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ボディライト
　　　   ポー

タブル　　
　　USB充電

　        防水
(IPX7相当)

白色 電球色 エマージェンシー(赤＆青)

スポットライ
ト

画像のライトはZK3-20001の紹介画像を流用しております

ブラック　

オリーブ　

ランプシェードとの併用イメージ　

Leather Holder レザーホルダー

ペーパーカップホルダー　

ツーリング先やキャンプでの熱々珈琲！
本革製のカップホルダーを装着すれば
持ち手に伝わる熱さを抑えるだけでなく
お洒落なブレイクタイムを過ごす事が出来ます。

マルチツーリングライトMulti Touring Light
基本機能はそのままに、バッテリー
容量アップと新たなカラーで新登場！
バッテリー容量は従来の1.5 倍となる
「3000mAh」リングカラーはシックな
ブラックとオリーブの２色展開！

ロゴが入る面は全てブラウンで統一し、裏面
をグリーン・ブラウン・レッドの３色展開。
雰囲気に合わせてお選び下さい。

好評発売中

５月発売予定

ZK3-20007BG
ブラウン/グリーン

ZK3-20007BR
ブラウン/ブラウン

ZK3-20007RB
ブラウン/レッド

ZK3-20008B
ブラック

ZK3-20008V
オリーブ

表面

裏面

材質：本革

・使う程に味わいが増す本革製

・かじかんだ手でも持ち易い大き目なハンドル

・持ち歩きに便利、 ポケットへの簡単収納

・標準サイズの紙コップ205ml(7oz) に合わせたサイズ

・ リップを逃がした清潔なデザイン

205ml(7oz)

価格： ￥1,760
（税抜\1,600)

価格： ￥1,760
（税抜\1,600)

価格： ￥1,760
（税抜\1,600)

ランク：V

ランク：V

ランク：V

価格：￥3,960
（税抜\3,600)

価格：￥3,960
（税抜\3,600)

ランク：W1 ランク：W1
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HANDLEBAR ハンドルバー

●約６５mm手前に来て、乗りやすくなるハンドルとして大人気発売中のレブル２５０/５００用ハンドルに新カラーが登場！
車体にフィットするマットブラック（艶無）が新たに登場！純正ワイヤーやハーネス類は基本的にそのまま使用。
●スチール製ブラック仕上げ ●幅：710mm/高さ：100mm/バック：160mm/握り部：φ25.4 

発売中

REBLE250・S/500 HONDA
【2BK-MC49/2BL-PC60】2017y- 

人気のハンドルに新カラーが登場！艶消しブラックが車体にフィットします。

CAMERA STAY ドライブレコーダー
５月下旬発売予定

●ハンドル マットブラック レブル２５０/５００用  　  
　　品番２０４‐３３８７ 定価￥９,４６０ （税抜 ￥８,６００） 　JAN 4934154203542 D 

●カメラの取付けに困るカウル装着車であるニンジャ６５０用のカメラステーセットが登場！
当社ドライブレコーダー ＡＤ７２０/１０８０Ｊへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。前後セット。
●カウル用ステー・リア用ステー・固定ボルト・カラー・コードステッカー・ナンバー用ボルトのセット。●スチール製ブラック仕上げ

●ドラレコ用カメラステー  前後セット ブラック ニンジャ６５０ 2017y- 　  
　　品番３０４‐５１８９ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００） 　JAN 4934154169411 W1 

カメラステー

人気のハンドルに新カラーが登場！艶消しブラックが車体にフィットします。

●転倒時にラジエターが破損しないようにするガードに新型ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ用が登場！
※ラジエターの破損を防ぐことを保証するものでは御座いません。
●スチール製ブラック仕上げ

RADIATOR GUARD ラジエターガード ５月中旬発売予定

CRF250L/RALLY ・S HONDA
【2BK-MD47】2021y- 

●ラジエターガード ブラック 
　　　　　　　　　　ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ ・ Ｓ  2021y- 　 　  
　　品番１０７‐２１３２ 定価￥７，７００ （税抜 ￥７,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154119461 Ｗ1 

SIDESTAND WIDE PLATE サイドスタンド ワイドプレート
４月下旬発売予定

●サイドスタンド ワイドプレート＆エクステンション ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ ・ Ｓ  2021y- 　 　  
　　品番２１３‐０５１ 定価￥１２，１００ （税抜 ￥１１,０００） 　JAN 4934154162900 Ｄ 

&EXTENSION ＆エクステンション
●キャンプ場や砂利などの不整地でサイドスタンドがめり込みにくくなり、転倒を防止に役立つワイドプレート＆エクステンション
シリーズに新型ＣＲＦ２５０Ｌ／ＲＡＬＬＹ用が登場！
ドレスアップ効果も高く、ノーマルに比べ設置面積が約２．９倍もアップするので実用面でも効果が高いアイテム。

●バッグの巻き込み防止ときれいに取り付けるためのマストアイテムであるバッグサポートシリーズにニンジャ６５０/Ｚ６５０用が
ついに登場。左右別体式。
●スチール製ブラック仕上げ

BAG SUPPORT バッグサポート ５月中旬発売予定

NINJA650/Z650 KAWASAKI
【2BL-ER650H】2017y- 

●バッグ サポート ブラック 
　　　　　　　　　　ニンジャ６５０/Ｚ６５０  2017y- 　 　  
　　品番２１０‐４９９４ 定価￥11，０００ （税抜 ￥１０,０００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154205423 Ｗ1 

※こちらの商品はニンジゃ６５０のみ適合
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ETC CASE STAY ＥＴＣケースステー

●トライアンフがミドル市場に提案するコンパクトなトライデント６６０。コンパクトな車体な
ため日本の市場には必需品のＥＴＣを収める場所がないことが悩みの種です。
ハンドル周りをすっきり見せるためにも一体型ではなく、別体型の装着を考えている方も
多いと思います。そこでトライデント６６０用のＥＴＣケースステーが登場！
当社Ｋ３ブランドのタクティカルＥＴＣケースや革のケースの取付もできるように考えました。
センター穴もあるので他のポーチも取付可能です。左右どちらでも装着可能。
●スチール製ブラック仕上げ

５月中旬発売予定

TRIDENT 660 TRIUMPH
2021y- 

●ＥＴＣステー ブラック トライアンフ トライデント660 21y- 　  
　　品番ＨＴＲ‐０６６５２ 定価￥３,３００ （税抜 ￥３,０００） 　JAN 4934154893484 Ｗ 

HELMET LOCK ヘルメットロック ５月中旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック トライアンフ トライデント660 21y- 　  
　　品番ＨＴＲ‐０５０１１ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154893477 Ｗ 

ZK3-10001Bとの組み合わせ ※左右共に装着できますが、下記ヘルメットロックとの併用時は右側への装着になります。

●出先でちょっと離れる際に便利なヘルメットロック。マストアイテムとして新型トライデント６６０用が
登場！
左側タンデムステップに共締めするタイプ。車輛のイメージを損なうことなく、自然な形で
装着出来ます。
●スチール製ブラック仕上げ

S1000XR  BMW
2020y- 

●ヘルメットロック  ブラック ＢＭＷ Ｓ１０００ＸＲ 20ｙ-　  
　　品番ＢＭ‐０５０１４ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154162924 Ｗ 

●ご要望の多かった ２０２０年にモデルチェンジとなったＳ１０００ＸＲ用のヘルメットロックが登場！
エッジの効いた独特なスタイルに違和感なく収まる仕様。左側タンデムステップに固定。
●スチール製ブラック仕上げ 

５月下旬発売予定HELMET LOCK ヘルメットロック

ITEMS  
HELMET LOCK ヘルメットロック ６月上旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック レバーホルダー用 インチ 　  
　　品番３０３‐１６０７ 定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００） 　JAN 4934154193324 Ｗ1 

●国産インチハンドル車対応のレバーホルダー用ヘルメットロック。ネジピッチ３３～３７mm、M6ボルト対応。左右兼用タイプ。

●便利品のマストアイテムとして展開を広げているヘルメットロックシリーズにユニバーサルタイプのレバーホルダータイプが登場！車種別タイプと違い、簡単取付なので
専用品がない車両でも使用出来、またタンデムライディング時の２つ目としての使用でも便利です。
●アルミ製ブラック仕上げ

●ヘルメットロック ブラック レバーホルダー用 ハーレーダビッドソン インチ 　  
　　品番ＨＤ‐０５１４９ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００） 　JAN 4934154333991 Ｗ 

●ハーレーダビッドソン用のレバーホルダー用ヘルメットロック。ネジピッチ３7～40mm、1/4インチ ボルトに対応。左右兼用タイプ。

※ハンドル位置が低い場合に、タンクなどに干渉する場合がございますのでご注意下さい。

※ハンドル位置が低い場合に、タンクなどに干渉する場合がございますのでご注意下さい。

＜代表適合車種＞
ホンダ　レブル２５０/５００/１１００
　　　  シャドウ
        スティード
ヤマハ  ＤＣ/ＤＳＣ１１００
　　　　ＢＯＬＴ/Ｒスペック
　　　  ＤＣ/ＤＳＣ４００

カワサキ　Ｗ８００
　　　  
        

＜代表適合車種＞
96y-20y ＸＬ・ＤＹＮＡ・ＳＯＦＴＡＩＬ
        　　　　　　　　　　　シリーズ
06y-20y ツーリング モデル　　　　
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２０２１年４月 営業日

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
54 6 87 9 10

1211 15 1614
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25 26 28 29 30

LIGHTNING 
HEAD LIGHT STAY ヘッドライトステー ６月上旬発売予定

●ヘッドライトステー ロング/メッキ ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐０２７１ 定価￥４,１８０ （税抜 ￥３,８００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154137380 D 

●カスタムヘッドライトの装着やヘッドライト周りのカスタムに必要なヘッドライトステーが価格見直しで発売再開。（取付径の詳細に関してはカタログＰ０５７へ）

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１３０＞　

＜スチール製＞

205-0271

●ヘッドライトステー ショート/メッキ ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐０２８１ 定価￥４,１８０ （税抜 ￥３,８００） 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154137397 D 205-0281

●ヘッドライトステー アルミダイキャスト/メッキ ２８-３９mm  　  
　　品番２０５‐０１４１ 定価￥７,７００ （税抜 ￥７,０００） 　JAN 4934154137373 D 

＜アルミダイキャスト製＞

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１１５＞　

＜寸法：Ｄ２８～３９ Ｌ１１０＞　

＜アルミ製＞
●ヘッドライトステー アルミ/ブラック ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐００６１Ｂ 定価￥５,２８０ （税抜 ￥４,８００）　JAN 4934154136772 D 

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１１０＞　

●ヘッドライトステー アルミ/シルバー ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐００６１Ｓ 定価￥５,２８０ （税抜 ￥４,８００）　JAN 4934154136789 D 

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１１０＞　

●ヘッドライトステー アルミ/ブラック ３４-４３mm  　  
　　品番２０５‐０２１１Ｂ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００）　JAN 4934154136796 D 

●ヘッドライトステー アルミ/シルバー ３４-４３mm  　  
　　品番２０５‐０２１１Ｓ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００）　JAN 4934154136802 D 

＜寸法：Ｄ３４～４３ Ｌ１１０＞　

＜寸法：Ｄ３４～４３ Ｌ１１０＞　

●ヘッドライトステー アップタイプ アルミ/ブラック ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐０２５１Ｂ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００）　JAN 4934154135980 D 

●ヘッドライトステー アップタイプ アルミ/シルバー ２７-３９mm  　  
　　品番２０５‐０２５１Ｓ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００）　JAN 4934154135997 D 

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１１０ Ｕ４０＞　

＜寸法：Ｄ２７～３９ Ｌ１１０ Ｕ４０＞　

●ヘッドライトステー アルミ/ブラック ３８-４３mm  　  
　　品番２０５‐０２９１Ｓ 定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００）　JAN 4934154136000 D 

＜寸法：Ｄ３８～４３ Ｌ１３５＞　

２０２１年 開幕！２０２１年 開幕！ＭＦＪ ＣＵＰ ＪＰ250キジマＫＩＳＳレーシングチーム 
2020年シーズンはコロナ禍ということもあり活動に関しても大きな声で皆様にお伝えすることが出来ませんでしたが、多くの応援、
ご協力りがとうございました。今シーズンは駆けるマシンもＣＢＲ２５０ＲＲ に代わりいよいよ始まります。

ライダーが昨シーズンから引き続き 鈴木 悠大、マシンは＃１６ ＣＢＲ２５０ＲＲ。ＭＦＪ ＣＵＰ ＪＰ２５０ ＮＡＴクラスに参戦します。
表彰台を目指し、チーム一丸となって挑戦して参ります。 応援よろしくお願いします。

第１戦 4/3 (土) ツインリンクもてぎ(栃木）
第2銭 5/22(土) スポーツランドＳＵＧＯ(宮城）
第3銭 6/19(土)・6/20(日) 筑波サーキット(茨城) 2レース

株式会社キジマは、オートバイ業界・レース業界の活性化と若手ライダーの育成、オートバイアフターマーケットにおける
新製品開発を目的に今年もＭＦＪ ＣＵＰ ＪＰ２５０に参戦いたします。

第4銭 7/17(土) 鈴鹿サーキット(三重)
第5銭 9/4(土) 岡山国際サーキット(岡山)
第6銭 9/18(日) オートポリス（大分）

＜訂正＞　　　　　　先月の商品のご案内で仕様変更となった商品がございますのでご連絡いたします。ＭＡＲ 1に掲載しておりますクランプ式ＵＳＢポートキットに
関してのご連絡。多くのお客様より仕様に関しての変更要望があり急遽でありますが仕様を変更いたしました。配線長を１００ｃmから１７０cmへ変更しました。
そのため予定していた販売開始が６月中旬に変更となりました。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

３月も終わり、いよいよ待ちに待ったオートバイシーズンの到来です。情報盛りだくさんの最新キジマカタログも発売になりました。
２月までの最新情報をお届けいたします。またＨＰ、ＳＮＳを中心にホッカホカの情報をさらに掲載していきますのでご期待下さい。

最新２０２1-２０２２ パーツカタログ発売中！最新２０２1-２０２２ パーツカタログ発売中！

キジマＫＩＳＳレーシングチーム 
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