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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2021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2021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。
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▲

INFORMATION

新型コロナウイルス感染拡大の影響による、納期遅延のお詫びとお知らせ

平素はデイトナ商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部商品に生産や輸送の遅延が発生しております。
商品を心待ちのお客様には大変なご迷惑をお掛けすることになり、心よりお詫び申し上げます。
商品のお届けまで、今しばらくお時間を頂戴する事になりますが、一日も早くお届けできるよう、最大限の努力をして
まいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

50th Anniversary デイトナセブンスターキャストホイール
50th Anniversary Daytona Seven Star Cast Wheel 2022年7月発売

21777 ¥297,000(¥270,000)

■900super4〈Z1〉（フロント6穴ディスクブレーキ/リアドラムブレーキ車）
■750RS〈Z2〉（フロント6穴ディスクブレーキ/リアドラムブレーキ車）

50th Anniversary 
デイトナセブンスターキャストホイール

2.0h

●フロント1.85×19インチ/リア2.15×18インチ	 ●チューブレスタイヤ仕様
●アルミ合金製金型鋳造製法 ●ゴールド塗装/切削仕上げ
●H.A	INDUSTRY鋳出し刻印入り	 ●50周年記念鋳出し刻印入り
●シリアルナンバー入り	 ●商品発送予定：2022年7月
●JWL基準に適合。継続検査(車検)対応品。

ご注文方法

ホイール仕様

ご注文について

商品に関して

適合に関して●�エンドユーザー様から直接ご注文はいただけません。最寄りのデイトナ製品取り扱い販売店様を通してご注文
願います。
●受注開始日時：2021年6月11日金曜日13時00分より受注開始。
●受注締め切り日：2021年7月30日金曜日14時30分まで。
●注文方法：デイトナウェブサイトから専用注文書をプリントアウトしていただき、FAXにてご注文願います。
●	上記以外の方法(デイトナインターネット受発注システム、電話注文、専用注文書以外でのFAX注文、受注日時
以外)でのご注文は全て無効とさせていただきます。

●生産数量は150台分です。上限に達し次第、受注を停止させていただきます。
●受注数量は調整させていただく場合がございます。
●ご注文後のキャンセルおよび出荷後の返品はお受けできません。
●発売時期は変更になる場合がございます。
●やむを得ない事情で開発を中止する場合がございます。

●1975年発売当時の「デイトナセブンスターキャストホイール」の再現を開発コンセプトとしています。
●現在の法規への合致や、環境に配慮した製造方法により当時の商品と風合いが異なる場合がございます。
●カラーは表記上ゴールドとしておりますが、当時の商品の色調を再現したものとなります。
●ホイール以外のパーツ(ハブベアリング、ディスタンスカラー、シール、エアバルブ等)は付属いたしません。
●シリアルナンバーはお選びいただけません。
●商品の性質上、補修品のご用意はございません。

●取り付け適合車両に関しては純正部品同士での組み合わせです。
●当社が確認している以外の組み合わせでの取り付けの可否およびトラブルに関しては一切の責任を負いかねます。

デイトナ創業50周年記念商品
私たち株式会社デイトナは2022年で創業50周年を迎えます。

「バイク文化の創造企業」を理念に、お客様と共に歩んでまいりました。

この節目に「50th Anniversary デイトナセブンスターキャストホイール」を販売いたします。

当時の熱い思いを、現在の技術で再び世に送り出します。

50周年記念モデル限定150セット。

詳細はデイトナwebサイトにて※画像はイメージです。
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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2021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2021カタログ掲載頁。

スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。ボディサイズ
は視認性に優れているφ60とコンパクトなφ48の2種類。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
●φ48のみ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　
※振動対策のため針の反応速度は遅めになっています。　※針、液晶共にMAX9000rpm表示となります。

ミニマルサイズのフラットなステンレスフェンダーで、GB350を軽快にイメージチェンジ。

3mm厚のステンレス製ステーは取付高を上下に20mm調整可能なので、ハイ
トの高いタイヤでも装着可能。
●	タイヤ外径690mmまで対応します。

アルミ鋳造製ベースを使用したルーカステールランプ（バルブ式）がクラシック
な雰囲気。リフレクター（スリムタイプ）付属。
●2021年度新保安基準適合　※純正ウインカーは同時装着できません。
※別途、取付部ネジ径がM8サイズのウインカーが必要です。
※ウインカーの選択によって、別途LED対応ウインカーリレー2Pin（99989）が必要です。
※	サドルバッグサポートを同時装着する場合、ウインカーが取り付けできません。別途ウインカーを移設する必要
があります。

その他の共通化情報はラブレター別紙GB350用共通化情報をご確認ください。

HONDA 

VELONA™タコメーターキット φ60/φ48

パイプエンジンガード

ステンレスショートフェンダー

サドルバッグサポート

VELONA™ Tachometer Kit φ60/φ48

Pipe Engine Guard

Stainless Short Fender

Saddlebag Support

5月中旬発売

6月上旬発売

21906は5月下旬発売・21800は7月下旬発売

6月中旬発売

φ48/9000rpm表示

Lower

左側専用　
ヘルメットホルダー付き

φ60/9000rpm表示

ルーカステールランプ付き

■フロントフェンダー ■リアフェンダー

右側専用

21912 ¥18,700(¥17,000)

22102 ¥31,900(¥29,000)

21906 ¥20,900(¥19,000)

16888 ¥12,980(¥11,800)

21943 ¥20,350(¥18,500)

21800 ¥42,900(¥39,000)

16889 ¥10,780(¥9,800)

3色
LED照明

ホワイト
LED照明φ60 φ48

1.0h

0.5h 1.0h

0.3h

2191221912：装着例21912：装着例21943：装着例21943：装着例

21906：装着例21906：装着例

16888：装着例16888：装着例

21800：装着例21800：装着例

16889：装着例16889：装着例

21906

16888

21800

16889

21943

™

ブラックリム

ブラックボディ

ブラックリム

ブラックボディ

最高値
メモリー
機能

最高値
メモリー
機能

デジタル
電圧計

バッグをつり下げるベルト掛けを一体化したサドルバッグサポート。ベルト掛けにはネットなどのフックを引っ掛けることもできるので便利。左側専用はヘルメットホルダー付き
で、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。

●	ベルト掛け部分の内幅約40mm。左右ピッチ190mm（センター間）、ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに最適。
●車体左側用（16888）・・・	当社サドルバッグ12Lの装着を推奨。
●車体右側用（16889）・・・当社サドルバッグ9Lの装着を推奨。（純正マフラー装着時。社外品除く。）
●スチール製マットブラック塗装仕上げ
※純正グラブバーへの過負荷を避けるため、最大積載重量は片側5kgです。
※マフラーとサドルバッグのクリアランスは50mm以上確保した状態でご使用ください。
※	純正以外のマフラーを装着している場合、マフラー形状/ステー取り出し方法によっては、右側サドルバッグサポートおよびバッ
グを取り付けできない場合があります。

シフトUP
ワーニング
ランプ

シフトUP
ワーニング
ランプ

デジタル
電圧計

最大
積載重量

5kg

最大
積載重量

5kg

パイプエンジンガードシリーズで初めてのφ25.4高張力鋼管を採用した強固なエンジ
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。
●パイプ径：φ25.4　
●スチール製：ツヤ消し黒塗装仕上げ
※Upper（開発中）との同時装着は不可　※樹脂パッド（リダクションスライダー）は付属しません。　
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。
※	本商品はブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのこすれ等で塗装がはがれる場合がありま
す。

GB350（'21）
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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2021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2021カタログ掲載頁。

サドルバッグの巻き込みを未然に防ぐサドルバッグサポート。リアサスからのクリアラン
スを適切に取り、サドルバッグをしっかりとホールドできるように縦方向の高さを十分に
確保することで、リアサスへのこすり傷やリアアクスルへの接触を極力低減できます。
●W800（'19〜）専用SPLナット付属。
●スチール製グロスブラック塗装仕上げ
●丸棒部φ10
●サイズ：全高310mm、幅200mm(サポート部）
※市販のリアサスに交換している車両では、サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。
※MEGURO	K3、W800	STREET/CAFE（'19〜'21）は未確認。

サドルバッグサポート
Saddlebag Support 6月中旬発売

左側専用

右側専用

W800/650/400標準モデルの全年式に対応。

20498 ¥8,580(¥7,800)

19673 ¥8,580(¥7,800)

0.5h

20498：装着例20498：装着例

97900：装着例97900：装着例

19673：装着例19673：装着例

20498

97900：試作品

19673

RCM concept LOWハンドル/ミドルウエイトバーエンド
RCM concept Low Handle-Bar/Middle Weight Handle-Bar End 6月下旬発売

ACサンクチュアリーのコンプリートマシン【RCM】に採用される
ウエイト付きハンドルとミドルウエイトのバーエンド。

窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジ
ションにこだわったバーハンドルです。バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、
オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等（M8取付バーエンド）が使用可能。ハン
ドルセンターには専用ステッカーが貼付済。
●バーエンド取付部：有効ネジ長約30ｍｍ　●スチール製：グロスブラック塗装仕上げ　●ハンドル径：φ22.2
●ウエイト重量：片側約100g
※汎用ハンドルです。取り付けには左右スイッチボックスの回り止め穴あけ加工が必要です。

RCM concept LOWハンドル 97900 ¥8,800(¥8,000)

■W800（'11〜'21）　

■W650（'99〜'08）　

■W400（'06〜'08）

collaboration×

96

49 684

146

寸法図

（単位：mm）

別売品（OPTION）

23103 ¥5,280(¥4,800)RCM concept 
ミドルウエイトバーエンド

23103：装着例23103：装着例

23103：試作品

φ
29.5

30寸法図

（単位：mm）

　ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響
を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましい
ですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるも
のが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバー
がベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、
高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMで
は、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。
　高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車
体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、
クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故
にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設け
てあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、ス
チール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこ
そ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。

　さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、
グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。
　純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性
に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、
バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させ
る、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
� サンクチュアリー代表　中村�博行

ドレスアップでは無く、振動を低減させるバーウエイトとしての機能美を追求するため、あえて素材にはスチー
ルを使い、テーパー形状をミリ単位でデザインしました。半艶ブラック塗装仕上げの表面には『RCM』のロゴ
をプリント。グロスブラック仕上げのRCM	concept	LOWハンドルとのコントラストをお楽しみください。
●M8取付ボルト付属　
●スチール製；半艶ブラック塗装仕上げ　
※Ｍ８取り付けですが、ザグリ加工がないためカワサキ純正ハンドルにはおすすめできません。

■RCM concept LOWハンドルのオプション



LoveLetter92021 June6
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本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/6（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。2021/6（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2021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2021カタログ掲載頁。

アルミ削り出しのウインカーブラケット。当社D-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部
がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。さらに、当社D-Lightウインカーシリー
ズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。
●アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ
●取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用です。
※取付ネジ部がM10のウインカーは取り付けできません。
※取付後フロントフォークのインナーチューブに傷がつく可能性があります。
※	付属の専用ナットは当社LEDウインカー	D-Lightシリーズ専用です。D-Lightシリーズ以外を取り付けの場合
は、ウインカー付属のナットをご使用ください。
※	ウインカーM8ボルト取付部は端子付きの配線は通せません。 19267：装着例19267：装着例ウインカー配線逃し加工

19267 19268 19269 19270

フォーククランプウインカーブラケット

ウインカーホルダープレート

Fork Clamp Turn Signal Bracket

Turn Signal Holder Plate

6月中旬発売

発売中

2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。

φ39フロントフォーク用

HONDA 2 HONDA 3

φ43フロントフォーク用

φ35フロントフォーク用 φ41フロントフォーク用

19268 ¥5,280(¥4,800)

17853 ¥2,420(¥2,200) 18986 ¥2,420(¥2,200)

19270 ¥5,280(¥4,800)

19267 ¥5,280(¥4,800) 19269 ¥5,280(¥4,800)

価格改定のお知らせ
平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
弊社では、原材料や物流費の高騰が続く中、全社をあげて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、下記商品の価格を改定させていただくことになりましたので、お知らせいたします。
なお、価格改定後も、商品番号、JAN	コードに変更はございません。
また、価格変更日以前にご注文頂き、バックオーダー等の理由で価格変更日以降に出荷となる場合、「新価格ラベル」を貼り付けた商品での出荷となります。
あらかじめご了承ください。
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心よりお願い申し上げます。

カタログ掲載ページ 品番 商品名 旧価格 新価格 新価格
（税込） JANコード

P119 98571 HOT GRIP 巻きタイプ EASY USB ¥5,400 ¥6,200 ¥6,820

■今季受注分より

ホンダ車リアウインカー用を追加しました。
ノーマルウインカー取付穴にD-LightやHIGHSIDERなど、ウインカー取付ステーがM8サイズのウインカーを取り付けるためのアダプター。
ノーマルウインカー取付穴に表と裏からプレートを挟んで使用します。ウインカー取付穴径8mm。
●アルミ製ブラックアルマイト仕上げ　●リアウインカー左右分のセットです。
※	アルマイト仕上げの商品はご使用環境や経年変化により変色する可能性があります。

■CB1300SF（'17〜'21）

■CB1300SB（'17〜'21）

■Rebel1100（'21）　■Rebel500（'20〜'21）

■Rebel250（'20〜'21）　■GB350（'21）

●CB1300SBはフロント側にも使用可能。
※	CB1300SF（'17〜'21）/CB1300SB（'17〜'21）のリアウインカー取付部に対応します。

※	Rebel1100（'21）/500（'20〜'21）/250（'20〜'21）のリアウインカー取付部に対応します。	
Rebel500（'17〜'19）/250（'17〜'19）には使用できません。

28

49

（単位：mm）

16 15.5

27 22

21.25 19 （単位：mm）
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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。2021/6（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。
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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2021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2021カタログ掲載頁。

人気のVELONAが構成部品を見直してリニューアル。™

VELONA™ 電気式スピード＆タコメーター φ80

VELONA™　電気式タコ＆スピードメーター φ80

VELONA™ Electrical Speed & Tachometer φ80

VELONA™ Electrical Tacho & Speedometer φ80

汎用品

汎用品

φ80
ボディ

スピード
＆
タコ

取付幅
45mm

ステンレス
ボディ

多機能
LCD
モニター

寸法図

寸法図

単位 : mm

M5ネジ穴取付幅
45

4
5

2
9

φ80

87.5

単位 : mm

M5ネジ穴取付幅
45

4
5

2
9

φ80

87.5

21980は5月下旬発売・21984は7月中旬発売

21979は5月下旬発売・21978は5月下旬発売

5月下旬発売

■ 200km/h ブラックボディ ホワイトLED

■ 15000rpmブラックボディ ホワイトLED

■ 140km/h ブラックボディ ホワイトLED

■ 9000rpmブラックボディ ホワイトLED

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

デジタル
電圧計

シフトUP
ワーニング
ランプ

ステー
付属

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

デジタル
電圧計

シフトUP
ワーニング
ランプ

ステー
付属

21984 ¥22,000(¥20,000)

21978 ¥22,000(¥20,000)

21977 ¥16,500(¥15,000)

21980 ¥22,000(¥20,000)

21979 ¥22,000(¥20,000)

ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わ
せたコンパクトな多機能メーター。φ80のステンレスボディ仕様。

ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせ
たコンパクトな多機能メーター。φ80のステンレスボディ仕様。

4.0h

4.0h

3.0h

●球面レンズ採用
●オープニング機能付き
●インジケーター機能付き
●レジスターハーネス付属
※取り付けには配線加工が必要です。
※	汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※	ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター
（93390）か非接触スピードセンサー（90666）が必要です。
※	フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※	ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※完全防水ではありません。
※車種により別売のパルスジェネレーター（92333）が必要な場合があります。

●球面レンズ採用
●オープニング機能付き
●インジケーター機能付き
●レジスターハーネス付属
※取り付けには配線加工が必要です。
※汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※	ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター
（93390）か非接触スピードセンサー（90666）が必要です。
※	フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※	ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※	タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※完全防水ではありません。
※車種により別売のパルスジェネレーター（92333）が必要な場合があります。

φ80
ボディ

取付幅
45mm

ステンレス
ボディ

多機能
LCD
モニター

タコ
＆

スピード

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

デジタル
電圧計

シフトUP
ワーニング
ランプ

ステー
付属

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

デジタル
電圧計

シフトUP
ワーニング
ランプ

ステー
付属

デジタルVELONA™ 電気式スピード＆タコメーター
Digital VELONA™ Electrical Speed & Tachometer

汎用品 φ60
ボディ

取付幅
45mm

ツイン
トリップ
メーター

スピード
＆
タコ

バーグラフ
タコ
メーター

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

寸法図

取付幅
４５
φ60
φ６８

２９ ４
３

M5
ネジ穴

単位：mm

バーグラフタコメーター＆デジタルスピードメーターを組み合わせた多機能
メーター。φ60のステンレスボディ仕様。
●薄型ステンレスボディ
●球面レンズ採用

※取り付けには配線加工が必要です。
※	汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※	ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター（93390）か
非接触スピードセンサー（90666）が必要です。
※直流12Vバッテリー掲載車両に適合
※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※完全防水ではありません。
※車種により別売のパルスジェネレーター（92333）が必要な場合があります。

スピード
メーター表示

サブモニター
表示
オドメーター
トリップ1,2
タコメーター

表示：0-399km/h

バーグラフ表示 4500-20000rpmまで任意で
上限を設定可能
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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2021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2021カタログ掲載頁。

21992は7月上旬発売・21975は9月中旬発売

発売中・22047は6月下旬発売

21975 ¥15,400(¥14,000)

22061 ¥16,500(¥15,000) 22047 ¥16,500(¥15,000)

21992 ¥15,400(¥14,000)

22048 ¥16,500(¥15,000) 22025 ¥16,500(¥15,000)

2.0h

2.0h

VELONA™ 電気式スピードメーター φ60
VELONA™ Electrical Speedometer φ60

汎用品

寸法図

φ60
ボディ

ホワイト
LED照明

取付幅
45mm

ステー
付属

取付幅
４５
φ60
φ６８

２９ ４
３

M5
ネジ穴

単位：mm

VELONA™ 電気式スピードメーター φ48
VELONA™ Electrical Speedometer φ48

汎用品 φ48
ボディ

3色
LED照明

取付幅
33mm

ステー
付属

寸法図

取付幅
33
φ48
φ54

36 4
9

M5
ネジ穴

単位：mm

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

デジタル
時計

12H表示
デジタル
電圧計

デジタル
ODO
メーター

ステンリム

ステンボディ

デジタル
TRIP
メーター

デジタル
時計

12H表示
デジタル
電圧計

デジタル
ODO
メーター

ステンリム

ステンボディ

デジタル
TRIP
メーター

デジタル
時計

12H表示
デジタル
電圧計

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

デジタル
時計

12H表示
デジタル
電圧計

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

デジタル
電圧計

デジタル
ODO
メーター

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

デジタル
電圧計

■ 140km/h ブラックボディ 3色LED 

■ 200km/h ブラックボディ ホワイトLED  ■ 140km/h ブラックボディ ホワイトLED 

■ 200km/h ブラックボディ 3色LED 

■ 200km/h バフボディ ホワイトLED ■140km/h バフボディ ホワイトLED

ニードルタイプの電気式スピードメーター。φ48の薄型ステンレスボディ仕様。
●オープニング機能付き　
●液晶部：ODOメーター/TRIP1、TRIP2/最高速記憶（ピークメモリー）/電圧
●球面レンズ採用　
●バックライトカラー3色切り替え式（白、青、橙）
※取り付けには配線加工が必要です。　
※汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。　
※	ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター（93390）か非接触スピードセンサー（90666）が必要
です。　
※直流12Vバッテリー掲載車両に適合。　
※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。　
※完全防水ではありません。

ニードルタイプの電気式スピードメーター。
φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
●オープニング機能付き　
●液晶部：ODOメーター/TRIP1、TRIP2/時計/電圧
●球面レンズ採用　
※取り付けには配線加工が必要です。　
※汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※	ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター（93390）か非接触スピードセンサー（90666）が必要
です。
※直流12Vバッテリー掲載車両に適合。　
※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※完全防水ではありません。

21992

22048 22061 22025 22047

21975
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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2021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2021カタログ掲載頁。

ニードルタイプの電気式タコメーター。φ60の薄型ステンレスボディ仕様。
●オープニング機能付き　●球面レンズ採用　●レジスターハーネス付属
※取り付けには配線加工が必要です。
※汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※完全防水ではありません。
※車種により別売のパルスジェネレーター（92333）が必要な場合があります。

22001は10月上旬発売・22005は9月中旬発売

22010は6月上旬発売・22011は発売中・22024は6月下旬発売

22005 ¥15,400(¥14,000)

22010 ¥16,500(¥15,000)

22011 ¥16,500(¥15,000) 22024 ¥16,500(¥15,000)

22001 ¥15,400(¥14,000)

2.0h

2.0h

φ60
ボディ

ホワイト
LED照明

取付幅
45mm

ステー
付属VELONA™ 電気式タコメーター φ60

VELONA™ Electrical Tachometer φ60

汎用品

VELONA™ 電気式タコメーター φ48
VELONA™ Electrical Tachometer φ48 

汎用品 φ48
ボディ

シフト
インジケーター

3色
LED照明

取付幅
33mm

ステー
付属

寸法図

取付幅
４５
φ60
φ６８

２９ ４
３

M5
ネジ穴

単位：mm

デジタル
時計

12H表示

ステンリム

ステンボディ

デジタル
TEMP
メーター

デジタル
走行時間
表示

デジタル
時計

12H表示

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TEMP
メーター

デジタル
走行時間
表示

デジタル
時計

12H表示

ブラックリム

ブラックボディ

デジタル
TEMP
メーター

デジタル
走行時間
表示

寸法図

取付幅
33
φ48
φ54

36 4
9

M5
ネジ穴

単位：mm

■ 15000rpm ブラックボディ 3色LED

■ 8000rpm バフボディ ホワイトLED

■ 8000rpm ブラックボディ ホワイトLED ■ 15000rpm ブラックボディ ホワイトLED

■ 9000rpm ブラックボディ 3色LED

ニードルタイプの電気式タコメーター。φ48の極小ステンレスボディ仕様。
●オープニング機能付き
●球面レンズ採用
●バックライトカラー3色切り替え式（白、青、橙）
●レジスターハーネス付属
※取り付けには配線加工が必要です。
※汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※フルトランジスタ、CDI点火の直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※タコメーターの反応速度は振動対策のため遅めになります。
※完全防水ではありません。
※車種により別売のパルスジェネレーター（92333）が必要な場合があります。

デジタル
電圧計

ブラックリム

ブラックボディ
デジタル
電圧計

ブラックリム

ブラックボディ

22001

22010

22005

22011 22024

最高回転数
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能

最高回転数
メモリー
機能
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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。2021/6（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。2021/6（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2021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2021カタログ掲載頁。

アルミビレットバーエンド 汎用品
Aluminum Billet Handle-Bar End 6月上旬発売
飽きのこないシンプルなデザイン。2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径φ14〜φ19まで幅広く対応します。
転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。転倒の際には取付ボルトが破損しにくいデザインです。
※ホンダ、ヤマハの一部の純正ハンドルに装着する場合は、インナーウエイトの取り外しが必要です。　※	一部のスズキ車純正ハンドルに対応しています。
※スロットル側への装着の際は、グリップと接触しないように位置調整を行なってください。　※アルマイト仕上げの商品は環境や使用状況により早期退色が発生する可能性があります。

0.5h

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。

■ ラウンドプラグタイプ

■ スピンナータイプ

■ サーフェスタイプ

レッド
ブルー
シャンパンゴールド
グリーン
シルバー
ブラック

レッド
ブルー
シャンパンゴールド
グリーン
シルバー
ブラック

レッド
ブルー
シャンパンゴールド
グリーン
シルバー
ブラック

99969 ¥1,980(¥1,800)

99970 ¥1,980(¥1,800)

99971 ¥1,980(¥1,800)

99972 ¥1,980(¥1,800)

99973 ¥1,980(¥1,800)

99974 ¥1,980(¥1,800)

99975 ¥2,090(¥1,900)

99976 ¥2,090(¥1,900)

99977 ¥2,090(¥1,900)

99978 ¥2,090(¥1,900)

99979 ¥2,090(¥1,900)

99980 ¥2,090(¥1,900)

99981 ¥2,200(¥2,000)

99982 ¥2,200(¥2,000)

99983 ¥2,200(¥2,000)

99984 ¥2,200(¥2,000)

99985 ¥2,200(¥2,000)

99986 ¥2,200(¥2,000)

●アルミ削り出し　●アルマイト仕上げ　●外径：φ22
●全長：21mm　●片側重量：約34g
●ハンドル内径：φ14〜φ19対応　●デイトナロゴ入り

●アルミ削り出し　●アルマイト仕上げ　●外径：φ30
●全長：26.5mm　●片側重量：約60g
●ハンドル内径：φ14〜φ19対応　●デイトナロゴ入り

21

φ
22

21

φ
22

26.5

φ
30

寸法図

寸法図

寸法図

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

装着例 ： 99969

装着例 ： 99975

装着例 ： 99981

99969

99975

99981

99970

99976

99982

99971

99977

99983

99972

99978

99984

99973

99979

99985

99974

99980

99986

昔ながらの
定番スタイルをリメイク

先端が回転して
伸びる様をイメージ

3面で創り出す
新たなスタンダード

●アルミ削り出し　●アルマイト仕上げ　●外径：φ22
●全長：21mm　●片側重量：約34g
●ハンドル内径：φ14〜φ19対応　●デイトナロゴ入り

転倒の際に取付ボルトが破損しにくいデザイン。

転倒の際に取付ボルトが破損しにくいデザイン。

転倒の際に取付ボルトが破損しにくいデザイン。

※画像は試作品です。実際の商品と色味が異なる場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品と色味が異なる場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品と色味が異なる場合があります。
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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。2021/6（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。2021/6（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2021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2021カタログ掲載頁。

別売品（OPTION）

保護機能保護機能
有
有（ガラス管ヒューズによる保護）
ミニガラス管ヒューズ（φ5.2ｘ20mm/250V 5A）

USB出力過電流保護
入力逆接続防止

：
：

有出力ショート保護： 有過温度保護：

入 力入 力
DC12V
DC12V-16V

入 力 電 圧
入力電圧範囲

：
：

35mA以下最大入力電流（無負荷）：

出 力出 力
5V（4.7-5.35V）、9V（8.5～9.5V）、
12V（11.4～12.6V）
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
18W

出 力 電 圧

出力定格電流
出力定格効率

：

：
：

ハーネス長ハーネス長
約450mm
約450mm 
約270mm  分岐後約50ｍｍ

約1,200mm

約800mm

変圧器→端子（－）
変圧器→端子（+）
ブレーキスイッチ分岐ハーネス
（187型平端子）
延長ハーネス
（+：CA/CB103型）
延長ハーネス
（－：CA103型/クワガタ端子）

・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・

・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

対応充電規格対応充電規格
USB PD 3.0

メインキー連動でバッテリー上
がりの心配なし! ブレーキスイッ
チとフレームのボルトに共締め
するだけの簡単取り付け。

メインキー連動

PD（パワーデリバリー）充電規
格で最大18W（5V / 3 A、
9V/2A、12V/1.5A）出力可能。
※急速充電に対応していない機器
では充電できない可能性があり
ます。

急速充電

バイク用USB電源

マルチバーUSB Type-C18w
USB PD

高出力

[パワーデリバリー］対応

キャップを回転させて
水やほこりから
コネクターをガード

キャップを回転させて
水やほこりから
コネクターをガード

USB電源付きでハンドル周りスッキリ！
好評のマルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できま
す。【PREMIUM ZONE】バーエンドイメージのスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対
応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。

電源ユニットは
左右どちらでも

OK !OK !OK !

発売中 発売中

6月上旬発売

ショート 100mm ショート 100mm

ショートロー 100mm ショートロー 100mm

スタンダード 155mm スタンダード 155mm

17674 ¥5,500(¥5,000) 17675 ¥5,280(¥4,800)

17672 ¥5,500(¥5,000) 17670 ¥5,280(¥4,800)

17673 ¥5,500(¥5,000) 17671 ¥5,280(¥4,800)

マルチバーUSB電源 Type-C 汎用品
Mount Bar with USB Power Supply Type-C

■ブラック ■ブラック

■ブラック ■ブラック

■マスターシリンダークランプタイプ ■ミラークランプタイプ

■ハンドルポストクランプタイプ ■ステムクランプタイプ

クランプピッチ30〜32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。別途ボルト
カラーセット〈M8〉（77438）と併用でハンドルポストにも装着可能（一部車種除く）。
●パイプ径φ22.2、全長100mm
※付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、車両に合わせ別途ご用意ください。

ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラー両方に対応し
ます。ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。
●パイプ径φ22.2、全長100mm
※	ミラー取付面がカウル内に埋もれている場合は、別途ミラーアダプター等が必要になる場合があります。

ハンドルポスト左右ピッチ60〜110mmに対応。
M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。ボルトカ
ラーセット〈インチ〉（77439）と併用で、ハー
レーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能
（一部車種を除く）。
●ショート：パイプ系φ22.2/全長100mm/高さ34.3mm
●スタンダード：パイプ系φ22.2/全長155mm/高さ64.3mm
※	付属のボルト、ワッシャー、カラーで取り付けできない場合は、
車両に合わせ別途ご用意ください。

セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着
できます。
●ショート：パイプ系φ22.2/全長100mm/高さ34.3mm
●スタンダード：パイプ系φ22.2/全長155mm/高さ64.3mm
●ステムホールが空いたセパレートハンドル車用。
●	別売のマウントキットと併用して取り付け。ステムホール径φ13〜14（95444）、φ15
〜17(95442)、φ17〜20(95443)に対応。

※	下記車両にはご利用できません。	
・ステムホールが無い。　・ステムホールの穴径が合わない。　・ハンドルポスト付車。	
・ステムホール付近に障害物があり、ハンドルを切った際にホールをふさいでしまう。

■マウントキット ■マウントボルト

95444 95442 95443

78759（車体取付部：M16×22×P1.25）91625（車体取付部：M14×20×P1.25）

95444 ¥1,430(¥1,300)

91625 ¥1,760(¥1,600)

95442 ¥1,430(¥1,300)

78759 ¥1,760(¥1,600)

95443 ¥1,430(¥1,300)

ステムホール径
φ13〜14

■YZF-R25（'15〜'18）

ステムホール径
φ15〜17

■Ninja250R（'08〜'12）
■Ninja250（'13～'17）

ステムホール径
φ17〜20

装着例装着例 装着例装着例

17672：装着例17672：装着例 17670：装着例17670：装着例

17672 1767017673 17671
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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。2021/6（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。2021/6（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2021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2021カタログ掲載頁。

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。

HBJ-058 スポーツメッシュジャケット

HBJ-059 フィールドメッシュジャケット

HBJ-058 Sports Mesh Jacket

HBJ-059 Field Mesh Jacket

発売中

発売中

¥11,550(¥10,500)

¥11,000(¥10,000)

軽くしなやかなテキスタイル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたラ
イトな着心地が夏のライディングに最適。付属のプロテクターはSAS-TEC（2021
カタログP620）へのアップグレードが可能で、胸部には別売のSAS-TEC胸部プロ
テクター（分割タイプ：単品 94856）が装着可能。
●素材： ナイロン、ポリエステル
●ソフトプロテクター：肩・ひじ・背中

軽くしなやかなテキスタイル生地と通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたラ
イトな着心地が夏のライディングに最適。付属のプロテクターはSAS-TEC（2021
カタログP620）へのアップグレードが可能で、胸部には別売のSAS-TEC胸部プロ
テクター（分割タイプ：単品 94856）が装着可能。フード脱着可能。
●素材： ナイロン、ポリエステル
●ソフトプロテクター：肩・ひじ・背中

サイズ：M、L、XL、2XL

サイズ：M、L、XL、2XL

品番リスト M L  XL 2XL
ブラック 21652 21658 21662 21665

ブラック/レッド 21666 21667 21668 21669

品番リスト M L  XL 2XL
ブラック 21670 21676 21713 21714
ブラウン 21715 21716 21717 21718
オリーブ 21750 21765 21769 21770

サイズチャート M L XL 2XL
身長 160〜170 165〜175 170〜180 175〜185
体重 55〜65 60〜70 65〜75 70〜80

バスト 90〜98 92〜100 94〜102 97〜105
ウエスト 76〜86 78〜88 80〜90 83〜93

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

サイズチャート M L XL 2XL
身長 160〜170 165〜175 170〜180 175〜185
体重 55〜65 60〜70 65〜75 70〜80

バスト 94〜102 98〜104 98〜106 100〜108
ウエスト 78〜88 82〜90 82〜92 85〜95

（cm）

（cm）

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

※1プロテクターポケットのみ。

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

MENS

MENS

春

春

夏

夏

〈ブラック〉

〈ブラック〉

〈ブラック/レッド〉

〈ブラウン〉 〈オリーブ〉

オーソドックスな
ライディングメッシュジャケット

シンプルなマウンテンパーカースタイルの
メッシュジャケット

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

※1プロテクターポケットのみ。
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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。2021/6（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。2021/6（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2021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2021カタログ掲載頁。

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

HBG-064 ハードプロテクターメッシュグローブ

HBG-065 カフェメッシュグローブ

HBG-064 Mesh Gloves with Protective Padding

HBG-065 Cafe Style Mesh Gloves

発売中

発売中

〈ブラック〉

〈ブラック〉

〈ブラック/ホワイト〉

〈アイボリー〉

通気性の高いメッシュ生地を多用することで、夏のツーリングに最適。ナックル部の
ハードプロテクターは、高い保護性能を発揮します。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）、合革　
●プロテクター：TPR
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。
※ナックルプロテクターベース部のみやぎ革を使用しています。

ヘンリービギンズ立ち上げ当初の人気モデルDH-609を現在の技
術で再設計。プロテクト効果が必要な部位には本革を多用すること
で安全面を確保しつつ、メッシュ生地を組み合わせることで、通気
性にも考慮。手の平側は耐摩耗性が高い本革を使用。
●素材：ポリエステル、本革（やぎ革）　
※手とグローブの密着度によりタッチパネルの感度は異なります。

品番リスト M  L  XL
ブラック 19931 19933 19934

ブラック/ホワイト 19943 19946 19948

品番リスト M  L  XL
ブラック 19949 19958 19959

アイボリー 19960 19963 19964

サイズ：M、L、XL

サイズ：M、L、XL

ハードタイプナックルプロテクターを装備。

ヴィンテージ風メッシュグローブ

MENS¥5,060(¥4,600)

¥4,180(¥3,800)

春 夏

MENS 春 夏

ハードプロテクタータッチパネル対応

タッチパネル対応
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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。2021/6（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。2021/6（P13）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021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2021カタログ掲載頁。

キャンプシートバッグ DH-750C/DH-750/DH-754/DH-753/DH-756/DH-752/DH-755
Camp Seat Bag DH-750C/DH-750/DH-754/DH-753/DH-756/DH-752/DH-755

固定ベルト
ポーチの固定ベルトをシートバッグのパルス
テープへ通すことでしっかりと固定できる。

開口部が広いので長い荷物の出し入れにストレスを感
じない。

荷物満載でも両サイドが開くので下に入れた荷物にア
クセス可能。

サイドを折り畳めば大きなバッグを小さく保管できる。

中央の特殊ノンスリップシートは
幅広い車種でずれ防止が可能。

前後左右のずれに強い
ノンスリップシート

連結ベルトを使えば負荷の掛かっ
た状態でも荷崩れしない。

連結ベルトで
常に美しい形をキープ

ノンスリップ
シート
ノンスリップ
シート 連結ベルト連結ベルト

スーパースポーツの
タンデムシートでも
前にずれない

底面の赤いテープにシート後端を
差し込めばコンパクトなシートでも
固定可能。

テーブル上を整理していつもの場
所にいつもの道具。

パルステープとカラビナでしっかり
固定。すぐに出したい道具を収納で
きる。

ぴったり納まるから荷造りも苦に
ならない。

底面・前後面の補強パネルと金属ワイヤーがバッグの剛
性を確保。

■DH-750 キャンプシートバッグ

■DH-752/753/754/755/756システムポーチ

キャンプシートバッグとシステムポーチを自由に組み合わせて、自分仕様にカスタマイズ。

DH-754
品番:21785

DH-756
品番:21789

DH-753品番:21784

DH-752品番:21783

DH-755品番:21787
ポーチ装着例

DH-750キャンプシートバッグとの
組み合わせに最適。

HenlyBeginsシートバッグ最高峰「PRO」
シリーズゆずりの高機能。
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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。2021/6（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。2021/6（P13）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021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2021カタログ掲載頁。

6月上旬発売

CAMP SEAT BAG

DH-750

CAMP SEAT BAG

DH-750C

SYSTEM POUCH

DH-754
SYSTEM POUCH

DH-753

SYSTEM POUCH

DH-752
SYSTEM POUCH

DH-756
SYSTEM POUCH

DH-755

最大積載重量 ： 14kg　本体重量（付属品込） ： 3.8kg（※）
付属品 ：  固定ベルト、ショルダーベルト、レインカバー、ポーチ×5（22132のみ）
サイズ ：  （本体）H350×W550×D350（mm） （※）
※ポーチ除く。

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 リフレクター ショルダーベルト グリップ

収納例： グランドシート、ハンマー、ペグ 収納例： レインウエア

収納例： メスティン、ガストーチ、ライター、 
マルチツール、火吹き棒

収納例： 長財布、スマートフォン、 
ペットボトル

収納例： LEDランタン、ヘッドライト、モバイルバッテリー、 
ケーブル、予備電池

特許出願中

容量

12

容量

4.5
容量

3

容量

1.5
容量

2
容量

1

21785 ¥2,750(¥2,500) 21784 ¥2,200(¥2,000)

19000 ¥17,600(¥16,000)

22132 ¥28,050(¥25,500)

21783 ¥1,870(¥1,700)21789 ¥1,980(¥1,800) 21787 ¥1,650(¥1,500)

サイズ ：  H200×W320×D70（mm） サイズ ：  H200×W200×D70（mm） 

サイズ ：  H200×W100×D70（mm） サイズ ：  H150×W200×D70（mm） サイズ ：  H150×W100×D70（mm） 

ポーチポーチ

容量

65
本　体本　体

＋

DH-750 バッグ単体（ポーチ無し）

DH-750C コンプリートセット（ポーチ付き）
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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。2021/6（P14）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/6（P15）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021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2021カタログ掲載頁。

荷物整理に便利なメッシュポケット。

商品構成

DH-751

DHS-20

21773 ¥17,600(¥16,000)

21774 ¥13,200(¥12,000)

2WAYシートバッグ DH-751 
2WAY Seat Bag DH-751

シ
ー
ト
バ
ッ
グ

バ
ッ
ク
パ
ッ
ク

2カ所の開口部が設けられ、どんな
シーンでも使いやすい。

小分けポケット。

スーパースポーツのタンデムシートで
も前にずれない。底面の赤いテープに
シート後端を差し込めばコンパクトな
シートでも固定可能。

水の浸入を防ぐシーム加工。

収納可能な荷物量の例

収納例：A4マップ、レインウエア、レイングローブ、インナーダウ
ン、ペットボトル、ツーリングネット、財布

最大積載重量 ： 5kg　本体重量（付属品込） ： 1.95kg
付属品 ：  イージーリングベルト（N25A）、レインカバー
サイズ ： H170×W440×D300（mm）

2WAY SEAT BAG

DH-751

バックパックorシートバッグの2WAYタイプ

容量

20

レインカバー
付属

防犯ロック
対応 リフレクター グリップ

防犯ロック
対応 グリップ

チェストベルトが密着性を上げ、腰パッ
ドが体への衝撃を吸収。

底面は熱に強い帆布生地。

バックパック用のベルトは背面に収納で
きるから車載時も安心。

背面部をサドルバッグサポートに差し込
むことで走行時の振れを抑制。

W

W

D

D

H

H

付属

™

最大積載重量 ： 2kg　本体重量（付属品込） ： 1.05kg
付属品 ：  金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、アジャスター25mm、ひも
サイズ ：  H270×W360×D120（mm）

インナー防水構造。開け閉め簡単。取り付け簡単。

容量

10

SADDLE BAG WR

DHS-20

※ 取り付けには、別売のサドルバッグサポートまたは市販の巻き込み防止バーと
の同時装着が必要です。

サドルバッグWR  DHS-20
Saddlebag WR DHS-20

6月下旬発売

6月下旬発売

特許出願中

ウォーターレジスタント

商品構成
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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。2021/6（P14）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/6（P15）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は2021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
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公道使用できません。
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※ は2021カタログ掲載頁。

6月中旬発売

6月上旬発売

35ℓ TREKKERⅡシリーズ（ストップランプ無し）

メンテナンスツールバッグ

35 Liter TREKKERⅡ Series (Without Stop Light)

Maintenance Tool Bag

P.448

18935

18934

本体PP製、上蓋表面はアルミ製。トップ、サイド兼用。　本体重量…4.3kg
奥行×幅×高さ（外側）…434×538×248（mm）　最大積載重量：10kg
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※	トップケースとしてもサイドケースとしても使用可能。サイドケースの時は横開きとなるため、開いた時の荷物の
落下や浸水にご注意ください。

●	ベース別売り。車種別フィッティング（別売り）との同時装着が必要です。トップケースとして使用の場合は
モノキーベース（M3/M5など）を使用。サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。
PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。

●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。サイドケースとして使用した場合、
内部に水が入る可能性が高くなります。ケース内容物の防水対策を十分に行なってください。

注意

装着例装着例

※	フルフェイスのヘルメットは入りません。
※	TRK35PACK2およびTRK35BPACK2はそれぞれTRK35NとTRK35Bが2個入りで左右サイド装着用で
す。トップケース交換用のキー＆シリンダー付属。

豊富なポケットでかさばる工具もスッキリ収納。サイドにはスプレー缶が2本スッポリ入る
ポケットや長尺工具やちょっとした小物をはさんでおける面ファスナー付き。バッグ壁面に
強度があるので、重い荷物を収納しても変形しにくい大きさです。取っ手は握りやすいグ
リップ付きでショルダーベルトも付属。脱着式のカバーを被せれば、中身が飛び出すことも
ないので持ち運びもラクラク。「DAYTONA」ロゴは経年劣化しにくい刺繍タイプです。

35ℓ

別売品（OPTION） TRK35N/B用

●サイズ＝縦310×横460×高さ170→250（mm）
●ショルダーベルト付属。
※	ケース内の荷物へのダメージを完全に防ぐことはできません。

収納例

79084 ¥9,350(¥8,500)インナーバッグ T484B

TRK35BPACK2 ブラック 
左右セット

TRK35PACK2 左右セット

TRK35B ブラック

TRK35N

18953 ¥95,700(¥87,000)

22150 ¥4,730(¥4,300)

18951 ¥80,300(¥73,000)

18935 ¥48,400(¥44,000)

18934 ¥40,700(¥37,000)

発売中

バイクのメンテをもっと快適に。
もっと楽しく。

豊富なポケットでかさばる工具
もすっきり収納

スマホでメンテ動画を見たり
と、使いかたひろがるハンドル
バーと同径のφ22バー

足が高いから底が汚れない

スプレー缶が2本スッポリ入る
サイドポケット

軍手やウエスをはさんでおける
面ファスナー

こんなに詰め込んでも、ヘコた
れない

ショルダーベルト付き

パルステープにカラビナなど
でお好きなツールをセット

取っ手がついて持ち運びラク
ラク

※ご使用になる前に、左右にある内板を立ててから工具等を収納してください。
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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。2021/6（P16）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
※価格は「税込金額（税抜金額）」で表示しています。

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/6（P1）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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は単独での取付
作業時間の目安。

メーカー： ■＝スズキ ■＝ハーレーダビッドソン
■＝その他外車■＝ヤマハ ■＝カワサキ
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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。
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赤字は、休日とさせていただきます。

2021 June6

▲

INFORMATION

新型コロナウイルス感染拡大の影響による、納期遅延のお詫びとお知らせ

平素はデイトナ商品をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、世界的な新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部商品に生産や輸送の遅延が発生しております。
商品を心待ちのお客様には大変なご迷惑をお掛けすることになり、心よりお詫び申し上げます。
商品のお届けまで、今しばらくお時間を頂戴する事になりますが、一日も早くお届けできるよう、最大限の努力をして
まいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

ユニバーサルクランプ
Universal Clamp 7月下旬発売

バーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。

カラー
フロント サイド トップ

M6 M8 M6 M8 M6 M8
ブラック 17314 ¥2,750(¥2,500) 17311 ¥2,750(¥2,500) 17315 ¥2,750(¥2,500) 17312 ¥2,750(¥2,500) 17316 ¥2,750(¥2,500) 17313 ¥2,750(¥2,500)
クリアー 17320 ¥2,750(¥2,500) 17317 ¥2,750(¥2,500) 17321 ¥2,750(¥2,500) 17318 ¥2,750(¥2,500) 17322 ¥2,750(¥2,500) 17319 ¥2,750(¥2,500)

カラー
フロント サイド トップ

M6 M8 M6 M8 M6 M8
ブラック 17326 ¥2,750(¥2,500) 17323 ¥2,750(¥2,500) 17327 ¥2,750(¥2,500) 17324 ¥2,750(¥2,500) 17328 ¥2,750(¥2,500) 17325 ¥2,750(¥2,500)
クリアー 17332 ¥2,750(¥2,500) 17329 ¥2,750(¥2,500) 17333 ¥2,750(¥2,500) 17330 ¥2,750(¥2,500) 17334 ¥2,750(¥2,500) 17331 ¥2,750(¥2,500)

カラー
フロント サイド トップ

M6 M8 M6 M8 M6 M8
ブラック 17338 ¥2,750(¥2,500) 17335 ¥2,750(¥2,500) 17339 ¥2,750(¥2,500) 17336 ¥2,750(¥2,500) 17356 ¥2,750(¥2,500) 17337 ¥2,750(¥2,500)
クリアー 17373 ¥2,750(¥2,500) 17357 ¥2,750(¥2,500) 17375 ¥2,750(¥2,500) 17358 ¥2,750(¥2,500) 17376 ¥2,750(¥2,500) 17359 ¥2,750(¥2,500)

■φ22.2ハンドル用

■φ25.4ハンドル用

■φ28.6ハンドル用

スタイリッシュなアルミ削り出しの汎用クランプ。メーター、スイッチ、USB電源の取り付
けに最適。クランプ厚が7mmと薄いので、スペースがないハンドル回りでも取り付ける
場所を選びません。M6×P1.0とM8×P1.25の2種類をご用意。
●クリアーアルマイト仕上げ/ブラックアルマイト仕上げ

ブラック 17314

クリアー 1731717317：装着例

フロント サイド トップ形状図

2021年はコロナ禍によりイナバ製作所様のガレージ工場勉強会ができなかったため、
昨年度の優秀店様へ伺い表彰をさせていただきましたのでご紹介をさせていただきます。
今後も優秀店様への表彰は継続してまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。

バイクワールド
宇都宮インターパーク店

バイクワールド
岐阜店

バイクワールド
太宰府大佐野店

ライコランド
柏店

ライコランド
埼玉店 和光2りんかん

厚さ7mm厚さ7mm



（株）デイトナ 二輪事業部

ラブレター2021 6月号 共通化情報 GB350

共通化情報 GB350（2021年モデル）
日頃は、格別なるお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。
人気上昇中のGB350（'21）の共通確認が取れましたのでご案内致します。
弊社にも問合せが増加中の車両ということで、店舗での接客及び販売にもお役立て頂けるのではないかと思います。
今後共、宜しくお願い致します。

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）

ゴールデンパッド®χ 97122 ¥5,610 516522

赤パッド® 79803 ¥4,400 440773

ハイパーパッド 37536 ¥3,080 425503

ハイパーシンタードパッド 72460 ¥7,920 370780

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ
HONDA-B

レッド 98274 ¥5,390 527047

フロント側
ブルー 98275 ¥5,390 527054

ゴールド 98276 ¥5,390 527061

アッシュシルバー 98277 ¥5,390 527078

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ
HONDA-H

レッド 99279 ¥5,390 536872

リア側
ブルー 99280 ¥5,390 536889

ゴールド 99281 ¥5,390 536858

アッシュシルバー 99282 ¥5,390 536865

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
（スクラッチタイプ）

レッド 91005 ¥5,720 451168

ブルー 91006 ¥5,720 456101

ゴールド 91007 ¥5,720 456057

ライムグリーン 91008 ¥5,720 456118

アッシュシルバー 91009 ¥5,720 456125

ブラック 91010 ¥5,720 456132

アルミビレッドバーエンド

カナード 99920等 ¥3,190 各種

エアロ 99914等 ¥3,190 各種

ファインカット 72018等 ¥2,090 各種

ラウンド 67809等 ¥1,870 各種

ディッシュ 67816等 ¥1,870 各種

アルミビレッド
ヘビーウエイトバーエンド
（リボルバータイプ）

汎用ハンドル
内径φ17～φ19 99951等 ¥6,930 各種

ヘビーウエイトバーエンド
ファインカット 71958等 ¥2,530 各種

ハイディッシュ 72039等 ¥2,310 各種

レバーガード

ブラック 92449 ¥8,140 464854

ブルー 92450 ¥8,140 464861

レッド 92451 ¥8,140 464878

ゴールド 92452 ¥8,140 464885

LOWスタイルハンドル 23094 開発中 高さ約−10mm（車検対応寸法）スイッチボックス穴あけ加工
済み。

HIGHSIDER®ロッドミラー 17886等 各種 M10×P1.25正ネジ

HIGHSIDER®バーエンドミラー
バーエンドアダプター付属 96692等

各種
タンクに当たるので上向きのみ取付可能。
※ 個体差により、純正ハンドル内側の溶接つなぎを削る必要が

あります。バーエンドアダプター別売 96695等

VELONA™タコメーターキット
φ60/9000rpm表示 21943 ¥20,350 577776

φ48/9000rpm表示 21912 ¥18,700 577295

Blast Barrier®X
（ブラストバリアーエックス） 71538等 ¥13,200 各種

車種専用ステー（22100）と同時装着が必要です。Blast Barrier®
（ブラストバリアー） 68303等 ¥13,200 各種

Aerovisor（エアロバイザー） 67573等 ¥5,390 各種

車種専用ステー 22100 ¥13,200 597947 ブラストバリアーエックス、ブラストバリアー、エアロバイザー
を取り付けするためのステーセットです。

Blast Barrier®
（ブラストバリアー）車種別キット

スモーク 22089 ¥27,280 550066
スクリーン（ブラストバリアー）と車種専用ステーのセット

クリアー 22116 ¥27,280 580103

パイプエンジンガード
Upper側

22102 ¥31,900 579046Lower側

22113 開発中 Lower側（22102）との同時装着はできません

アシストグリップ
右側専用 23092

開発中
左側専用 23089 ヘルメットホルダーは付属しません。また、純正の移設はでき

ません。

PREMIUM ZONE ステップ
ライダー/PZR-01 96557 ¥18,480 513873 純正より10mm程短/可倒量が純正の半分くらいとなります。

パッセンジャー/PZP-04 96574 ¥18,480 514016

メーカー HONDA

車種名 GB350

機種名 /型式 NC59

※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。
※開発中商品につきましては、目処が立ち次第順次ご案内いたします。

※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 GB350（2021年モデル）

ラブレター2021 6月号 共通化情報 GB350

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考
マルチステップ 60618 ¥15,400 265482 純正より10mm程短/可倒量が純正の半分くらいとなります。

バイク用専用電源 スレンダーUSB 17214等 各種 スイッチボックスとマスターシリンダーの間（アクセル側）

マルチバーUSB電源 5V2.1A

マスターシリンダークランプ 93385等 ¥5,280 各種

ハンドルポストクランプ 93386等 ¥5,280 各種

ミラークランプ 94497 ¥5,060 各種

マルチバーホルダー

マスターシリンダークランプ 77434等 ¥2,200 各種 アクセル側のみ可

マスターシリンダークランプ 
フラット 92801等 ¥2,310 各種 アクセル側のみ可

ハンドルポストクランプ 77436等 ¥2,200 各種

ミラークランプ 78030等 ¥1,870 各種 クラッチ側のみ可

クラシックキャリア 23133 開発中

サドルバッグサポート
左側専用 16888 ¥12,980 579374 ヘルメットホルダー付き。

当社サドルバッグ（12L：96907）の装着を推奨。

右側専用 16889 ¥10,780 579367 純正マフラーに当たるため、当社サドルバッグ（9L：96906）
の装着を推奨。

ステンレスショートフェンダー

フロントフェンダー 21906 ¥20,900 577608 タイヤ外径690mmまで対応します。

リアフェンダー/
ルーカステールランプ付き 21800 ¥42,900 579237

※純正ウインカーは同時装着できません。
※別途、取付部ネジ径がM8サイズのウインカーが必要です。
※ ウインカーの選択によって、別途LED対応ウインカーリレー

2Pin（99989）が必要です。

HenlyBeginsシートバッグ
【DH-708】 カーボン＆ブラック 95734 ¥9,350 503775 DH-708以外にも、DH-723、722、731、747などイージー

リングベルト採用モデルすべて取付可能。

HenlyBeginsシートバッグ
PROシリーズ DH-742/Sサイズ 16929 ¥16,500 555996 DH-742以外にも、DH-743、744、745が取付可能

HenlyBeginsシートバッグ
WRシリーズ DH-732/Sサイズ 98878 ¥20,350 548011 DH-732以外にも、DH-733、734が取付可能

HenlyBeginsシートバッグ
BASICシリーズ DH-717/Sサイズ 96719 ¥14,850 526040 DH-717以外にも、DH-718、719、724が取付可能

ハイパフォーマンスバッテリー DYTZ7S 92881 ¥9,680 467640

PREMIUM ZONE
オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

レッド 91890 ¥4,950 462874

オイルレベルゲージ機能が無くなります。

ゴールド 91892 ¥4,950 462898

アッシュシルバー 91894 ¥4,950 462911

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

レッド 98399 ¥1,760 531211

ブルー 98400 ¥1,760 531426

ゴールド 98401 ¥1,760 531433

グリーン 98402 ¥1,760 531525

シルバー 98403 ¥1,760 531464

ブラック 98404 ¥1,760 531457

オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

シルバー 68435 ¥1,870 338292

ブラック 68436 ¥1,870 338551

ブルー 68437 ¥1,870 338315

レッド 74760 ¥1,870 394229

ゴールド 74761 ¥1,870 394243

ドレンボルトガスケット

厚さ1.5mm M12 96709 ¥143 511732 1枚入り、他 3枚入り（96731）10枚入り（96736）

厚さ1.7mm M12 95395 ¥385 501214 3枚入り、他10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 099414 1枚入り、他 25枚入り（24234）50枚入り（24235）

ブラックカバー 
ウォーターレジスタント Lサイズ 96669 ¥27,500 513361

バイクカバーの裾が地面につかない状態を弊社適合としていま
す。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 ¥12,650 524954

ヘルメットホルダー ミラーM10クランプ 79399 ¥3,245 439517 アクセル側のみ可

※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。
※開発中商品につきましては、目処が立ち次第順次ご案内いたします。

※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2021 6月号 共通化情報 GB350 ラブレター2021 6月号 共通化情報 フォルツァ

共通化情報 フォルツァ（2021年モデル）
日頃は、格別なるお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。 
人気上昇中のフォルツァ（'21）の共通確認が取れましたのでご案内致します。
弊社にも問合せが増加中の車両ということで、店舗での接客及び販売にもお役立て頂けるのではないかと思います。
今後共、宜しくお願い致します。

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考

ブレーキパッド（フロント）

ゴールデンパッド®χ 97125 ¥5,610 516522

赤パッド® 79858 ¥4,400 440773

ハイパーパッド 78140 ¥3,080 425503

ブレーキパッド（リア） 赤パッド® 79849 ¥4,400 440681

PREMIUM ZONE
マスターシリンダータンクキャップ
HONDA-B

レッド 98274 ¥5,390 527047

フロント/リア共通
ブルー 98275 ¥5,390 527054

ゴールド 98276 ¥5,390 527061

アッシュシルバー 98277 ¥5,390 527078

PREMIUM ZONE
ハンドルバーエンドプラグ
ノーマルハンドル用
M6タイプ用（スクラッチタイプ）

レッド 93911 ¥6,380 486559

ブルー 93912 ¥6,380 488256

ゴールド 93913 ¥6,380 488270

アッシュシルバー 93914 ¥6,380 488263

アルミビレッド
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

レッド 99832 ¥6,930 558782

ブルー 99833 ¥6,930 559529

シャンパンゴールド 99834 ¥6,930 559536

グリーン 99835 ¥6,930 559543

シルバー 99836 ¥6,930 559451

ブラック 99837 ¥6,930 559550

車種別マルチバーホルダー
レッド 17863 ¥7,700 573358

アッシュシルバー 16809 ¥7,700 556962

マルチマウントバーFE 98255 ¥4,950 528761

マルチウイングキャリア 96852 ¥17,050 528228 最大積載重量：6kg

GIVIトップケースフィッティング
SR1166 99543 ¥14,300 539484

GIVI M5ベース 90140 ¥7,590 446751 GIVIトップケースフィッティング（99543）と同時装着が必要で
す。※ボックス装着後、最大積載重量6kg。

GIVI M5Mベース 90110 ¥7,590 446881

GIVIトップケースフィッティング（99543）と同時装着が必要
です。取付可能モノロックケースは、耐荷重の理由でE43NTL
以下、また、30ℓ未満のモノロックケース（B270N、B27N、
B260NX、E250、E230など）ではラバーストッパーが接し
ない場所が生じ、走行中のガタツキの原因となりますので使用
できません。※ボックス装着後、最大積載重量3kg。

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

レッド 91890 ¥4,950 462874

オイルレベルゲージ機能が無くなります。

ゴールド 91892 ¥4,950 462898

アッシュシルバー 91894 ¥4,950 462911

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

レッド 98399 ¥1,760 531211

ブルー 98400 ¥1,760 531426

ゴールド 98401 ¥1,760 531433

グリーン 98402 ¥1,760 531525

シルバー 98403 ¥1,760 531464

ブラック 98404 ¥1,760 531457

オイルフィラーキャップ
M20×P2.5

シルバー 68435 ¥1,870 338292

ブラック 68436 ¥1,870 338551

ブルー 68437 ¥1,870 338315

レッド 74760 ¥1,870 394229

ゴールド 74761 ¥1,870 394243

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

メーカー HONDA

車種名 フォルツァ

機種名 /型式 MF15

※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2021 6月号 共通化情報 フォルツァ

商品名 仕様 品番 税込価格 JAN 備考
リプレイスオイルフィルター 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 1枚入り、他 3枚入り（96731）10枚入り（96736）

厚さ1.7mm M12 95395 ¥385 501214 3枚入り、他10枚入り（75420）

厚さ0.8mm M12 24233 ¥132 099414 1枚入り、他 25枚入り（24234）50枚入り（24235）

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 ¥13,200 524961 バイクカバーの裾が、地面につかない状態を弊社適合としてい
ます。LLサイズ/BOX装着車 97949 ¥14,300 524992

共通化情報 フォルツァ（2021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。




