
※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。2021/11（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。2021/11（P1）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

INFORMATION

2021 November11

デイトナモーターサイクルガレージ 展示店舗募集中

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ことになりますが、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。

※取付ステー（別売）が別途必要です。※取付ステー（別売）が別途必要です。

ダウンロード

18
バンド受信
2.4
インチ液晶

G
センサー

超高感度 GPSデータ

件以上収録
204,000

取締データ

件以上収録
76,000トリプル

エンジン

セパレート
タイプ

レーザー
受信部

※2021年2月1日 現在（試験中および運用中断衛星除く）

※商品写真および画像はイメージです。撮影、印刷インキで実際の製品とは異なる場合があります。
※ご使用の際は車両にUSBポート（出力5V 1.0A以上、Type-A）または専用12V電源ケーブル
（品番：21501）が必要となります。

●デジタル時計
●運転時間
●オイルメンテナンス

●スピード
●レーダースキャン
●表示OFF

●コンパス
●バンク角

●標高
●走行距離

2連ミニメーター

項目を2分割表示

1画面

メイン表示

防水仕様
ツーリング中の突然の雨でも安心。

新型レーザー受信対応
移動式小型オービスダブル対応
レーダー波識別対応
グロナス/ガリレオ&最速GPS測位
Bluetoothインカム対応
USB電源対応 ※バッテリーは内蔵していません。

受信可能衛星数 基！
測位精度が大幅に向上！

・ GPS ・ グロナス ・ ガリレオ ・ みちびき ・ GAGAN

※

※防水レベルIPX7相当

MOTO GPS LASER
MOTO GPS LASER 11月中旬発売

MOTO�GPS�LASER 25674 ¥37,400(¥34,000)
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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。2021/11（P2）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P3）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

・本体
・レーザー受信ユニット
・ヘルメットスピーカー
・USB/DC変換ケーブル
・延長カールコード
・レーザー受信ユニット
  固定用両面テープ
・ヘルメットスピーカー
  固定用面ファスナー

■構成部品 ■商品仕様

■受信周波数

・電源電圧・・・・・・・・・・・・・・・・DC5V専用 ・最大消費電流・・・・・・450mA以下
・受信方式・・・・・・・・・・・・・・・・パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダイン
・測位更新時間・・・・・・・・・最短0.5秒 ・検波方式・・・・・・・・・・・・・FMトラッキングタイムカウント方式
・動作温度範囲・・・・・・・・・－10℃～60℃ ・対応SDカード・・・・microSDHCカード32GB以下
・本体サイズ・・・・・・・・・・・・・103（W）×57（H）×24（D）/mm（突起部除く）
・レーザー受信ユニットサイズ・・・・・・・38.8（W）×27.4（H）×49.8（D）/mm
・液晶ディスプレイ・・・2.4インチTFT ・表示面積・・・・・・・・・・・・・49（W）×36.7（H）/mm
・重量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本体：116g　レーザー受信ユニット：45g（ケーブル込み）
・バイク用ステー取付けピッチ・・・・・・・・・・・長辺：38mm　短辺：30.5mm

・ GPS受信部（1575.42MHz、1598.0625 ～1605.375MHz）
・ Xバンド（10.525GHz） ・ Kバンド（24.100GHz）
・ 取締り用連絡無線（350.1MHz） ・ カーロケーターシステム（407MHz帯）
・ デジタル無線（159～160MHz帯） ・ 署活系無線（347MHz帯、361MHz帯）
・ W.I.D.E（ワイド）無線（336～338MHz帯） ・ 警察ヘリテレ無線（340～372MHz帯）
・ 消防ヘリテレ無線（382～383MHz帯） ・ 取締特小無線（422MHz帯）
・ レッカー無線（154MHz帯、465～468MHz帯） ・ 新救急無線（371MHz帯）
・ 消防無線（150MHz帯、466MHz帯） ・ 高速管理車両無線（383MHz帯）
・ 警察活動無線（162MHz帯） ・ 警備無線（468MHz帯）
・ タクシー無線（458～459MHz帯、467MHz帯）

■Bluetooth

・プロファイル HFP
・バージョン 5.0
・送信出力 Class2
・認証コード 0000
・機器名称 MOTO GPS LASER
・Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,inc. 
の登録商標です。
・microSD、microSDHCロゴはSD-3C LLC
の商標です。

本体サイズ：103（W）×57（H）×24（D）/mm（突起部除く）

LED

レーザー受信部

レーザー
受信ユニット
接続ケーブル（1m）

LED

ネクストスイッチ

セレクトスイッチ
液晶
ディスプレイ

ストラップホール

バックスイッチ
イヤホンジャック

レーザー受信ユニット接続ジャック

電源ジャック

microSD
カードスロット

本　体

レーザー受信ユニットサイズ：38.8（W）×27.4（H）×49.8（D）/mm

レーザー受信ユニット

GPSアンテナ

バイク用ステー
取付けネジ穴

最新データ無料ダウンロード更新！
古いデータは役に立たない！
最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応しよう！

年会費／入会金／更新料
一切不要！すべて無料！

市販のmicroSDHCカードで
簡単データ更新 !

※パソコンでmicroSDHCカードにデータを書込むことができる環境が必要です。
※対応OS : Microsoft Windows10/8.1（32/64bit対応）
※携帯電話からのデータダウンロードには対応しておりません。
※年間GPSデータ更新回数は事前予告なく変更する場合があります。
※データ更新する際は、市販のmicroSDHCカード（32GB以下）をご購入のうえ、ご使用ください。

当社ホームページから
更新データをダウンロード。

レーダー探知機本体の
更新操作を行ないます。

別売品（OPTION）

別売品（OPTION）

MOTO GPS LASER
MOTO GPS LASER 11月上旬発売

M10タイプのミラーに取り付けできるス
テー。
取り付けピッチ：�長辺38mm、�

短辺30.5mm
付属ネジ�M4

クルマで使用する際にダッシュボード等に
固定するためのステー。

ケーブル長：2m
※�シガーソケット側は防水仕様ではありま
せん。
※在庫�無くなり次第廃番。

車体からUSB�TypeA（1ポート）を取り出
しできます。メインキー連動。

※�ご使用の際は車両にUSBポート、またはオプションの専用12V電源ケーブルが必要と
なります。

車体から直接DC5Vの電源を取り出しで
きます。メインキー連動。防水仕様。

78180 ¥1,760(¥1,600) 78181 ¥1,760(¥1,600) 94416* ¥2,530(¥2,300)

99502 ¥3,300(¥3,000) 21501 ¥3,850(¥3,500)

67959 ¥1,870(¥1,700)

64436 ¥1,760(¥1,600)

メッキ仕上げ

メッキ無し

■�バイク用ステー ■�クルマ用ステー ■�シガーコード ■�USB電源�2.4A�Type-A�1ポート ■�専用12V�電源ケーブル

■�ETCアンテナステー貼り付けタイプ

64436

2022年
発売予定
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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。2021/11（P2）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P3）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

コードロックの付い
たドローコードを使
用し、温度・フィット
感を調整できます。

内側に設けたチュー
ブでジッパーのすき
まから入る冷気を防
ぎ、保温力を向上。

特殊パーツをスライ
ダーに組み付け、生地
の噛み込み・生地へ
のダメージを軽減。 

肩部分に保温材の
入ったチューブを装備
することで、保温され
た空気が逃げるのを
防ぎます。

NANGAで使用しているダウンは、
国内で洗浄・精製されています。

羽毛本来の温湿度調整機能が高く、丈夫
で特有の臭いのないダウンです。

ダウンの片寄りを防ぎ、軽量化でき
るのが特徴。ボックス同士が支え

合い、片寄りの軽減による放熱量の低下で
効率よく保温できます。

少ない積載スペースのバイクキャ
ンプを想定し、コンパクトに収納で

きます。雨に備えるため、2層のオーロラテッ
クス®生地の防水シェル構造です。

※オーロラテックスは（株）ナンガの登録商標です。

多孔質ポリウレタン防水コーティン
グ加工を施したナイロン生地です。

防水性を高めると蒸気透湿性が低下すると
いう問題を高レベルで解決した素材です。

表生地は15デニールのオーロラテックスを採用。上面・下面ともダウンの
保温性能を生かすボックスキルト構造を採用することで、保温性能と軽量
化を両立。羽毛はスパニッシュダックダウン90－10%（760FP）を使用。

NANGA オーロラライト650DX ツーリングエディション
NANGA AURORA Light 650 DX Touring Edition 12月上旬発売

●表地：15デニール�オーロラテックス®　●裏地：15デニール�リップストップナイロン
●内部構造：ボックスキルト構造　●羽毛（フィルパワー）：スパニッシュダックダウン90−10%（760FP）
●ダウン量：650g　●カラー：ネイビー　●収納サイズ：φ200×310mm　●対応身長：180cmまで
●総重量：1,200g　●快適使用温度/下限温度：−4度/−11度

25419 ¥58,300(¥53,000)
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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。2021/11（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P5）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

SP CONNECT
SP CONNECT 発売中

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。クロームメッキが
追加になりました。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）
※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。

USBポートを介さずに車体から直接ワイヤレスチャージングモジュール（25541/�
99498（廃番））へ接続できるオプションケーブルです。
電圧変換器：耐候性IP65
入力：12〜24V/出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
ケーブル長：2×150cm

24586 ¥11,880(¥10,800) 24588 ¥3,850(¥3,500)

SP�BAR�CLAMP�MOUNT�PRO　バークランプマウント�プロ SP�12V�HARDWIRE�CABLE　12Vハードワイヤーケーブル

角度調節角度調節

構成部品 構成部品

クロームメッキ

耐風性に優れたすり鉢状のバーナーヘッドや、耐衝撃性
を向上させたステルスイグナイターなどSOTOの技術を
バランスよく詰め込んだエントリーモデルの「アミカス」
に燃料ボンベが収まるアルミ製クッカー（大・小）をセッ
トにしたモデルです。
●�付属品：アミカス、1000mℓクッカー、500mℓクッカー、アミカス用
収納袋、クッカー用収納袋

SOD-320CC 
アミカスクッカーコンボ

ST-310 
レギュレーターストーブ

ピトンヒッター

AMICUS Cooker Combo SOD-320CC Regulator Stove ST-310

Outdoor Camping Hammer

発売中 発売中

11月上旬発売P.331 P.332

P.332

21062 ¥6,930(¥6,300)

寒冷地でも経済的なカセットガスが使えるよう、低温環
境に強いマイクロレギュレーターを搭載したモデル。外気
温25℃〜5℃の環境下でも一定の火力を発揮します。さ
らに、直径19cmまでの大鍋が使える大きなゴトクを装
え、一度に数人分の料理もこなせます。
●本体サイズ：高さ110×幅166×奥行112（mm）（使用時・本体のみ）
●収納サイズ：高さ110×幅140×奥行70（mm）
●重量：350g（本体のみ）
●�発熱量：2.9kw（2,500kcal/h）�
※気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。

●点火方式：圧電点火方式
●付属品：収納袋
●�使用ボンベ：ST-7601（品番21069、3本セット）〈CB缶タイプ〉が別
途必要です。

●�使用時間：約1.5時間（ST-760、1本使用時）�
※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。

●�材質：バーナー・器具栓つまみ：ステンレス、ボンベホルダー・点火ス
イッチ：樹脂

21064 ¥6,380(¥5,800) 21071 ¥3,135(¥2,850)

19109 ¥1,100(¥1,000)

ヘッド部は屈強な六角ステンレスを使用。携帯に便利な
コンパクトサイズ。ベルモント製。
●本体サイズ：全長167mm、頭部65mm
●重量：470g

ポケットサイズに収納できるエアピロー。
荷物を軽量化したいキャンプツーリングや登山に最適。
空気注入式なので、お好みの硬さに調節可能。
別売のインフレータブルマット（18943）とセットでお使
いいただくとキャンプの睡眠がさらに快適に。
●重量：72g
●平置き時寸法：420×270mm
●収納時寸法：110×170mm
●素材：ポリエステル

エアピロー
Camping Pillow 11月上旬発売

※ボンベは別売です。

使用例

ポケットにも入るコンパクトサイズ

コンパクトなエアピロー
使用例

170mm

110mm

167mm
65mm



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。2021/11（P4）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P5）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

別途購入が必要なもの

ロードステアリング

テールランプ一体型ウインカー取付キット

Road Steering

Turn Signal Mount Kit for Dual Function Turn Signals

12月下旬発売

11月下旬発売

17795 ¥22,000(¥20,000)

93869 ¥19,800(¥18,000)

ネオクラシックモデルのカフェカスタムに最適なアルミビレットローハンドル。センターストレー
ト部が一般的ロードモデルと同径のφ22.2仕様を追加しました。アルミ無垢材からの総削り出
しブラックアルマイト仕上げ。
●ハンドル部：φ22.2　●センターストレート部：φ22.2（有効ストレート135mm）
●ハンドル内径：φ17.5
●�ハイサイダーバーエンドミラーを取り付ける場合は汎用タイプのバーエンドミラーアダプターが必要です。
※φ22.2ハンドル用です。
※汎用品のため取り付けには、スイッチボックスの穴開け加工が必要となります。
※ハンドル（スイッチボックス類）がタンク等に接触しない位置へお取り付けください。
※ハンドル寸法が変わるため、記載変更が必要となる場合があります。

セパハン風アルミビレットハンドル、φ22.2ハンドル用追加。

汎用品

装着例 

■Rebel250/500（'20〜'21）※マイナーチェンジ後の車両専用品。

テール周りをスッキリとさせ、個性的なリアビューを実現させる
テールランプ一体型ウインカー取付キット。専用のハーネス付属
で面倒な配線作業を減らし、整備性を向上。安心のボルトオン設
計です。
●�別途テールランプ一体リアウインカー、ウインカーリレー（17575）が必要です。
※�ナンバープレートホルダーをご使用の際は、ウインカー照射の妨げにならないも
のをご使用ください。
※�Rebel250/500（'17〜'19）は、対応するウインカーリレーがないため適合不可
です。
※Rebel1100は取付部形状が異なるため不可。

D-Light SOL-W（97233）装着例D-Light SOL-W（97233）装着例

D-Light SOL-W（97233）装着例D-Light SOL-W（97233）装着例

ハイサイダープロトンTWO（17310）装着例 ハイサイダープロトンTWO（17310）装着例 ハイサイダーロケット・クラシック（15322）装着例 ハイサイダーロケット・クラシック（15322）装着例 

＋

＋

●主なテールランプ一体型リアウインカー ●�ESS採用車専用LED対応
ウインカーリレー

97233 ¥14,300(¥13,000)

17310 ¥20,350(¥18,500)

15322 ¥22,660(¥20,600) 17575 ¥6,050(¥5,500)ハイサイダーロケット・クラシック

ハイサイダープロトンTWO

D-Light�SOL-W（スモーク）

97233 17310 15322

P.174

P.166

P.168

20
φ22.2 φ22.2

内径φ17.5

25
°

35

250
140（内径φ17.5範囲）

※センターを中心に左右対称

83

740

135
185

寸法図

（単位：mm）

汎用



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。2021/11（P6）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P7）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

しっとりとやわらかい牛革（COW）の傷の少ない部位を贅沢に使ったシングルライ
ダース。オーソドックスな外観とは裏腹に、前傾姿勢をとったとき最適になるパター
ンや、プロテクター用の内ポケット、表面はっ水加工など、ライディングに便利な機
能が充実しています。中綿入りのインナーベストは脱着式なので3シーズンに対
応。背中がめくれ上がりにくいパンツジョイント付き。プロテクターは別売のSAS-
TECが使用可能です。
●素材：�本体：表　牛革100％／裏地　ポリエステル100％、�

脱着インナー：ポリエステル100％
※耐水性はありません。　
※�はっ水加工の効果は永続的なモノではありません。当社コロコロはっ水レザーク
リーム（17773）で定期的にお手入れすることをおすすめします。
※�天然素材のためシボ目の違いや色ムラ、厚みの差などのバラつきは避けられま
せん。また、傷についてもゼロではありません。あらかじめご了承ください。

サイズ：WM、WL、M、L、XL、2XL
冬秋

MENS

春

品番リスト WM WL M L XL 2XL
ブラック 24529 24530 24483 24526 24527 24528

LADIES

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。

シングルライダースジャケットに
開襟タイプが登場

DL-002 シングルライダースジャケット
DL-002 Single Riders Jacket 1月上旬発売

¥29,700(¥27,000)

プロテクターポケット
胸 肩 ひじ 背中
○ ○ ○ ○

※プロテクターは付属しません。

インナー脱着プロテクター別売り パンツジョイント付き

サイズチャート
レディース メンズ

WM WL M L XL 2XL
着丈 58 60 63 65 67 69
胸幅 48 51 52 54 56 59
裾幅 46 49 48 50 52 55
裄丈 79 81 87 89 91 93

（cm）※上記の表の表示は全て製品寸法です。ヌードサイズではありません。

内側すそ部のパンツジョイントは脱着可能。パンツ側のベルトに通すことでジャ
ケットのずれ上がりを防げます。

やわらかい上質な牛革（COW）を使用。
革の大敵、水から守るはっ水トリートメ
ント加工。



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。2021/11（P6）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P7）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

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-060 ソフトシェルジャケット

HBT-007 ソフトシェルパンツ

HBJ-060 Soft Shell Jacket

HBT-007 Soft Shell Pants

11月下旬発売

11月下旬発売

¥16,500(¥15,000)

¥10,780(¥9,800)

高い防風とストレッチ性を兼ね備えたソフトシェル素材を、シンプルなデザインの
パーカーに仕立てました。裏地はメッシュを採用し、腕と脇下にベンチレーションを
設置することで長い季節着用可能。脱着インナーや中綿は使用せず、着回しやすさ
を重視。冬場はインナーの重ね着ができるように、若干オーバーサイズ設定。フード
は脱着が可能。肩・肘・背中はプロテクターを装備。胸はプロテクターポケットのみ。
別売のSAS-TECへアップグレード可能。
●素材：本体・・・表・ポリエステル100％／裏地・ポリエステル100％
●適合季節：春、秋、冬※

※別途インナー着用時

高い防風とストレッチ性を兼ね備えたソフトシェル素材を使用。裏地は肌触りが
良く、暖かいフリース素材。ストレート形状でバイクを下りた後も違和感が少ない
デザイン。ワンタッチ脱着式ベルトが装備。内ふくらはぎには熱による劣化防止の
ため、本牛革パッチを設置。ひざプロテクター標準装備。
別売のSAS-TECへアップグレードが可能です。
●素材：本体・・・表・ポリエステル100％／裏地・ポリエステル100％

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 24402 24403 24404 24405
ブラウン 24406 24407 24408 24409
オリーブ 24411 24412 24413 24414

品番リスト M L  XL 2XL
ブラック 24415 24416 24417 24418
オリーブ 24419 24465 24469 24470

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

サイズチャート M L XL 2XL
ウエスト 76〜86 80〜90 84〜94 86〜96

ヒップ 94〜102 96〜104 98〜106 100〜108
股下 76 77 78 79

（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。

※ウエスト、ヒップは商品寸法ではありません。弊社独自の計測方法に基づく、寸法となります。
※股下は製品寸法です。
※実際の製品は個体差が生じる場合がございます。サイズは目安としてご参考ください。

MENS

MENS

防風ソフトシェル素材の
プロテクター付きパーカー

防風ソフトシェルと裏地フリースで
暖かい直履きパンツ

冬

冬

秋

秋

春

プロテクター付属

プロテクター付属

プロテクター
胸 肩 ひじ 背中
×※1 ○ ○ ○

プロテクター
ひざ
○

※1プロテクターポケットのみ。

裏地フリース 内ふくらはぎ革パッチ

TMTMTM

〈ブラック〉

〈ブラック〉

〈ブラウン〉

〈オリーブ〉

〈オリーブ〉

三角マチ付きで跨りやすい構造。
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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。2021/11（P8）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P9）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

MC HOUSE
大型バイクも余裕で収納できるバイク専用テントガレージ。

MCハウス1300（17689） MCハウス1700（17688）

22
00
m
m

17
00
m
m

17
00
m
m

22
00
m
m

1300mm
1040mm 1220mm

1700mm 2600mm

全体寸法図

モーターサイクル簡易ガレージ MC HOUSE
Motorcycle House

大型で重量のある梱包となりますので、御社からお客様への送料が高額になる場合があります。あらかじめ送料をご確認のうえご注文ください。
なお、弊社から御社へは他の商品と同条件で出荷いたします。

お取引先様へ

【素材】フレーム：鉄　幌：100%ポリエステル+裏地PUコーティング　固定用ひも：ゴム 

注意事項
※風速約20m/s以上の強風時は幌を外してください。
※�本商品の設置の際は地面へ確実に固定してください。また、設置場所の状況(コンクリート地面等) によっては付
属のペグが使えない場合があります。その場合はアンカーボルトなど別途固定器具を用意するなどし固定してく
ださい。

●幅1700×高さ2200×奥行2600（ｍｍ）
●開口部幅1220×高さ1700（mm）
●梱包サイズ：1720×320×150（mm）（45kg）�

●幅1300×高さ2200×奥行2600（ｍｍ）
●開口部幅1040×高さ1700（mm）
●梱包サイズ：1720×320×150（mm）（42.5kg）�

17688 ¥55,000(¥50,000)

17689 ¥44,000(¥40,000)

MCハウス�1700（車体2台分）

MCハウス�1300（車体1台分）

開口部高さ1700ｍｍ。入り口部分には地面にパイプが無いの
でラクラク出し入れ可能。

2600ｍｍの奥行きはビッグバイクも余裕で収納できます。 市販のタープポールを使って、入り口部分の幕をタープとして使
用できます。

2600mm

MCハウス1700（17688）：使用例MCハウス1700（17688）：使用例

MCハウス1700（17688）：使用例MCハウス1700（17688）：使用例

特許出願中
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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。2021/11（P8）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　

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

本カタログに掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。2021/11（P9）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819

は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

11 2021 November

補修部品

発売中

23066 ¥27,500(¥25,000)

23065 ¥33,000(¥30,000)

23070 ¥880(¥800)

MCハウス1300用

MCハウス1700用

MCハウス幌固定用

■�補修用幌 ■�補修用ゴムひも�

強風にも負けない頑丈な構造 風に強いねじ込みアンカー付属

オートバイの保管を考えた湿気対策

面ファスナーとゴムリングでフレームと幌を一体化

砂などの侵入を防ぐ
スカート形状

フレームはφ22、1.7mm厚の肉厚を採用。連結部はボル
ト固定とプッシュボタン固定を組み合わせ、強度と組み
立ての簡易性を両立。連結部の穴を利用して筋交による
補強が可能。

左右の窓と前後に設けたベンチレーション、地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。

幌は室内4か所の面ファスナーと裾部分のゴムリングでしっかり固定。幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備しています。

スカート形状の裾は、砂やほこりなどの侵入
を防ぎます。開閉部は南京錠の使用が可能。

抜けにくく風に強いねじ込み式アンカー（土、砂用）付属。脚部には地面がコンクリートの場合などに使用する12mm
オールアンカー対応。

風速30m/sでの耐風試験済み�

ねじ込み式アンカー

※アンカーボルトは付属していません。



※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。2021/11（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。2021/11（P1）株式会社 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805　
TEL：0570-055-819 FAX：0120-111819
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は単独での取付
作業時間の目安。

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

■＝ホンダ※ ※は必須同時交換品を含めた
トータル作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ 公道使用

ＮＯ※ は法基準に抵触するため
公道使用できません。

0.5h1.5h
※ は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。

10月 11月

12月

日
31
7
14
21
28

2021年11月営業日カレンダー
月
1
8
15
22
29

火
2
9
16
23
30

水
3
10
17
24
1

木
4
11
18
25
2

金
5
12
19
26
3

土
6
13
20
27
4

赤字は、休日とさせていただきます。

INFORMATION
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デイトナモーターサイクルガレージ 展示店舗募集中

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ことになりますが、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。

補修部品 補修部品

価格改定のお知らせ

付属バックレストのデザイン変更について

この度は、弊社一部商品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【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。

この度、GIVI　E43NTL-ADV（商品番号：95342）におきましてて、GIVI社の仕様変更によりバックレスト
のデザインが変更となりますのでご案内申し上げます。
お客様におかれましては大変ご迷惑をお掛けいたしますが、どうか事情をご賢察の上、ご容赦くださいます
ようお願い申し上げます。

リアスタンド アジャスタブル用補修部品 フロントステムアップスタンド2用補修部品
Adjustable Rear Stand Repair Parts Front Stem Up Stand 2 Repair Parts11月下旬発売 11月下旬発売

25261 ¥2,750(¥2,500)

25263 ¥2,200(¥2,000)

25294 ¥880(¥800)25302 ¥825(¥750) 25301 ¥880(¥800)

25298 ¥880(¥800)

25300 ¥880(¥800)

25296 ¥880(¥800)

25299 ¥880(¥800)

25295 ¥880(¥800)

25262 ¥2,750(¥2,500)

左右1セット

各2個入り

27mm

20mm

24mm

18mm

22mm

15.5mm

左右1セット

■�Ｌ型アタッチメント ■�ベースジョイントセット ■�アダプター

■�ピン＆ベータピンセット

■�調整ノブボルト

■�U型アタッチメント

25295 25296 25298

25299 25300 25301

新旧

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


