脂製

カーエアコンの吹き出し口に差し込むことで、スマートフォンの取り付けができるマウン
ト。マグネット式。
※吹き出し口の形状によっては使用できない場合があります。
※オートバイには使用しないでください。
※充電機能はありません。

カーエアコンの吹き出し口に差し込むことで、スマートフォンを充電しながら取り付けが
できるマウント。マグネット式。USB-Aケーブル付属。
●最大出力15W　●MagSafe対応。
※吹き出し口の形状によっては使用できない場合があります。
※オートバイには使用しないでください。
※充電する場合は、QC.3.0対応電源ケーブル（34185、34187）をご使用ください。

SP BALLHEAD MOUNT PRO SPC+
ボールヘッドマウント

SP VENT MOUNT SPC+　ベントマウント

34181 ¥16,500(¥15,000)

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

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）
●最大出力：15W

防振と充電が一体に

SP ADHESIVE MOUNT PRO SPC+　
アドヒーシブマウントプロ

車のダッシュボードなどに両面テープで装着するマウント。アームとボールヘッドで、角度
を自由に調節できます。
※ オートバイには使用しないでください。

35221 ¥3,190(¥2,900)

35219 ¥2,420(¥2,200)

SPC+ クローム

SPC+ ブラック

SP HEAD SPC+　マウントヘッド

フォンケースの形状に合わせて交換するマウント用ヘッド。マウントシリーズに付属す
るヘッドの補修部品としても使用できます。

35219 35221
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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。

12 2022 December

34232 ¥3,300(¥3,000)

34224 ¥3,300(¥3,000)34226 ¥1,650(¥1,500)

34236 ¥16,500(¥15,000)

34238 ¥8,250(¥7,500)

SP Phone Case Lanyard Kit 
フォンケースランヤード

SP CHARGING OFFICE STAND SPC+ 
チャージングオフィススタンド

SP CHARGING PAD SPC+ チャージングパッド

SP CONNECT用ストラップホルダー。フォンケースと携帯の間に挟むだけで簡単に取
り付けできます。

ベルトやポケット、バックパックに簡単に取り付けることが可能。日常使いに便利です。

SPC+フォンケースに装着できるコンパクト
なスマホリング。フォンケースにしっかり固定
できるので安全に保持でき、リングをスタン
ドとしても使用可能です。
●樹脂製
※SPC+フォンケース専用
※装着時はワイヤレス充電できません。

オフィスや自宅で充電しながら使えるスマホホルダー。マグネット式。USBケーブル付属。
●MagSafe対応。　●最大出力：15W
※充電する場合は、QC.3.0対応電源ケーブル（34185、34187）をご使用ください。

オフィスや自宅で充電しながら使える充電パッド。折りたたみ式リングで角度調整可能。
マグネット式。USBケーブル付属。
●MagSafe対応。　●最大出力：15W
※充電する場合は、QC.3.0対応電源ケーブル（34185、34187）をご使用ください。

SP CLIP MOUNT SPC+　クリップマウントSP RING MOUNT SPC+　リングマウント

補修部品／別売品（OPTION）

34183 ¥5,170(¥4,700)

34187 ¥3,410(¥3,100)

34185 ¥3,410(¥3,100)

12V-DC　全長120cm

USB-C　全長50cm

USB-A　全長50cm

12V-DC（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。

34183：12V-DC 34185：USB-A

34241 ¥8,250(¥7,500)

SP OFFICE STAND SPC+ オフィススタンド

オフィスや自宅で使えるスマホホルダー。マグネット式。
※充電機能はありません。

SP CABLE ケーブル
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン

■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
■＝ホンダは単独での取付

作業時間の目安。
※ ※は必須同時交換品を含めた

トータル作業時間の目安。
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2022カタログ掲載頁。

12 2022 December

S-65

角型丸型

31414 ¥2,200(¥2,000)

31022 ¥2,750(¥2,500)31021 ¥2,255(¥2,050)

オイル交換パーフェクトセット
Oil Change Complete Set 12月下旬発売

オイル交換パーフェクトセットにホーネットやジェイドなどに適合するセットを追加しました。
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-65 31414 ¥2,200(¥2,000)

ホーネット '98〜'07 MC31

オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、
センターカバーボルトパッキン×1、レベルゲージパッキン×1、
ドレンボルトガスケット×1

2.4

ジェイド '91〜'93 MC23 2.3

CBR250RR '90〜'94 MC22 2.4

CBR250R '87〜'89 MC17/MC19 2.4

CBR250F '86 MC14 2.4

■オイル交換パーフェクトセット適合表

HONDA

オイル交換時に便利なフルパッケージ！

HONDA 
フェンダーレスキット（保安基準対応LEDライセンスランプ付き）

マグネットシリコントレー

Fender-Less Kit With License Light

Magnetic Silicon Tray

1月下旬発売

11月下旬発売

92650 ¥13,200(¥12,000)

純正ウインカーに対応したLEDライセンスランプ付フェンダーレスキット。
スリムリフレクター付属。ライセンスランプもカプラーオン設計。
●スチール製静電塗装（マットブラック）
※ナンバープレートホルダー等は取り付けしないでください。

■Dax125（'23）〈8BL-JB04〉

装着例

専用設計だからスマート装着

寸法図 寸法図

従来の丸型に加えて四角タイプもラインアップ。皿部分を浅くし、部品の出し入れがしやすくなりました。底面にマグネットが入っているため、鉄面に置けば倒れにくく、外したネジも落ち
ません。シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。収納時にはコンパクトに縮めることができるので便利です。

使いやすいサイズにリニューアル

●開口部：127ｍｍ
●折り畳み時高さ：約23mm
●使用時高さ：約56mm
※ ガソリンや溶剤等を入れると変形する恐れがありま

す。
※ 底面のマグネットは、ボルトのキャッチとトレーの転

倒防止用になります。壁面への取り付けには適しま
せん。

●開口部：126ｍｍ
●折り畳み時高さ：約25mm
●使用時高さ：約60mm
※ ガソリンや溶剤等を入れると変形する恐れがありま

す。
※ 底面のマグネットは、ボルトのキャッチとトレーの転

倒防止用になります。壁面への取り付けには適しま
せん。

使用時 収納時 使用時 収納時
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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。

12 2022 December

アンダーフレームスタンド

フロントフォークスタンド

Lift Stand

Front Fork Stand

1月下旬発売

1月下旬発売

安定感が高いフレームでのリフトアップ

フロントフォークでリフトアップ

ビッグネイキッド等のダウンチューブ(フレーム)が通っている車両を直立に
リフトアップするための商品です。左右高さ違いの設計でサイドスタンドを
かけた状態から1人で安全に安定したリフトアップが可能。前輪のリフト 
アップと後輪のリフトアップにも対応し、通常のスタンドと違い、ステムやス
イングアーム等に掛けないため作業幅も向上します。強風などの転倒対策
にもオススメ。使わないときはコンパクトに収納可能。
●耐荷重200kg
●調整幅：幅調整：235〜360/高さ調整：最大270（mm）
●アンダーフレームが2本ある車両のみ対応
●高さ無段階調整
※アンダーチューブ（フレーム）がない、または1本しかない車両にはご使用できません。
※アンダーチューブ（フレーム）以外でのジャッキアップはできません。

フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのフロントスタンド。カウルに干渉した
りステム下に穴が無いなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。リフトアップ面
はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
フロントを持ち上げて行なう整備に便利です。
●高さ9段階調節　●耐荷重：200kg
※フロントフォーク下部が平面で、左右対称である車両にご使用いただけます。

29980 ¥12,100(¥11,000)

29769 ¥14,300(¥13,000)

約360mm 約235mm

約
2

7
0

ｍ
ｍ

◆ 参考適合車種
■CB1300SF

29768 ¥3,850(¥3,500)フロントフォークスタンドアタッチメント

1月下旬発売

補修部品

●フロントフォークスタンド（29769）専用補修部品
※ 29769以外のスタンドに使用すると、最小幅とローラー設置

の関係で、車両が脱落する恐れがあります。

約242〜343mm
9段階の高さ調節が可能

1
2

4

6

8

3

5

7

9

使用例

使用例



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。2022/12（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。2022/12（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。

12 2022 December

リアスタンド アジャスタブルⅢ オフセットアタッチメント

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 (Offset Attachment)

Adjustable Rear StandⅢ (L-Attachment With Belt)

1月下旬発売

11月下旬発売

レブル250に最適。ダウンマフラーを避けてリフトアップ

1人整備も怖くない

ダウンマフラーを避けてリフトアップができるリアスタンド。
オフセットアタッチメントによりマフラーの脱着をせずに車両のリフトアップが可能に
なります。
●リフトアップ高：288〜392mm　●対応アーム幅：220〜355mm　●耐荷重：200kg

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型アタッチメント部のゴムバンドでリアスタンドをスイングアームに固定することで、 
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、バンドで固定しているた
め、車体をおろした時の反動でスタンドが外れにくくなります。
●リフトアップ高：218〜319mm　●対応アーム幅：260〜390mm　
●耐荷重：200kg

32669 ¥15,400(¥14,000)

32670 ¥15,400(¥14,000)

29767 ¥3,850(¥3,500)

29849 ¥3,850(¥3,500)

補修用オフセットアタッチメント

バンド付きL型アタッチメント

1月下旬発売

補修部品

補修部品

リアスタンドアジャスタブルシリーズのスタンドのオプション
パーツとして使用できるアダプター。
※ リアスタンドアジャスタブル1・2に使用すると、一番低くても

車両が上がりすぎるため、安定性に欠ける恐れがあります。

リアスタンドアジャスタブルシリーズのスタンドのオプション
パーツとして使用できるアダプター。

使用例

使用例

◆ 参考適合車種
■Rebel1100　■Rebel500　■Rebel250

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。2022/12（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。2022/12（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。

12 2022 December

リアスタンド アジャスタブルⅢ U型クランプアタッチメント
Adjustable Rear StandⅢ (U-Type Clamp Attachment) 11月下旬発売

1人整備も怖くない

一人でリアスタンドを掛け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型アタッチメントが、スプールからスタンド
が外れにくくするので、車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく
楽々リフトアップが可能です。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：242〜343mm
●対応アーム幅：約260〜410mm　●耐荷重200kg

32671 ¥15,400(¥14,000)

29982 ¥3,850(¥3,500)U型クランプアタッチメント

補修部品

リアスタンドアジャスタブルシリーズのスタンドのオプション
パーツとして使用できるアダプター。

使用例

仕様変更に伴う品番・価格変更のご案内
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。このたび、一部ストロンガーチェーンロック/ケーブルロックのカギの仕様変更にともな
い、品番・価格の変更をさせていただくこととなりました。詳細に関しましては、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、今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

●旧品と比べてロック部分の頭が平らに変更。
●盗難防止のロック機能を見直しました。
●カギ3本（LED付き×1、LED無し×2）付き。
※カギの複製はできません。
※本商品は盗難を完全に防止するものではありません。

商品名 旧商品番号/標準価格

ストロンガーチェーンロック　2.0m 95398 ¥12,100(¥11,000)

ストロンガーチェーンロック　2.5m 95399 ¥14,300(¥13,000)

ストロンガーチェーンロック　3.0m 95400 ¥16,500(¥15,000)

ストロンガーチェーンロック　4.0m 95000 ¥18,700(¥17,000)

ストロンガーチェーンロック　5.0m 95001 ¥22,550(¥20,500)

ストロンガーチェーンロック　6.0m 95002 ¥26,400(¥24,000)

ストロンガーロックセット　
チェーンロック2.0m+U字ロック220mm 96391 ¥15,400(¥14,000)

ストロンガーケーブルロック　ブラック 97492 ¥2,420(¥2,200)

ストロンガーケーブルロック　レッド 97493 ¥2,420(¥2,200)

ストロンガーケーブルロック　グリーン 97495 ¥2,420(¥2,200)

ストロンガーケーブルロック　オレンジ 97496 ¥2,420(¥2,200)

ストロンガーケーブルロック　ブルー 97498 ¥2,420(¥2,200)

新商品番号/標準価格 JANコード

31236 ¥14,300(¥13,000)

31237 ¥16,500(¥15,000)

31239 ¥18,700(¥17,000)

31240 ¥20,900(¥19,000)

31249 ¥24,200(¥22,000)

31252 ¥27,500(¥25,000)

31253 ¥17,600(¥16,000)

31257 ¥2,750(¥2,500)

31258 ¥2,750(¥2,500)

31259 ¥2,750(¥2,500)

31260 ¥2,750(¥2,500)

31261 ¥2,750(¥2,500)

意匠登録出願中

意匠登録出願中



※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。2022/12（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。2022/12（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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11月 12月

2022年12月営業日カレンダー
火
29
6
13
20
27

水
30
7
14
21
28

木
1
8
15
22
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

赤字は、休日とさせていただきます。

2022 December

日
27
4
11
18
25

月
28
5
12
19
26

INFORMATION

年末年始の営業日のお知らせ

令和4年12月27日（火）まで最終営業日

令和5年1月5日（木）午前10：00から年始営業日

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。

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、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となります。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。

■液状ガスケット厚付け

■液状ガスケット厚付け

■耐ガソリン液状ガスケット

■PROGRIP耐震ゲルタイプ専用

■液状ガスケット薄付け

78893 ¥770(¥700)

96311 ¥880(¥800)

97502 ¥1,210(¥1,100)

93129 ¥770(¥700)

96312 ¥770(¥700)

黒10g 黒12g

グレー10g

グレー8g

白10g

価格変更のお知らせ
このたび「DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ」の価格改定をさせていただくこととなりました。詳しい内容に関しましては、別紙
【DAYTONA MOTORCYCLE GARAGE BASICシリーズ価格改定のお知らせ】をご参照ください。今後とも商品の品質向上に努め、お客様に喜ば
れる商品開発に一層努力する所存でございます。諸般の状況をご賢察の上、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2022 12月号 共通化情報 JOG125

共通化情報 JOG125(2022年モデル) 

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ スクラッチ / 全3色 91005等 ¥5,720 各種

アルミビレットバーエンド

ファインカット / 全6色 72018等 ¥2,090

各種ラウンド / 全5色 67809等
¥1,870

ディッシュ / 全2色 67816等

ヘビーウエイトバーエンド
ファインカット / 全6色 71958等 ¥2,530

各種
ハイディッシュ / 全6色 72039等 ¥2,310

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

汎用ハンドル
（内径φ17～φ19） 
SUZUKI車 / 全6色

99951等 ¥6,930 各種

ブラック 14959 ¥18,700 544563

レバーガード 全4色 92449等 ¥8,140 各種

全長115mm 98100等 各種

LEDヘッドランプバルブ
プレシャス・レイX 97432 ¥9,350 588741 

バイク専用ドライブレコーダー
M760D 17100 ¥32,780 558331 フロントカメラ：車体に貼り付け。

リアカメラ：車体に貼り付け、もしくはステー（19254・
20053）を使って取り付け。
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 19254 ¥1,870 570593

リアカメラを取り付けるためのステーです。20053 ¥2,200 573778

グラブバーキャリア 27886 ¥14,300 593141 最大積載重量：4kg

ハイパフォーマンスバッテリー DYTX5L-BS 92877 ¥7,700 467602

ドレンボルトガスケット

Oリング

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

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

厚さ0.8mm M12

O-11　レベルゲージパッキン

O-18　ストレーナキャップ
　　　  パッキン

24233

17622

17629

¥132

¥198

¥264

099414

563205

563342

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

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ M20×P2.5 / 全3色 91890等 ¥5,500

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

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
M154×H120mm 79015* ¥4,620 434383 フロントに取り付け。

M154×H160mm 79016* ¥4,730 434390 リアに取り付け。

DWRウエイトローラー 外径φ20×幅12mm
12g×3個 90482 ¥1,078 443149 2セット使用。

純正サイズ：外径φ20、12g×6個

メーカー YAMAHA

車種名 JOG125

型式 BKR1/8BJ-SEJ5J

※品番末尾に*印のあるものは、在庫がなくなり次第生産中止となる商品です。
※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。


