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CBR1000RR-R

●ハンドルマウントステー ブラック ＣＢＲ１０００ＲＲ‐Ｒ 2020y- 　　
　　　　　　　　品番２０４‐０６９９ 定価￥６,０００ （税抜）　JAN 4934154135959 Ｄ

●ツーリングでも活躍するスーパースポーツでもある新型ＣＢＲ１０００ＲＲ-Ｒ
ＦＩＲＥＢＬＡＤＥ用のハンドルマウントステーが登場！
スマホやＵＳＢなどツーリング時の必需品を使い勝手の良い場所へ取り付け
られる定番の人気アイテム。
●スチール製ブラック仕上げ
●クランプ部：取付径/22.2mm・有効取付長/152mm・最大積載量/1.5kg 

HANDLE MOUNT STAY  ハンドルマウントステー

HONDA 【2BL-SC82】 2020y- 

●ヘルメットロック  ブラック ＣＢＲ１０００ＲＲ‐Ｒ/ＳＰ 2020y- 　　
　　　　　　　　品番３０３‐１６０３ 定価￥３,６００ （税抜）　JAN 4934154193374 D

●定番の便利アイテムのヘルメットロックシリーズに新型ＣＢＲ１０００ＲＲ-Ｒ用が登場！
タンデムステップへの共締め固定で違和感なく装着出来ます。
●スチール製ブラック仕上げ

HELMET LOCK   ヘルメットロック

GIXXER150/GIXXER250･SF250 SUZUKI 【2BK- ED13N/2BK-ED22B】 

●バッグサポート ＧＩＸＸＥＲ１５０/ＧＩＸＸＥＲ２５０・ＳＦ２５０ 2020y- ブラック   
　　　　　　　　                          品番２１０‐４９９２ 定価￥１０,０００ （税抜）　JAN 4934154205294 W1

2020y- 
BAG SUPPORT   バックサポート

KATANASUZUKI 【2BL-GT79B】 

●ＥＴＣステー ブラック カタナ 2019y-    
　　　　　　　　品番３０４‐５１７４ 定価￥５,５００ （税抜）　JAN 4934154169374 D

●積載力が乏しく、別体式ＥＴＣ本体の収納も大変な新型カタナに車体の外に別体ＥＴＣを固定するためのステーが登場。別売のＥＴＣケースを使用し、使い勝手良く
ＥＴＣを利用できるようになります。車体のスタイルを崩さず、実用性をアップします。
●スチール製ブラック仕上げ  ●弊社タンデムグリップ（210-546）・バッグサポート（210-4991）とそれぞれ併用が出来ます。  
　

2019y- 
ETC CASE STAY    ＥＴＣステー

進化したホンダのスーパースポーツ 新型ＦＩＲＥ ＢＬＡＤＥ用パーツが遂に登場！進化したホンダのスーパースポーツ 新型ＦＩＲＥ ＢＬＡＤＥ用パーツが遂に登場！

※ウエラブルカメラなど背が高い物や、先端が重い物などや高回転で連続して運転される様な場合には過度な荷重が掛かり、破損の恐れがございます。ご注意ください。

※実際の商品はブラック仕上げZK3-10001B と装着　　　 HD-06663 と装着　　　 弊社タンデムグリップとの併用　　　

＜別売ＥＴＣケース＞
ＺＫ３-１０００１Ｂ（ブラック）・ＺＫ３-１０００１Ｇ（オリーブグリーン） 各￥２,６００ 税抜 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 日本無線社製 ＪＲＭ-11/2１・ミツバサンコーワ社製 ＭＳＣ-ＢＥ５１/５１Ｗ/６１/６１Ｗ/700 対応
ＨＤ-０６６６３ ￥６,０００ 税抜 ：ミツバサンコーワ社製 ＭＳＣ-ＢＥ５１/５１Ｗ/６１/６１Ｗ/700 対応
ＨＤ-０６６６４ ￥６,０００ 税抜 ： 日本無線社製 ＪＲＭ-11/2１ 対応

●上手く綺麗に取り付けてもどうしても内側に入り込んでしまうサイドバッグを安全に綺麗に取り付けるバッグサポートシリーズに新型のジクサーシリーズ用が登場。
左右一体にすることで剛性を上げながらもシンプルに小型化をすることが出来ました。小型でもバッグの押さえるべきポイントを押さえ、タイヤへの巻き込み防止を
します。またバッグを取り付けていない時にも目立つことなく車体のイメージを崩しません。
●スチール製ブラック仕上げ  
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CT125・HUNTER CUB HONDA 【2BJ-JA55】 2020y- 

●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ ブラック ＣＴ１２５ 2020y- 
　　　　　　　　品番２０５‐６１５８ 定価￥３０,０００ （税抜）　JAN 4934154157869 Ｗ1

●取り付けに必要なパーツが揃ったフォグランプキットにハンター１２５用が登場！
夜間の走行や悪天候での走行での活躍はもちろん、アドベンチャースタイルを強くイメージ
させるアイテム.
車体のイメージを大きく壊さない様に小型のフォグランプで設定しました。
またフォグランプ取付で見えにくくなるサイドリフレクターも移動出来る様に設計。

●取付ステー：スチール製ブラック仕上げ。
　

FOG LAMP KIT  LED フォグランプキット

SUPERCUB C125 HONDA 【2BJ-JA48】 2018y- 

●リアキャリア スーパーカブ Ｃ１２５ 201８y- ブラック   
　　　　　　　　品番２１０‐２７４１ 定価￥１５,０００ （税抜）　JAN 4934154157166 Ｗ

●スリムなスポーティースタイルで人気のＣ１２５用のリアキャリアにブラック仕上げが登場！
クロームメッキとは違う落ち着いたイメージを演出。
ブラック仕上げのバッグサポートと揃えての装着でリア周りが締まります。
●スチール製ブラック仕上げ
●最大積載量：５ｋｇ 

REAR CARRIER リアキャリア

●バッグサポート ブラック スーパーカブＣ１２５ 左右セット   
　　　　　　　　品番２１０‐４９６３ 定価￥１２,０００ （税抜）　JAN 4934154205362 Ｄ

●左右への振り分けバッグなど取り付けに便利な左右セット。
　 

BAG SUPPORT バッグサポート

●商品内容：ＬＥＤフォグランプ×2・取付けステーセット・スイッチ・電源配線・延長配線 等

※消費電力が上がるのでバッテリーの状態に注意して御使用下さい。
特にグリップヒーターなど消費電力の高い商品との同時使用は電力
不足となりますのでおやめ下さい。

＜フォグランプ詳細＞
●消費電力：12V-0.82A(9W)・24V-0.4A(12.5W) 
●光度：12V-452LM・24V-449LM 
●防塵防水規格：IP67 ●照射光：白 
●色温度：5000K〜6200K

●新色のブラックも登場し、ブラックで統一したカスタムに対応出来る様にキャリアだけではなく バッグサポートにもブラック仕上げが登場！
クロームメッキとは違う落ち着いたイメージを演出。ブラック仕上げのリアキャリアと揃えての装着でリア周りが締まります。
使用用途やカスタムに合わせて選べるように左右セット、左、右それぞれを設定。
●スチール製ブラック仕上げ 

●バッグサポート ブラック スーパーカブＣ１２５ 右側   
　　　　　　　　品番２１０‐４９６３１ 定価￥６,２００ （税抜）　JAN 4934154205379 Ｄ

●バッグサポート ブラック スーパーカブＣ１２５ 左側   
　　　　　　　　品番２１０‐４９６３２ 定価￥６,２００ （税抜）　JAN 4934154205386 Ｄ

●シングルバッグの取り付けに便利な片側のみ。　 
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Tactical Side Bag

ZK3-10003G

タクティカルサイドバッグ

各￥7,800(税別)

JAN：4934154510305

JAN：4934154510336

JAN：4934154510343

ZK3-10003N
ZK3-10003R

オリーブグリーン
ネイビー
レッド

側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら
大容量のタクティカルサイドバッグ。装着方法はタンデムシートを利用したY型ベルト、
フレーム部を利用したぶら下げ式の２通り。急な雨でも安心のレインカバーも付属しております。
素材：ポリエステル/PVC

※ウェビングは1インチですが、モールシステム対応ではございません。

商品構成
・バッグ本体
・Y字型シート固定用ベルト×1
・3点止ループ式固定ベルト×3
・PVCレインカバー×1
・下部用装着保護ベルト×2

バッグ本体サイズ
30(H)×35(W)×12(D)cm

小さくても大容量

18L

ZK3-10003B ブラック JAN：4934154510299

※バッグ本体縫い目部分に防水処理は施されておりません。
※レインカバー装着時でもバッグ背面より雨水が浸入する事がございます。

ウェビングの使用例
(走行時は脱落防止対策を必ず行って下さい)

車体への装着例

フレーム部等を利用した吊り下げ方法 タンデムシートを利用した装着方法

急な雨でも安心のレインカーバーが付属

TC02

Tactical ETC CASE
タクティカルＥＴＣケース

TC01

ブラック オリーブグリーン
ネイビー

レッド

ブラック オリーブグリーン

ZK3-10001G JAN：4934154510244オリーブグリーン
ZK3-10001B ブラック JAN：4934154510237 各￥2,600(税別)

アンテナ別体型ETC車載器の収納に便利なタクティカルETCケースです。
シート下の収納に余裕が無い車両や、収納が無い車種にお勧めです。
装着には別途専用のステーが必要となります。
素材：ポリエステル/PVC

レブル・ボンネビルボバー・KATANA
ハーレーダビッドソン(ソフテイル・ダイナ・スポーツスター)

ユニバーサルタイプ(M8～M10ボルトによる固定)

適合ETC車載器
 日本無線社製JRM-11/21
 ミツバサンコーワ社製MSC-BE51/51W/61/61W・BE700

ラインアップ中の専用ステー

FXBRブレイクアウトへの装着例
HD-06675が別途必要です

KATANAへの装着例
304-5174が別途必要です

※ご使用の環境(光源)により色味が異なります。ご了承ください。

※バッグ本体縫い目部分に防水処理は施されておりません。


