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5 MAY

WINKER LAMP ウインカーランプ 好評発売中

LIGHTING ランプ関連

大人気のＮａｎｏシリーズに新色 クロームメッキが登場！大人気のＮａｎｏシリーズに新色 クロームメッキが登場！

●ウインカーランプ Ｎａｎｏ シングル メッキ アンバー ２個セット 　  
　　品番２１９‐５１９５ 定価￥１４,３００ （税抜 ￥１３,０００） 　JAN 4934154461959 Ｄ 

●極小ボディーのウインカーランプ。
●１２Ｖ１．５Ｗ　●メッキボディー/クリアレンズ  ●発光：シングル/アンバー 

●ウインカーランプ Ｎａｎｏ コンビタイプ メッキ アンバー／レッド ２個セット 　  
　　品番２１９‐５１９７ 定価￥１８,７００ （税抜 ￥１７,０００） 　JAN 4934154461973 Ｄ 

●極小ボディーにテールランプ/ストップランプのレッド発光とウインカーとしてのアンバー発光をします。
●１２V ウインカー１．１W/テール０．２Ｗ/ストップ０．９Ｗ　●メッキボディー/クリアレンズ  ●発光：シングル/アンバー ＆レッド

＜寸法図＞

Nano
LedLamp
Series

ネイキッド、スーパースポーツ、クルーザーなど様々なスタイルで活躍！！

Winker
　 &
Taillamp

ＥＣＥ認証取得品

各種取付ステーも発売中！

極小サイズに省電力・高輝度ＬＥＤを採用！

新色のクロームメッキボディーが高級感を演出！

極小サイズに省電力・高輝度ＬＥＤを採用！

●ＥＣＥ認証（５０Ｒ）を取得済みで車検対応可能。※1
●ボディーサイズ：9.8×9.8×14.2mm　ネジ径×長さ：6×10mm ●本体：アルミダイキャスト製

※1 取り付ける場所によって法規を満たさないことがあります。
※注意：別途ＩＣウインカーリレーやレジスターなど別途商品が必要になる場合がございます。
　　　  ポジション機能には対応しておりません。
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MOUNT SYSTEM マウントシステム

●Ｔグリッパー本体にUSBチャージャー機能をプラス。
●出力：ＤＣ５Ｖ ２Ａ  
●付属ケーブル：micro USB、Type Ｃ、ｌｉｇｈtning 　
●17mmボールジョイント対応。 
●防水仕様/雨天時には使用不可。

準備中

●ＴＥＣＨグリッパー ビルド インチャージャー ５Ｖ/２Ａ  　  
　　品番ＴＭ‐５ＴＧＰＰ 定価￥７,１５０ （税抜 ￥６,５００） 　

A c c e s s o r y  M o u n t i n g  S y s t e m s

R

５Ｇへ進化してラインナップも進化！

米国製のマウントシステムもすでに５世代目に進化。
挟み込むだけで固定できるＴ-グリッパーをメインにラインナップが増えました。
軽量化も進み、さらに使いやすくなりました。

正規輸入品

Ｔ-グリッパー ビルドインチャージャー

JAN未設定/W1

Ｔ-グリッパー ５Ｇ

●従来のアルミ削り出しから樹脂製に変更することで
軽量化とお求めやすい価格に変更。  
●使いやすさはそのままに最大幅１００mmまで使用可能。
●17mmボールジョイント対応。

●ＴＥＣＨグリッパー ５Ｇ  　  
　　品番ＴＭ‐５ＴＧＰ 定価￥４,２９０ （税抜 ￥３,９００） 　

Ｔ-グリッパー＆５ＧハンドルマウントＫＩＴ

●Ｔグリッパー本体と５Ｇハンドルマウントのキット。ハンドル対応径はΦ２２/２５/２８/３２
●固定後もおよそ７０度の範囲で稼働させることが出来ます。  
●ブラック仕様

●ＴＥＣＨグリッパー＆５ＧハンドルマウントＫＩＴ  　  
　　品番ＴＭ‐５３０９１２ＢＴＧ 定価￥８,５８０ （税抜 ￥７,８００） 　

Ｔ-グリッパー＆５ＧコントロールマウントＫＩＴ

●Ｔグリッパー本体と５Ｇコントロールマウントのキット。レバー
ホルダークランプボルトに共締め。
●固定後もおよそ７０度の範囲で稼働させることが出来ます。  
●ブラック仕様

●ＴＥＣＨグリッパー＆５ＧコントロールマウントＫＩＴ  　  
　　品番ＴＭ‐５３１００１ＴＧ 定価￥８,５８０ （税抜 ￥７,８００） 　

Ｔ-グリッパー＆５ＧステムマウントＫＩＴ

●Ｔグリッパー本体と５Ｇステムマウントのキット。
１３/１６/１７/１８/１９/２４mm のセット。 
●固定後もおよそ７０度の範囲で稼働させることが出来ます。  
●ブラック仕様

●ＴＥＣＨグリッパー＆５ＧステムマウントＫＩＴ  　  
　　品番ＴＭ‐５１０１０５ＴＧ 定価￥７,２６０ （税抜 ￥６,６００） 　

ステムマウントＫＩＴ ５Ｇ

●１７mmボールジョイントのステムマウントのキット。
１３/１６/１７/１８/１９/２４mmのセット。
●ブラック仕様

●ステムマウントＫＩＴ ５Ｇ ユニバーサル ＢＫ  　  
　　品番ＴＭ‐５１０１０５ 定価￥３,７４０ （税抜 ￥３,４００） 　

Ｔ-グリッパー＆５ＧステムマウントＫＩＴ 

●ＦＪＲ専用 Ｔグリッパー本体と５Ｇステムマウントキット。
●固定後もおよそ７０度の範囲で稼働させることが出来ます。  
●ブラック仕様

●ＴＥＣＨグリッパー＆５ＧステムマウントＫＩＴ ＦＪＲ用  　  
　　品番ＴＭ‐５１０９９８ＴＧ 定価￥９,３５０ （税抜 ￥８,５００） 　

ヤマハ ＦＪＲ用 

※写真のスマートフォンはサンプルです。
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●ドライブレコーダー用リアカメラ ナンバーサイドマウントステー ブラック フェンダーレス対応 　 　  
 　品番３０４‐５１９０ 定価￥２，７５０ （税抜 ￥２,５００） 　JAN 4934154169435 W1 

３月下旬発売予定

UNIVERSAL REAR NUMBER MOUNT

●フェンダーレスＫＩＴの使用やフェンダー上部にカメラを設定するスペースがない時に活躍する
リア用カメラステー。ナンバーとの共締めなので取付も簡単。
●当社ＡＤ７２０/１０８０Ｊ、ミツバサンコーワ社製品に対応●スチール製ブラック仕上げ 

ご要望が多かったフェンダーレスキット対応カメラステーが登場！ご要望が多かったフェンダーレスキット対応カメラステーが登場！

DRIVE RECORDER ドライブレコーダー

５月下旬発売予定

カメラ ステーCAMERA STAY

●上記製品販売に伴って 当社ですでに設定しているカウル付き車両のカメラステーのフロント側を単品設定しました。フロント側カメラステー取付に必要なパーツをセット。
●当社ＡＤ７２０/１０８０Ｊ、ミツバサンコーワ社製品に対応●スチール製ブラック仕上げ 

CBR250RR 【2BK-MC51】2017y-HONDA

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　　　ＣＢＲ２５０ＲＲ 2017y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８２Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169459 W1 

CBR400R【2BL-NC56】2019y-/CBR650R【2BL-RH03】2019y-HONDA

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　ＣＢＲ４００Ｒ/６５０Ｒ 2019y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８３Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169466 W1 

HONDA

NINJA250/400 【2BK-EX250P/EX400G】2018y-KAWASAKI

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　ニンジャ２５０/４００ 201８y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８1Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169442 W1 

HONDA

ZX-25R 【2BK-ZX250E】2020y-KAWASAKI

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　　　ＺＸ-２５Ｒ 2020y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８８Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169510 W1 

HONDA

NINJA650R 【2BL-ER650H】2017y-
●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　　ニンジャ６５０Ｒ 2017y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８９Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169527 W1 

YZF-R25 【JBK-RG10J/2BK-RG43J】-2018yYAMAHA

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　ＹＺＦ-Ｒ２５/Ｒ３ -2018y フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８５Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169480 W1 

YAMAHA

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　ＹＺＦ-Ｒ２５/Ｒ３ 2019y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８７Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169503 W1 

GSX250R 【2BK-DN11A】2017y-SUZUKI

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　　　ＧＳＸ２５０Ｒ 2017y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８４Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169473 W1 

GIXXER SF250 【2BK-ED22B】2020y-SUZUKI

●ドライブレコーダー用カメラステー 
　　ＧＩＸＸＥＲ ＳＦ２５０ 2020y-フロント   　 　  
 　品番３０４‐５１８６Ｆ 
　  定価￥２，６４０ （税抜 ￥２,４００） 
　　JAN 4934154169497 W1 

KAWASAKI

YZF-R3 【JBL-RH07J/2BL-RH13J】-2018y

YZF-R25/R3 【2BK-RG43J/2BL-RH13J】2019y-

＜フロント用カメラステー＞ ６月中旬発売予定

ラインナップ続々増加中！

●付属内容：各車専用フロントステー、カメラ固定用ボルト、カラー、コードステッカー
ミラー固定ボルト（車両によって）
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●テールランプを飛び石などから守るというイメージを演出するテールランプガード。
アウトドアスタイルの演出にも役立つドレスアップアイテム。純正テールランプに対応。
●スチール製ブラック仕上げ

TAIL LAMP STONE GUARD テールランプ 
６月中旬発売予定

●テールランプ ストーンガード スーパーカブ１１０/クロスカブ１１０ 20ｙ-   　 　  
　　　品番２０３‐１４２ 定価￥８，８００ （税抜 ￥８,０００） 　JAN 4934154137281 W1

HANDLE MOUNT STAY ハンドルマウントステー ５月下旬発売予定

●ヘルメットロック ブラック パニガーレＶ２ 20y-  　 　  
　　　品番ＨＤＣ‐０５０１３ 定価￥４，９５０ （税抜 ￥４,５００） 　JAN 493415893491 W 

＜ゴールデンウィークの休業日のお知らせ＞

２０２１年ゴールデンウィークは下記が休業日となります。

２０２１年５月 営業日

1
2 3 54 6 87
9 10 1211 15

16
14

23

13

27
18 2117 19 20 22

24 25 26 2830 2931

日 月 火 水 木 金 土

SUPER CUB110・CROSS CUB HONDA
【JA44/45】2020y- 

ストーンガード

※フレームＮＯ
　Ｃ１１０：JA44-1200001-、Ｃ１１０Ｘ：JA45-1200001-
　テールランプＯＥＭ：33701-K76-T62 対応　　

NINJA650 KAWASAKI
【2BL-ER650H】2017y- 

●ハンドルマウントステー ブラック ニンジャ６５０ 17ｙ-   　 　  
　　　品番２０４‐０６４４ 定価￥６，８２０ （税抜 ￥６,２００） 　JAN 4934154137298 D

●メーター周りにスマートフォンやナビなどのデバイスを取り付ける際に取付場所に困る車輛に人気のハンドルマウントシリーズ
ニンジャ６５０用が登場！●スチール製ブラック仕上げ ●取付パイプ径：Φ22.2、有効取付長：120mm、最大積載量：約1.5kg

HELMET LOCK ヘルメットロック ５月中旬発売予定

PANIGALE V2 DUCATI
2020y- 

●Ｖ２エンジン搭載のスーパースポーツモデルでも便利なヘルメットが欲しいと
いう多くの声に答え、ついに登場！シートカウル左サイドに取付。
●スチール製ブラック仕上げ

FOG LAMP KIT フォグランプキット ６月中旬発売予定

●フォグランプＫＩＴ ＬＥＤ ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ 21y- 　  
　　品番２０５‐６１５９ 定価￥３５,２００ （税抜 ￥３２,０００） 　JAN 4934154157876 W1 

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

●霧や夜道だけではなく、安全のために自分の存在を示すことができるフォグランプシリーズに新型ＣＲＦ２５０Ｌ/ＲＡＬＬＹ 対応のフォグランプＫＩＴが登場。
従来品とは違いスタンダードなＣＲＦ２５０Ｌにも対応。車種専用設計のブラケットやフォグランプ用スイッチや配線類など取付に必要な部品がすべて
含まれているので装着で悩むことはありません。●仕様//消費電力：18W(2灯)　防水：IP67相当 光度：12V-452LM  照射光：白 色温度：5000～6200K
●ステー：スチール製ブラック仕上げ

４/２９（木）・５/１（土）～５/５（水）
休み明け ５/６（木）は５/５までのご注文分の出荷がメインとなります。
お問い合わせ等の対応は５/６（木）以降 順次となります。
ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いします。
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