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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2023カタログ掲載頁。

INFORMATION

価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨今、世界的な原材料・原油価格の高騰により、部品価
格および物流コストの上昇が続いております。このような状況下で、弊社ではコスト削減に努めて参りましたが、
もはや企業努力のみで対応することが困難な状況となっております。つきましては、大変心苦しいお願いとなり
ますが、別途の通り商品の価格改定を実施させていただくことといたしました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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2023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。

タンクロックシリーズ
Tank Lock Series 

脱着可能な防水インナーバッグの二重構造で高い防水性（IPX5相当）を発揮。大容量な
がらスタイリッシュなデザインで、容量は15ℓから20ℓへ2段階拡張できます。タンク
バッグ上面のタブレットポケットは、ワンタッチで脱着することができます。
●最大容量：20ℓ
●サイズ（外側）：縦約230×横約360×高さ210～260（mm）
●商品構成：�マップホルダー、セーフティベルト、ショルダーベルト、フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

脱着可能な防水
インナーカバー

タンク形状に合わせたバッグデザイン

タンクロックアタッチメントにて取り付け

※取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※�タンクバッグは汎用品のためセーフティベルトが届かなかったりタンクバッグ装着の際に固く感じる場合があり
ます。

X-LINE

タブレットホルダー付ショルダーベルト容量可変グリップ 防水
インナーバッグ

コードホルダー

31705 ¥44,000(¥40,000)XL06 発売中

装着例装着例

スタンダードなデザインで装着する車種を選びません。タン
クの形状に沿うように底面が湾曲しています。容量は21ℓか
ら27ℓへ拡張できます。
●最大容量：27ℓ　
●サイズ（外側）：縦約320×横約360×高さ約250→約300（mm）
●付属品：ショルダーベルト、レインカバー、フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

レインカバー付属

レインカバー付属 収納例

容量可変可能

グリップ レインカバー

ショルダーベルト

リフレクター

ライディングの邪魔にならない、ミニマムサイズのタンクロックバッグ。
●最大容量：5ℓ　
●サイズ（外側）：縦約260×横約200×高さ約100（mm）
●付属品：ショルダーベルト、レインカバー、フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

レインカバー ショルダーベルト

装着例装着例装着例装着例

リフレクター

Easy

※取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※�機種によってはクリアー面越しのタッチパネル・ボタンなどの機器の操作ができない場合があります。

※取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。

32563 ¥27,500(¥25,000) 32568 ¥15,400(¥14,000)EA143 EA144

タンク形状に合わせたバッグデザ
イン

タンクロックアタッチメントにて
取り付け

タンクロックアタッチメントにて
取り付け。

容量可変

P.440、441

3月上旬発売 3月上旬発売
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※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。
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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2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3
テールロックバッグシリーズ
Tail Lock Bag Series

レインカバー レインカバーグリップ グリップ容量可変

フルフェイス1個が収納できて、バックパックにもなるシートバッグ。
ショルダーベルトは、シートバッグ内に収納できます。
●最大容量：30ℓ　●サイズ：底部縦420×底部横320×高さ220→約280（mm）
●付属品：�セーフティーベルト、ショルダーベルト、フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

●容量：23ℓ　
●サイズ：底部縦360×底部横340×高さ270（mm）
●付属品：�セーフティーベルト、ショルダーベルト、�

フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

装着例 装着例

バックパック ショルダーベルト

収納例収納例

レインカバー レインカバーグリップ 容量可変

●最大容量：20ℓ　
●サイズ：底部縦340×底部横300×高さ220→約280（mm）
●付属品：�セーフティーベルト、ショルダーベルト、フランジ�オス
※最大積載重量：2kg

ダッフルバッグタイプのシートバッグ。荷物満
載でも右サイドが開くので下に入れた荷物
に簡単アクセス可能。サイドポケットはすぐ
に使いたい小物入れに便利です。
●容量：18ℓ　
●サイズ：底部縦320×底部横400×高さ220（mm）
●付属品：�持ち運びベルト、�

レインカバー、�
フランジ�オス

※最大積載重量：2kg

装着例 装着例

ショルダーベルト

収納例収納例収納例

※取り付けには、別売りのシートロックフランジ、もしくはアタッチメントが必要です。 ※取り付けには、別売りのシートロックフランジ、もしくはアタッチメントが必要です。

32614 ¥25,300(¥23,000) 32613 ¥26,400(¥24,000)TLB30 TLB23

※取り付けには、別売りのシートロックフランジ、もしくはアタッチメントが必要です。 ※取り付けには、別売りのシートロックフランジ、もしくはアタッチメントが必要です。

32612 ¥22,000(¥20,000) 32611 ¥25,300(¥23,000)TLB20 TLB18

P.438

発売中

ワンタッチで簡単に脱着できるシートバッグ。別売のシートロックフランジと組み合わせて使用します。

装着手順

あらかじめシートロックフランジ
をシートに装着しておけば

置くだけワンタッチで取付完了

別売品（OPTION）

17874 ¥6,600(¥6,000)S430

■シートロックフランジ
テールロックバッグをシートに
固定するために使用します。
※最大積載重量3㎏

発売中
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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。2023/3（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。2023/3（P3）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3

DT-E1 仕様変更のお知らせ

収納例収納例

ライディングの邪魔にならないコンパクトなマグネットタイプのタンクバッグ。ス
マートフォン用クリアーポケット装備。iPhoneなら、最大の14�Pro�Maxサイズ
まで収納可能。身の回りの物を入れるのに最適なサイズです。
●容量：6ℓ
●サイズ（外側）：�縦約330×幅170×高さ100（mm）
●商品構成：�ショルダーベルト、固定ベルト、レインカバー
※最大積載重量：3kg

レインカバー ショルダーベルトリフレクターマグネット

装着例装着例

Easy

32552 ¥13,750(¥12,500)EA138

タンクバッグ
Tank Bag 3月上旬発売

ヘルメットマウントセット

15130* ¥2,090(¥1,900)

アルコールクリーナー付属

ベースプレート
17123* ¥550(¥500)

ヘルメットマウントセットB
23327 ¥2,420(¥2,200)

ベースプレートB
23326 ¥660(¥600)

本体の仕様変更前と変更後とでは、本体とベースプレートに互換性がなく取り
付けできません。

新・旧商品の見分けかた

本体・ベースプレートに
「B」の記載なし

DT-E1 仕様変更前
本体・ベースプレートに
「B」の記載あり

DT-E1 仕様変更後

DT-E1本体 裏

ベースプレート
対応補修品 品番
ベースプレート 17123
ヘルメットマウントセット 15130

対応補修品 品番
ベースプレート B 23326
ヘルメットマウントセット B 23327

ベースプレート

DT-E1本体 裏

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。

P.446

シートバッグ
Seat Bag

取り付け部の形状に合わせてベルトの位置を調
整可能

31736 ¥24,200(¥22,000)XL07

発売中

脱着可能な防水インナーカバーの二重構造で高い防水性（IPX5相
当）を発揮。容量は9ℓから12ℓへ拡張できます。バッグ側の固定ベル
トが前後に可動するので様々な車両への汎用性が高く、接続部には
GIVI独自の「QUICKLOCK�SYSTEM」を採用することで、しっかり固
定でき脱着も簡単です。
●最大容量：12ℓ　●サイズ（外側）：縦約240×幅約260×190～250（mm）
●商品構成：ショルダーベルト、固定ベルト

ゴムコード リフレクター

容量可変 防水
インナーバッグ

様々な車種でしっかり固定できる
可動式ベルト採用

装着例

ショルダーベルト

「QUICKLOCK SYSTEM」で簡単＆確実固定

ファスナーを開けて容量アップ。荷物が増えても安心です
脱着可能な防水
インナーカバー

P.445

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。この度DT-E1（99113/99114）におきまして、一部仕様変更させて頂くこととなりました。
この変更に伴いまして、補修部品のベースプレートの適合が異なりますのでご案内申し上げます。

X-LINE

※走行時は必ずセーフティベルトを装着してください。
※�機種によってはクリアー面越しのタッチパネル・ボタンなどの機器の操作ができない場合があります。
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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。2023/3（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
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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2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3

タイプ 参考車両メーカー 通しNo
1個入り 業務用 10個入り 業務用10個入り

入荷予定日品番 /価格 品番 /価格
❶カートリッジ式 （■HONDA/■YAMAHA/■KAWASAKI系） F-01/F-16 98737 ¥1,540(¥1,400) 35204 ¥15,400(¥14,000) 発売中
❷内蔵式 （■HONDA/■SUZUKI/■KAWASAKI系） F-05 98732 ¥836(¥760) 35200 ¥8,360(¥7,600) 5月下旬発売
❸内蔵式 （■YAMAHA系） F-08 98751 ¥1,210(¥1,100) 35217 ¥12,100(¥11,000) 5月上旬発売
❹カートリッジ式 （■SUZUKI系） F-11 98734 ¥1,705(¥1,550) 35202 ¥17,050(¥15,500) 発売中
❺内蔵式 （■YAMAHA/■SUZUKI/■KAWASAKI系） F-13 98745 ¥836(¥760) 35212 ¥8,360(¥7,600) 4月上旬発売
❻内蔵式 （■KAWASAKI系） F-14 98730 ¥1,155(¥1,050) 35199 ¥11,550(¥10,500) 発売中
❼カートリッジ式 （■KAWASAKI系） F-21 98739 ¥1,650(¥1,500) 35206 ¥16,500(¥15,000) 発売中
※カートリッジ式の98737/98739は96320、98734は96321のオイルフィルターレンチが使用可能です。
※業務用10個入りは白箱の簡易包装です。店頭でのフック掛けはできません。

リプレイスオイルフィルター
Replace Oil Filter

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。

●❷ 98732●❶ 98737

●❺ 98745

●❸ 98751

●❻ 9873098734●❹ ●❼ 98739

P.702

S-66 31048 ¥2,420(¥2,200)

オイル交換パーフェクトセット
Oil Change Complete Set 発売中

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
おすすめです。
※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-66 31048 ¥2,420(¥2,200)

SV650/S/X/SX '99～'02 VP52A 
X/Y/K1/K2

オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、
ドレンガスケット×1

2.4

SV650/X/ABS '16～'22 VP55B AL6/AL8/AL9/M0/
M1/VP55E 2.75

Vストローム650ABS/
XT '12～'16 VP56A

AL3/AL4/AL5/AL6 2.75

Vストローム650ABS/
X/XT '17～'21 C733A

AL7/AL8/AL9/AM0/AM1 2.6

SV400/S '99～'05 VK53A
W/Y/K1/K3/K4/K5 2.4

■オイル交換パーフェクトセット適合表

オイル交換時に便利なフルパッケージ！

P.708

SUZUKI

業務用10個入りイメージ 個包装イメージ

業務用10個入りを追加
リプレイスオイルフィルターの7品番にピット作業に
便利な白箱簡易包装の10個入りを追加しました。
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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。2023/3（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。2023/3（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2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3

補修部品

マルチウイングキャリア™
Multi Wing Carrier 発売中

31748 ¥21,450(¥19,500)■ADV160（'23）〈8BK-KF54〉

0.5h
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少
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）が装着可能。
●スチール製マットブラック塗装仕上げ　
●メインパイプφ25.4
※純正グラブバーの取り外しが必要です。
※トップケースと荷物の総重量が最大積載量を超えないようにご注意ください。

新型ADV160専用リアキャリア
最大
積載重量

6kg

95362 ¥330(¥300) 99845 ¥8,250(¥7,500)補修用エンドキャップ（φ25.4） 2個セット 補修用トッププレート単品

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。

ウインドシールド RSシリーズ/SSシリーズ
Wind Shield RS Series / SS Series 3月下旬発売

LEAD125用をリニューアル。最新モデルまで全年式共通になりました

97920 ¥17,600(¥16,000) 37044 ¥17,600(¥16,000)

●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。

研磨にちょうどいい粘度と油膜を調整しま
した。専用オイルを使用することで、砥石と
素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行な
うことができます。
●100ｍℓ
●成分：鉱油/不水溶性切削油剤
●第4類第4石油類�危険等級Ⅲ
※火気厳禁

石油系溶剤不使用のシリコーン100％オイ
ルです。動きが悪くなったプラスチック（樹
脂）や金属部品の可動部に使用できます。
点眼タイプの容器で、狙ったところに少量
ずつ塗布が可能です。
●10ｍℓ　●成分：シリコーン100％/非水溶性
※非危険物

■LEAD125（'13〜'23）〈8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45〉 ■LEAD125（'13〜'23）〈8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45〉

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 ： 97920　装着車両 ： ■LEAD125〈8BJ-JK12〉 装着例 ： 37044　装着車両 ： ■LEAD125〈8BJ-JK12〉

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

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

■ LEAD125（'13〜'23） 
〈8BJーJK12、2BJ/EBJ-JF45〉

97520 
¥9,900(¥9,000)

—
91314 

¥10,450(¥9,500)
79423 

¥2,200(¥2,000)
79433 

¥2,750(¥2,500)
79424 

¥2,420(¥2,200)
18927 

¥1,760(¥1,600)
79425 

¥1,650(¥1,500)
—

P.454

38485 ¥1,100(¥1,000) 37045 ¥1,100(¥1,000)

オイルストーン専用油 シリコーンオイル
Honing Oil Silicone Oil3月中旬発売 3月中旬発売

オイルストーン専用オイル
金属部品の研磨、加工に最適！

シリコーン100％で素材を傷めず潤滑できる
使い切りやすい少量サイズ
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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。2023/3（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。2023/3（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2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3

グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利です。ホンダ、ヤマハ、カワサキ用は、メーカー毎に外径違い各
2種類を用意。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。（一部白色です。）
●汎用品となります。�※記載寸法は設計上の寸法です。製造個体差により若干前後する場合があります。�※使用する車種やグリップによっては切削加工が必要となる場合があります。�※汎用品となります。ご使用中の純正スロットルスリーブを測
定し、スロットルワイヤー巻き取り径は、純正に近い物を選択ください。�※各部クリアランスやスロットル開度は純正品と異なります。�※グリップ装着部の外径は測定した各メーカー純正部品より約0.2mm小さく設計しています。そのため、車種に
よっては純正グリップが使用できなくなる可能性があります。�※アイドリング時のハンドルバーとの接触音を無くす、またはスロットル操作をよくするため、ハンドルバー外周へ少量のグリス塗布をおすすめいたします。�※グリップの回転止がありませ
ん。装着の際は別売のグリップボンド（93129/96484）また、ワイヤリングにて確実に固定してください。�※参考適合車種において純正と巻き取り径が異なる場合があります。使用上の問題はありません。

0.5h

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

●�推奨グリップ長：115ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用してく
ださい。）

※HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付不可。

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

■HONDA-1

■HONDA-2

■YAMAHA-0

■HONDA-0

■YAMAHA-1

■YAMAHA-2

FLATスロットルスリーブ
Flat Throttle Sleeve

■CB1300SF（'03〜'16）、■CB1300SUPER BOL D'OR（'05〜'16）、■CB1100EX（'14〜'16）、
■CB1100（'10〜'18）、■CB650R（'19〜'22）、■CBR400R（'16〜'22）、■CB400SF（'14〜'22）、
■400X（'16〜'22）

■PCX150〈KF12〉※KF18/30は不可。、■PCX〈JF28〉※JF56/81/84は不可。、
■LEAD125〈国内仕様JF45〉（'13/7〜）、■Dio110〈JF31〉、■クロスカブ 10〈JA10〉、
■スーパーカブ110/プロ（'12/3〜）〈JA10〉※クロスカブ110FI（'13/6〜）〈JA10〉は不可。、
■スーパーカブ50/プロ（'12/5〜）〈AA04〉

■MT-10（'20）、■MT-09（'20）、■TRACER900（'18〜'20）、■MT-09TRACER（'15〜'17）、
■XSR900（'20）、■YZF-R3（'18〜'22）、■MT-03（'18〜'22）、■YZF-R25（'18〜'22）、
■MT-25（'18〜'22）、■TMAX500、■GRAND MAJESTY、■MAJESTY〈4D9〉、■MAXAM、
■SKYWAVE650、■SKYWAVE400、■SKYWAVE250

■シグナスX125/SR（FI）〈28S/1YP/BF91〜94〉、■シグナスX125/SR（キャブ）〈5UA〉、
■アクシストリート〈41D〉、■BW'S125（FI）〈YW125T〉

■MT-07（'14〜'22）、■XSR700（'18〜'23）

■SILVER WING600/GT〈PF01-02〉、■SILVER WING400/GT〈NF01-02〉、
■GB350（'21〜'22）※1、■GB350S（'21〜'22）※1、■FORZA〈MF13〉※1、■FORZA Si〈MF12〉、
■FAZE〈MF11〉、■FORZA〈MF10/08/06〉、■PS250〈MF09〉、■FUSION〈MF02〉（'86〜'05）、
■CB250R（'18〜'23）※1　※1純正より巻取り径が大きくなります。

■参考適合車種

■参考適合車種

■参考適合車種

■参考適合車種

■参考適合車種

■参考適合車種

29453 ¥1,100(¥1,000)

29778 ¥1,100(¥1,000)

70673 ¥1,155(¥1,050)

77240 ¥1,045(¥950)

29456 ¥1,100(¥1,000)

29733 ¥1,100(¥1,000)

■HONDA-1

■HONDA-2

■YAMAHA-0

■HONDA-0

■YAMAHA-1

■YAMAHA-2

グリップ交換に便利なリブ無しスリーブ

P.137 汎用品

●�推奨グリップ長：115ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用してく
ださい。）

※HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付不可。

発売中

125mm

φ26.2
7.4mm

巻き取り径φ32.5

φ6.2

131.5mm

φ25.3

巻き取り径φ34.3

φ6.2

7.4mm

132mm

φ25.3
7.5mm

巻き取り径φ32.3

φ6.2

122mm

φ25.7
7.2mm 巻き取り径φ31.2

φ6.3

132mm

φ25.3

巻き取り径φ36.3

φ6.4

7.4mm

132mm

φ25.3

巻き取り径φ32.8

φ6.4

7.5mm
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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。2023/3（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。2023/3（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2023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2023カタログ掲載頁。

2023 March3
0.5h

国産アメリカンモデル対応の汎用スロットルスリーブ。面倒な純正スロットルス
リーブの取り外しや加工の手間が省ける。全長129mm。樹脂成形品。
●�スリーブ1個売りです。グリップは別途お買い求めください。
●�汎用品のため、ケーブル巻き取り角などの違いにより取り付けできない車種もあります。
●�取り付ける車種やグリップの長さによっては、スイッチハウジングの移設やスリーブカットなどの加工
が必要。

φ25.4ハンドル用 0.5h

0.5h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
純正互換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〜）

※'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。

■SUZUKI-0

■KAWASAKI-1

■Rebel250/ABS（'17〜'23）※純正スリーブはエンド非貫通、S Edition（'20〜'23）、■Rebel500（'17〜'23）、■スティード600/400VLX/VSE/VCL/VLS、■シャドウ750/400（〜'06）、
■シャドウ750/400（〜'06）、■シャドウスラッシャー750/400（〜'06）、■DS400（〜'12）/DSC400（〜'12）、■DS1100（〜'08）/DSC1100（〜'08）、■バルカン400/Ⅱ/クラシック（〜'04）、
■バルカン800/クラシック（〜'04）

■参考適合車種

グリップ交換用スロットルスリーブ（HARLEY-DAVIDSON用）

汎用スロットルスリーブ（グリップ径φ25.4用）

FLATスロットルスリーブ

Throttole Sleeve

Universal use throttle sleeve (for grip diameter φ 25.4)

Flat Throttle Sleeve

発売中

発売中

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

42577 ¥1,155(¥1,050)ハンドル径φ25.4用

汎用品

■アドレスV125S/Sベーシック/SS〈L0/3〉※Sリミテッド〈L1/3〉は不可。、
■アドレスV125/G〈K5/6/7/9、L3〉※Gリミテッド〈K7/9〉は不可。、■アドレス110〈CE47A〉

■ZRX1200DAEG（'09〜'16）、■ZRX1200R（'01〜'08）、■ZRX1200S（'01〜'04）、
■NINJA1000（'11〜'19）、■Z1000/R EDITION（'03〜'22）、■Z900/SE（'18〜'23）、
■Z900RS/CAFÉ（'18〜'23）、■Z650RS（'22〜'23）、■ZEPHYRχ（'97〜'08）、
■NINJA250（'13〜'22）

■ZEPHYR1100（'99〜'06）、■ZEPHYR1100RS（'99〜'02）、■GPZ900R（'98〜'03）、
■W800（'11〜'16）、■W800STREET（'19〜'23）、■ZEPHYR750（'99〜'03）、
■ZEPHYR750RS（'01〜'02）、■ZRX（'98〜'08）、■ZRX-Ⅱ（'98〜'08）

■参考適合車種

■参考適合車種

■参考適合車種

70360 ¥1,045(¥950)

29470 ¥1,100(¥1,000)

■SUZUKI-0

■KAWASAKI-1

123mm

φ25.7
6.0mm

φ32

φ6.2

■KAWASAKI-2

29479 ¥1,100(¥1,000)■KAWASAKI-2

P.137

P.137

P.137

汎用品

●�推奨グリップ長：115ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用してく
ださい。）

※HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付不可。

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

●�推奨グリップ長：123ｍｍ（貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2～4ｍｍ長いグリップを使用して
ください。）

※�HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN（10154）取付可。（製造個体差によって若干の切削加工が必要な場合が
あります。）

発売中

123mm

131.5mm

130 mm

φ25.7

φ25.3

φ29

6.0mm

7.5mm

7.3mm

巻き取り径φ32

巻き取り径φ32

巻き取り径φ32

φ6.2

φ6.2

φ6.4

133.5mm

φ25.3

巻き取り径φ36.5

φ6.3

7.3mm



※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。2023/3（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。2023/3（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
 

3

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2023カタログ掲載頁。

INFORMATION

価格改定のお知らせ
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨今、世界的な原材料・原油価格の高騰により、部品価
格および物流コストの上昇が続いております。このような状況下で、弊社ではコスト削減に努めて参りましたが、
もはや企業努力のみで対応することが困難な状況となっております。つきましては、大変心苦しいお願いとなり
ますが、別途の通り商品の価格改定を実施させていただくことといたしました。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

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2023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。

Rebel1100T（'23）専用キャリア＆バックレスト取付キット
Carrier & Backrest Installation Kit 3月上旬発売

31420 ¥13,750(¥12,500)■Rebel1100T（'23）〈8BL-SC83〉

Rebel1100T（'23）の純正サイドパニアケースを外側にオフセットし、グラブバーキャリア（27936）、リバーシブルバックレスト
（17798）を同時装着するための取り付けKIT。3通りの組み合わせが可能です。
①純正サイドパニアケース+グラブバーキャリア+リバーシブルバックレスト
②純正サイドパニアケース+グラブバーキャリア
③純正サイドパニアケース+リバーシブルバックレスト
●スチール製マットブラック塗装
※車幅が変更になるため、車検証の記載変更が必要です。
※サドルバッグサポ－ト、ヘルメットホルダーは同時装着できません。
※標準モデルのRebel1100/DCTには使用できません。

▲

INFORMATION

小間番号1-01に出展いたします。

出展いたします。

小間番号1号館のB21に出展いたします。

2023年3月24日（金）25日（土）26日（日） 東京ビッグサイト

2023年3月17日（金）18日（土）19日（日） インテックス大阪

2023年4月7日（金）8日（土）9日（日） 
Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

P.461 1.0h

最新情報は「デイトナウ！」＆SNSでチェック！！
デイトナの「今」がわかるウェブメディア「デイトナウ！」

https://webmagazine.daytona.co.jp/

新商品やイベント情報を毎日配信！

DAYTONA /
POTTERINGBIKE

Instagram
DAYTONA / NOLAN / MOTOREX / 
HENLYBEGINS / MOTORCYCLE GARAGE /
POTTERINGBIKE / ブンブン!マーケット

Facebook
DAYTONA /
ブンブン!マーケット

Twitter



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 3月号 共通化情報 ADV160

共通化情報 ADV160（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.82 
ゴールデンパッド®χ 21060 ¥5,610 574188

No.82 
赤パッド® 79867 ¥4,400 440865

ブレーキパッド（リア）

No.65 
ゴールデンパッド®χ 97125 ¥5,610 516522

No.65 
赤パッド® 79849 ¥4,400 440681

No.65 
ハイパーパッド 78140 ¥3,300 425503

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 取付位置：フロント・リアブレーキ

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。 

段をバーエンド側に向けて取り付け。

PROGRIP® 長さ115mm 98100等 各種

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 新保安基準 適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 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。

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 衝撃緩衝装置のないロッ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

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥37,950 558331
フロントカメラ：カウル上やヘッドライト下に貼りつけ、もしくは
ステー（19245または20052）を使用して取り付け。 
リアカメラ：テール上に貼り付け、ステー（19254または
20053）を使用して取り付け。 
コントローラー（M760Dのみ）：カウルに貼り付け、もしくはス
テー（19249または19252）を使用して取り付け。 
本体ユニット：メットインに取り付け。（配線を通すための穴開
け加工が必要です。）

M777D 17101 ¥31,900 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

M760D用。
クラッチホルダー 
クランプタイプ 19252 ¥1,320 570586

MOTO GPS LASER 25674 ¥44,000 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（19245）を使用して取り付け。

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

マルチバーホルダーUSB電源 
Type-C

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

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 ¥2,420 各種

マスターシリンダー 
クランプ 
フラットタイプ

92802等 各種

ハンドルポスト 
クランプタイプ 77436等 ¥2,420 各種

マルチマウントバーFE 16754 ¥4,180 556610

メットインポケット Mサイズ 77008等 各種 タッピングスクリューで固定します。

マルチウイングキャリア™ 31748 ¥21,450 559808 最大積載重量：6kg

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

メーカー HONDA

車種名 ADV160

型式 KF54

※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 ADV160（2023年モデル）

ラブレター2023 3月号 共通化情報 ADV160

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考
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 LLサイズ 97942 ¥13,750 524961 他：トップBOX装着車用（97949）

バイクカバーSIMPLE LLサイズ / ブラック 98203 ¥8,800 524282 他：シルバー（97962）

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・リアに取り付け可能。

ディスクロック 31255 ¥4,950 595930 フロントのみ取り付け可能。

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

※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。



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CBR650R

共通化情報 CBR650R（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セット必要です。
No.100 
赤パッド® 15664 ¥4,400 547564 

ブレーキパッド（リア）

No.101 
ゴールデンパッド®χ 97186 ¥5,610 521656 

No.101 
赤パッド® 16822 ¥4,400 554999 

PREMIUM ZONE 
角型マスターシリンダーキャップ HONDA-A / 全4色 98270等 ¥6,050 各種 取付位置：フロントブレーキ

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 ¥7,150 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 ¥8,250 各種

GRIPPY GRIP™ 長さ120mm 99261等 各種

PROGRIP® 長さ120mm 98024等 各種

ハイビジカウルミラー™ 
カウリング 16934等 各種

HIGHSIDER®バーエンドミラー 96692等 各種 インナーウエイトを取り外してください。 
アダプター別売タイプは、別途アダプター（29181）が必要です。

HIGHSIDER® 
バーエンドミラーアダプター 29181 ¥5,940 591420 HIGHSIDER®バーエンドミラー アダプター別売タイプを取り

付けるために必要なアダプターです。

ESS採用車専用 
LED対応ウインカーリレー 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 

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 ¥1,980 521908 

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） 21035 ¥19,800 577554 

PREMIUM ZONE ステップ

PZR-01 
ライダー側 96557 ¥18,480 513873 

PZP-04 
パッセンジャー側 96574 ¥18,480 514016 

マルチステップ クリアー 60618 ¥16,500 265482 

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥37,950 558331 フロントカメラ：カウルに貼り付け。
リアカメラ：ステー（19254または20053）を使用して取り付け。
コントローラー（M760Dのみ）：カウルに貼り付け。M777D 17101 ¥31,900 558348 

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 570555 
M760D/M777D用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778 

バイク用スマートフォンホルダー 25077等 各種 マルチバーホルダー（77435等）を使用して取り付け。

SP CONNECT

モトマウントプロ 99490等 各種

マルチバーホルダー（77435等）を使用して取り付け。バークランプマウントプロ 17077等 各種

クラッチマウントプロ 17078等 各種

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）

マルチバーホルダー マスターシリンダー 
クランプ 77435等 ¥2,420 各種

車種別マルチバーホルダー 32681 ¥6,600 602416 

HenlyBegins®  
ツーリングバッグ 26211等 各種 リアウインカーブラケット（23290）を使用しての取り付け推奨。

HenlyBegins®シートバッグ 19437等 各種 容量7ℓ以下推奨。

メーカー HONDA

車種名 CBR650R

型式 8BL-RH03

※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2023 3月号 共通化情報 ADV160



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 CBR650R（2023年モデル）
商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

GIVI®シートロックバッグ ST610B 31474 ¥27,500 596869 取り付けには、別途フランジ（17874）が必要です。

GIVI® 
シートロックフランジ S430 17874 ¥6,600 564929 GIVI®シートロックバッグを取り付けるために必要なフランジで

す。底が平らなタンクロックバッグの取り付けも可能。

GIVI®タンクロックバッグ 97515等 各種 取り付けには、別途フランジ（97507）が必要です。

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。

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ10S 92884 ¥12,430 467671 

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 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 14面 64mm 96320 ¥1,540 511930

リアスタンドアジャスタブルⅢ 27934 ¥15,400 598429 

ブラックカバー 
ウォーターレジスタントライト Lサイズ 97941 ¥14,300 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 フロントタイヤに使用可能。

W154×H220mm 79017* ¥4,840 434406 リアタイヤに使用可能。

ディスクロック 31255 ¥4,950 595930 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 

ヘルメットホルダー 92642 ¥3,960 535271 

※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。

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CBR650R



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CBR650R ラブレター 2023 3月号 共通化情報 CRF250L

共通化情報 CRF250L（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.82 
ゴールデンパッド®χ 21060 ¥5,610 574188 

No.82 
赤パッド® 79867 ¥4,400 440865 

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 ¥6,050 各種 取付位置：フロントブレーキ

PROGRIP® 長さ125mm 
エンド非貫通 98053 ¥3,300 522950 

ハイビジミラー™ ロッドミラー 新保安基準 適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 緩衝装置付きミラーアダプター（99782）との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 衝撃緩衝装置がないロッドミラーを取り付けるために必要なア
ダプターです。

ウインカープレートホルダー
（M8用） HONDA1 97238 ¥2,420 521557 

ESS採用車専用 
LED対応ウインカーリレー 17575 ¥6,050 561751 

バイク用スマートフォンホルダー 25077等 各種 変換クランプスペーサー（90599）との同時装着が必要です。

φ13パイプ用　 
変換クランプスペーサー

幅：18mm、 
外径：φ22.2相当 90599 ¥825 516041 

1個入り。バイク用スマートフォンホルダー等を取り付けるため
に必要なスペーサーです。 
他：2個入り（90600）

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）

マルチバーホルダー

マスターシリンダー 
クランプ 77435等 ¥2,420 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 左側のみ取り付け可能。

HenlyBegins®  
シートバッグPROⅡ Sサイズ 26211 ¥19,800 588796 

HenlyBegins®シートバッグ 19437等 各種 容量7ℓ以下推奨。

GIVI®シートロックバッグ ST610B 31474 ¥27,500 596869 取り付けには、別途フランジ（17874）が必要です。

GIVI® 
シートロックフランジ S430 17874 ¥6,600 564929 GIVI®シートロックバッグを取り付けるために必要なフランジです。 

底が平らなタンクロックバッグの取り付けも可能。

マルチウイングキャリア™ 18846 ¥17,050 566732 最大積載重量：7kg

グラブバーキャリア 18845 ¥12,100 566688 最大積載重量：7kg

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

GIVI®フィッティング SR1191 28204 ¥18,700 590614 
GIVI®モノロックケースを取り付けるために必要なフィッティン
グです。ボックスは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用
して取り付け。

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 ¥5,500 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

ラジエターキャップ 96378 ¥1,650 510711 

ブラックカバー 
ウォーターレジスタントライト オフロード 97945 ¥15,400 528433 他：トップBOX装着車用（97952）

メーカー HONDA

車種名 CRF250L 〈S〉

型式 8BK-MD47

※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。



（株）デイトナ 二輪事業部

共通化情報 CRF250L（2023年モデル）

※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。

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CRF250L

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考
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・リアタイヤに使用可能。

ディスクロック 31255 ¥4,950 595930 リアのみ使用可能。

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



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CRF250L ラブレター 2023 3月号 共通化情報 CT125 ハンターカブ

共通化情報 CT125 ハンターカブ（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.122 
赤パッド® 31135 ¥4,400 594193 

PREMIUM ZONE 
ハンドルバーエンドプラグ 
ノーマルハンドル用

スクラッチ M6タイプ 
全4色 93911等 ¥7,150 各種

付属カラーを左右各1枚使用。 
段を車体側に向けて取り付け。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）

HONDA車 M6タイプ 
全6色 99832等 ¥8,250 各種

PROGRIP® 長さ115mm 
エンド貫通 98100等 各種

FLATスロットルスリーブ 77386 ¥1,155 419274 
グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なり
ます。長さが長くなるため、スリーブを削る必要がある場合があ
ります。

ハイビジミラー™ ロッドミラー 新保安基準 適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 緩衝装置付きミラーアダプター（99782）との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 衝撃緩衝装置がないロッド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 96692等 各種 インナーウエイトを取り外してください。 
アダプター別売タイプは、別途アダプター（29181）が必要です。

HIGHSIDER® 
バーエンドミラーアダプター 29181 ¥5,940 591420 HIGHSIDER®バーエンドミラー アダプター別売タイプを取り

付けるために必要なアダプターです。

ウインカープレートホルダー
（M8用） HONDA3 18986 ¥2,420 574607 リアのみ取り付け可能。

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 

LED対応ウインカーリレー2Pin 99989 ¥2,970 557594 

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 オイルドレンボルト部に取り付け。

ウインドシールド
RS 16885

¥17,600
556658 

SS 16886 556641 

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

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

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

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」 M777D 17101 ¥31,900 558348 フロントカメラ：ステー（20052）を使用して取り付け。 

リアカメラ：ステー（19254または20053）を使用して取り付け。

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 20052 ¥2,420 573761 フロントカメラ専用。

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 
リアカメラ専用。

リアナンバー 20053 ¥2,200 573778 

MOTO GPS LASER 25674 ¥44,000 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）を使用して取り付け。
電源取り出しには、バイク専用USB電源 Type-A（99502等）
が別途必要です。

バイク用スマートフォンホルダー 25077等 各種 マルチバーホルダー（77435等）を使用して取り付け。

かんたん！電源取出しハーネス 26370 ¥1,540 587591 電源取出場所：ヘッドライトケース内

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）

メーカー HONDA

車種名 CT125 ハンターカブ

型式 8BJ-JA65

※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 CT125 ハンターカブ（2023年モデル）

※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。

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CT125 ハンターカブ

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

マルチバーホルダー

マスターシリンダー 
クランプ 77435等 ¥2,420 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 左側のみ取り付け可能。

ハンドルポスト 
クランプタイプ 77436等 ¥2,420 各種

マルチマウントバーFE 16887 ¥4,400 556597 

サドルバッグサポート 
左側専用 97014 ¥8,800 560006 

GIVI®ケース専用 
スペシャルキャリア 
（デイトナオリジナル）

18841 ¥24,750 566459 GIVI®モノキーケースを取り付けるために必要なフィッティング
です。専用モノキーベース付属。

18928 ¥14,850 566602 
GIVI®モノロックケースを取り付けるために必要なフィッティン
グです。ボックスは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用
して取り付け。

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 

オイルクリーンボルト（アルミ製） M12×12×P1.5 93751 ¥1,980 483190 

リプレイスドレンボルト 
(スチール製）

M12×12×P1.5 
マグネット付き 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 ¥165 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 ¥440 501214 表裏なし。3枚入り。 
他：10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥165 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 ¥5,500 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

リアスタンドアジャスタブル ミニ 32700 ¥15,400 604571

フロントスタンドⅢ 28149 ¥16,500 602386 φ22のステムアダプターを使用。

ブラックカバー 
ウォーターレジスタントライト CT125専用 32127 ¥19,800 597675 他：BOX専用（32133）

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・リアタイヤに使用可能。

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

車種専用 16890 ¥4,180 556634 



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2023 3月号 共通化情報 CT125 ハンターカブ ラブレター 2023 3月号 共通化情報 Rebel1100 T

共通化情報 Rebel1100 T（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.91 
ゴールデンパッド®χ 15202 ¥5,610 546376 

No.91 
赤パッド® 99849 ¥4,400 545133 

ブレーキパッド（リア）

No.9 
ゴールデンパッド®χ 97112 ¥5,610 516409 

No.9 
赤パッド® 79784 ¥4,400 441114 

No.9 
ハイパーシンタードパッド 72453 ¥5,170 371053 

No.9 
ハイパーパッド 13788 ¥3,300 040904

PREMIUM ZONE 
角型マスターシリンダーキャップ HONDA-A / 全4色 98270等 ¥6,050 各種 取付位置：フロントブレーキ

ハイビジミラー™ ロッドタイプ 新保安基準 適合サイズ 15402等 各種

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 緩衝装置付きミラーアダプター（99782）との同時装着が必要
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 衝撃緩衝装置がないロッド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 96692等 各種

バーエンドミラーアダプター 17789 ¥7,150 565025 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。

フォーククランプ 
ウインカーブラケット（M8用） φ43フロントフォーク用 19270 ¥5,830 577660 

リアウインカーブラケット（M8用） 23289 ¥2,310 581711 

ウインカープレートホルダー
（M8用） HONDA3 18986 ¥2,420 574607 リアのみ取り付け可能。

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 

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 25138 ¥31,900 583920 

リバーシブルバックレスト 17798 ¥39,600 565766 キャリア＆バックレスト取付キット（31420）との同時装着が必
要です。

PREMIUM ZONEステップ

PZR-01 
ライダー側 96557

¥18,480
513873 

PZP-04 
パッセンジャー側 96574 514016 

バイク専用ドライブレコーダー 
「MiVue®」

M760D 17100 ¥37,950 558331 
フロントカメラ：カウルに貼り付け、もしくはステー（19245）
を使用して取り付け。 
リアカメラ：テールランプ上に貼り付け、もしくはステー
（19254または20053）を使用して取り付け。 
コントローラー（M760Dのみ）：スイッチボックスに貼り付け、
もしくはステー（19249または19252）を使用して取り付け。

M777D 17101 ¥31,900 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。

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 570555 
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 

M760D用。
クラッチホルダー 
クランプタイプ 19252 ¥1,320 570586 

MOTO GPS LASER 25674 ¥44,000 584644 
本体：ステー（78180）を使用して取り付け。 
受信ユニット：カウルに貼り付け、もしくはステー（64436等
+64439等）を使用して取り付け。

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

メーカー HONDA

車種名 Rebel1100 T

型式 8BL-SC83

※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 Rebel1100 T（2023年モデル）

※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。

ラブレター2023 3月号 共通化情報 Rebel1100 T

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考
バイク用スマートフォンホルダー 25077等 各種

SP CONNECT モトマウントプロ 99490等 各種

マルチバーUSB電源 
Type-C

ミラー 
クランプタイプ 17675 ¥5,280 565070 右側のみ取り付け可能。 

他：Type-A（94497）

マルチバーホルダー

マスターシリンダー 
クランプ 
フラットタイプ

17876 ¥3,300 569917 

ミラークランプタイプ 78030等 ¥1,980 各種 右側のみ取り付け可能。

グラブバーキャリア 27936 ¥20,350 589687 キャリア＆バックレスト取付キット（31420）との同時装着が必
要です。

キャリア＆バックレスト 
取付キット 31420 ¥13,750 597583 

グラブバーキャリア（27936）とリバーシブルバックレスト
（17798）を取り付けるために必要なキットです。 
3月上旬発売。

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

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

ストロンガーU字ロック
W154×H120mm 79015* ¥4,620 434383 フロントタイヤに使用可能。

W154×H220mm 79017* ¥4,840 434406 リアタイヤに使用可能。

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

車種専用 17875 ¥4,400 566749 

セットバックライザー 31059 ¥16,500 596661 


