
〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 Tel03-3897-2167 FAX03-3897-2138 2022/FEB1

●ハンドルアップカラー Ｇ３１０ＧＳ/Ｒ 17ｙ-　  
　　品番ＢＭ‐０４０１０ 定価￥５,５００ （税抜 ￥５,０００） 　JAN 4934154162955 Ｘ 

●簡単装着で日本人には少し遠く幅広いＢＭＷ Ｇ３１０シリーズのハンドルを２５ｍｍアップさせることによりグリップ位置を扱いやすい位置に変えるカラーが登場！
装着に必要なボルト、ナットも付属で、ワイヤー類の交換もなく取付けが出来ます。左右用セット●アルミ製シルバー仕上げ 

HANDLEMOUNT STAY ３月中旬発売予定

●見やすい場所にナビやスマホを取り付けられるハンドルマウントステーシリーズに新しくなったＮＣ７５０Ｘ用が登場！大きく目線をずらすことなく確認が出来る様にメーター
上のスペースに設定。●取付けパイプ径：22.2mm/取付有効幅：約170mm/最大積載量：1.5ｋｇ ●スチール製マットブラック仕上げ　

●ハンドルマウントステー ＮＣ７５０Ｘ/ＤＣＴ　21y- 　  
　　品番２０４‐０７０９ 定価￥８,２５０ （税抜 ￥７,５００） 　JAN 4934154137434 Ｄ  

CYGNUS GRYPHUSYAMAHA
【8BJ-SEJ4J】2022y- 

ハンドルマウントステー 

HELMET LOCK ２月下旬発売予定

NC750X/DCTHONDA
【8BL-RH09】2021y- 

ヘルメットロック 

●積載スペースがあるスクーターでも、あれば便利なヘル
メットロックを新しく登場したシグナスグリファス用で設定！
※純正フックを取り外し取り付けます。
●スチール製ブラック仕上げ　

●ヘルメットロック ブラック シグナスグリファス 22y- 　  
　　品番３０３‐１６１２ 定価￥３,８５０ （税抜 ￥３,５００） 　JAN 4934154193393 Ｄ  

FENDERLESS KIT ３月中旬発売予定
フェンダーレスキット 

●リア周りをすっきり見せる定番カスタムのフェンダーレスキットにシグナスグリファス用が登場！
ナンバー角度を４０°に設定し、ナンバープレート表示に係る新基準を満たしておりますが、全長が変更になるため
改造申請が必要となります。 
●スチール製ブラック仕上げ　

●フェンダーレス キット ブラック シグナスグリファス 22y- 　  
　　品番３１５‐０７４ 定価￥１４,３００ （税抜 ￥１３,０００） 　JAN 4934154253943 D  

　 HANDLE UP COLLAR ３月中旬発売予定
ハンドルアップカラー 

人気のＢＭＷ　Ｇ３１０シリーズをさらに乗りやすく！

2FEB

G310GS/RBMW 2017y- 

人気のＢＭＷ　Ｇ３１０シリーズをさらに乗りやすく！
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【価格変更のお知らせ】

HONDA

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番２０１-６７６９(JAN 4934154124823・ 税込定価￥２,４２０）は現在庫で廃番となり、上記品番に切り替わります。

HANDCONTROLS ハンドル廻り

GRIP ３月中旬発売予定
●グリップ アルミヘキサゴン2 メッキ 　  
　　品番２０１‐６８１４ 定価￥２,９７０ （税抜 ￥２,７００） 　JAN 4934154125783 Ｄ  

グリップ 

●アルミ製グリップエンドになり好評発売中のヘキサゴングリップ２の価格変更。
●対応ハンドル径：22.2mm/全長：136mm/内長：122mm/握り径：40ｍｍ/非貫通タイプ 
●左右セット(内径22.2/25.4mmの組み合わせ）

LOW SEAT FLAME ３月中旬発売予定
●シートフレーム５５ｍｍ ダウン ブラック ズーマー  　  
　　品番２０７‐９９５１ 定価￥１３,２００ （税抜 ￥１２,０００） 　JAN 4934154158477 V1  

ローシートフレーム 

ZOOMERHONDA
【BA/JBH-AF58】2001y- 

●足つき性が良くなる実用性はもちろん、低いスタイルで車体イメージを大きく変えるズーマー用の５５ｍｍダウンのロー
シートフレームが価格変更。
●５５mmダウン/５０mmバック ●スチール製ブラック仕上げ　

※弊社製品 シートフレームネット ダウン用（品番２０８-０５７）が装着可能。リアキャリア（品番２１０-１５９）が併用可能。

【販売終了のお知らせ】

販売しておりました品番２０７-９９５(JAN 4934154140120・ 税込定価￥１０,７８０）は廃番となりました。上記商品に切り替わります。

FRONT CARRIER ３月中旬発売予定
●フロントキャリア スクーター汎用タイプ ３点止め  　  
　　品番２１０‐２７６４ 定価￥７,１５０ （税抜 ￥６,５００） 　JAN 4934154158453 X1  

フロントキャリア 

for SCOOTER

●ホンダ系スクーターなどフロントカバーに３点で固定されるスクーターに使用可能な汎用フロントキャリアが価格変更。
●折り畳み式 ●最大積載量：３ｋｇ●スチール製ブラック仕上げ　

【完売時販売終了のお知らせ】

販売しております品番Ｚ９-１４-０１４(JAN 4934154999162・ 税込定価￥６,１６０）
は現在庫で廃番となり、上記商品に切り替わります。

【取付寸法】:フロントカバーを３点で固定しているスクーターに対応。下記寸法に取付の可/否をご確認下さい。

↔

↔

縦幅Ｂ

横幅Ａ

横幅Ａ：53～57mm 
縦幅Ｂ：172～202mm 

付属 高ナットボルト M6 高さ：28mm

●取付方法
フロントカバーの固定ボルトを付属の高ナットボルトに差し替え、純正ボルトでキャリアを固定します。
車輌によって装着角度は異なります。

STEP UP BRACKET ３月中旬発売予定

●好評だったヤマハＢＯＬＴ/Ｒ-Ｓｐｅｃ用のステップアップブラケットが価格変更。
ポジションを３５mmオフセットし近づけさせる便利アイテム。
ハーレー用フートペグ取付可能なのでデザインが選べ、カスタム度もアップ。
※純正ステップには対応しておりません。
●左右セット ●スチール製ブラック仕上げ　

●ステップアップブラケット 35ｍｍ ヤマハ ブラック ＬＲセット 　  
　　品番２1３‐１８８１ 定価￥６,０５０ （税抜 ￥５,５００） 　JAN 4934154158484 Ｗ1  

ステップアップブラケット 

BOLT/R-SpecYAMAHA 2014y- 

【販売終了のお知らせ】

販売しておりました品番２１３-１８８(JAN 4934154153878・ 税込定価￥５,０６０）は廃番となりました。上記商品に切り替わります。

DRESS PART 外装品

FOOT CONTROLS 足廻り
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【価格変更のお知らせ】

HONDA
【完売時販売終了のお知らせ】
現在販売しております品番１０４-２０７(JAN 4934154112141・ 税込定価￥３８５）、１０４-２０８（JAN 4934154112158・ 税込定価￥３８５）
は現在庫で廃番となり、上記品番となります。

MAINTENANCE メンテナンス

HOSE BAND 好評発売中
●ホースバンド スチール ５ケ入り   定価 各￥４９５ （税抜 ￥４５０） 

ホースバンド 

●スチール製のワイヤー式締め込みホースバンド。

FUEL HOSE 順次切り替え

　・Φ４．５×Φ８．５×５ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０１３ 定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154116972 Ｃ  

　・Φ６．３×Φ１０．３×５ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０１４ 定価￥２,４２０ （税抜 ￥２,２００） 　JAN 4934154116989 Ｃ   
　

　・Φ７．９×Φ１１．３×５ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０１５ 定価￥２,７５０ （税抜 ￥２,５００） 　JAN 4934154116996 Ｄ  
　

　・Φ９．５×Φ１３．０×５ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０１６ 定価￥３,３００ （税抜 ￥３,０００） 　JAN 4934154117009 Ｄ  

耐油ゴムホース 

●内側に耐油ゴムを使用した２層構造。用途に合わせ５ｍカットと１ｍカットを設定。
ホースクリップは別途お求めください。
●耐油温度１００℃ カラー：ブラック

【完売時販売終了のお知らせ】

・１２mm  ： 品番１０４‐２４７ 　JAN 4934154112295 B

・１４mm  ： 品番１０４‐２４８ 　JAN 4934154112301 B 

●耐油２層管ホース（ガソリン対応） 　 

 ・Φ４．０×Φ８．０×１ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０８８４ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０） 　JAN 4934154117269 Ｃ 

 ・Φ４．５×Φ８．５×１ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０８８１ 定価￥５５０ （税抜 ￥５００） 　JAN 4934154117238 Ｃ  

　・Φ６．３×Φ１０．３×1ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０８８２ 定価￥６６０ （税抜 ￥６００） 　JAN 4934154117245 Ｃ   
　

　・Φ７．９×Φ１１．３×1ｍ  　  
　　　　　品番１０５‐０８８３ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０） 　JAN 4934154117252 Ｃ  
　

　・Φ９．５×Φ１３．０×1ｍ  　  
　　　　　品番１０６‐０５８ 定価￥１,０４５ （税抜 ￥９５０） 　JAN 4934154117276 Ｃ  

●５ｍカット

現在販売しております品番１０５-００９ (JAN 4934154113094・税込定価￥１,６５０）、１０５-０１０（JAN 4934154113100・税込定価￥１,９８０）、
　　　　　　　　　　　　１０５-０１１（JAN 4934154113117・税込定価￥２,４２０）、１０５-０１２（JAN 4934154113124・税込定価￥２,８６０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は現在庫で廃番となり、上記品番となります。

●１ｍカット

【完売時販売終了のお知らせ】

現在販売しております品番１０５-０５１ (JAN 4934154113315・税込定価￥４９５）、１０５-０５３（JAN 4934154113339・税込定価￥６０５）、
　　　　　　　　　　　　１０５-０５５（JAN 4934154113353・税込定価￥７１５）、１０５-０８２（JAN 4934154114718・税込定価￥６６０）、
　　　　　　　　　　　　１０６-０５１（JAN 4934154113469・税込定価￥９９０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は現在庫で廃番となり、上記品番となります。
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２０２２年３月 営業日 【編集後記】
１月も終わり、もう少しの我慢で温かい春がやってきますね。そんな事を想像しながら、日々どこにツーリン
グに行こうかと これからやってくる季節を楽しみに待っております。行き先を考えているとまだ行っていな
い場所が気になってきたり、前に行ったところをもう一度楽しみたいなど時間と財布の中身を気にしない
現実逃避にはまっていきます。そしてすぐに現実的な問題としてオイル、タイヤ、バッテリー交換などメンテ
ナンスに関しての費用が頭の中を占領していき、財布の中身と相談です。
まだまだ大変な世の中ですが、これから楽しいことが待っていると思いながら乗り越えていきましょう。
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２０２２年２月 営業日

GLASS WOOL グラスウール

●グラスウール アコスタフィル 
　・３２０×１１００mm　　
    品番２０９‐９９０８ 定価￥４,９５０ （税抜 ￥４,５００）    JAN 4934154158491 D
  

　 ・４００×１１００mm　　 
   品番２０９‐９９０９ 定価￥５,２８０ （税抜 ￥４,８００）   JAN 4934154158507 D  
　

　　・５００×１１００mm　　 
   品番２０９‐９９１０ 定価￥６,１６０ （税抜 ￥５,６００）   JAN 4934154158514 D  

４/１切替販売

今月も何とか間に合った。　　　　　　　　　  ＫＫＫ　

【価格変更のお知らせ】

【販売終了のお知らせ】

従来販売しておりました品番Ｚ９-２２-００５(JAN 4934154998134・ 税込定価￥３０,８００）、Ｚ９－２２-００６（JAN 4934154998028・ 税込定価￥３０,８００）
は現在庫で廃番となりました。上記品番に切り替わります。

TOOL 工具類

LADDER RAIL ４月下旬発売予定
ラダーレール 

●積載と収納のしやすさで好評の折り畳み式湾曲ラダーレールの価格変更。車高が低い車体でも底打ちしづらく、普通の車体でもストレートタイプに比べ楽に積載出来
ます。折り畳み式収納で省スペースに優れます。脱落防止ベルト付属。
●サイズ：３０８×２１００mm （収納時：３０８×１１４０×１４０mm） ●最大積載量：３３９ｋｇ 
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積み降ろしもスムーズ

アーチ形状＆ロングで底づきしにくい設計。

ストッパーベルト

持った時、開いてしまい車体等に傷付けてしまいがちです。！！
ストッパーベルトの固定で安全に！ベルクロテープで簡単固定！

脱落防止ベルトで作業中の落下防止計。

●メタルフィールド ラダーレール 折り畳み
　・シルバー   品番Ｚ９‐２２‐０１１ 定価￥３５,２００ （税抜 ￥３２,０００）   JAN 4934154994747 Ｖ1
  

　 ・ブラック　  品番Ｚ９‐２２‐０１２ 定価￥３６,３００ （税抜 ￥３３,０００）   JAN 4934154994730 Ｖ1  

EXHAUST マフラー関連

●超高品質消音材として飛散しにくく、作業効率に優れ、耐久性が高く、耐熱温度が高く消音効果に優れた
アコスタフィルが価格変更。

【商品切替時期のお知らせ】

現在販売しております品番２０９-９９０１(JAN 4934154143411・ 税込定価￥４,２９０）、２０９-９９０２（JAN 4934154143428・ 税込定価￥４,６２０）、
２０９-９９０３（JAN4934154143435・税込定価￥５,５００は3/31で販売が終了します。4/1より上記品番に切り替わります。

訂正とお詫び 現在販売しておりますレブル１１００用 ５０バーハンドル 品番２０４-３３８８(JAN 4934154203559・ 税込定価￥１３,２００）にて適合の
修正が御座います。ご迷惑をお掛けしますがご確認願います。

品番 ２０４-３３８８ 品名 ハンドル マッドブラック レブル １１００ 
　　　　　　　　　　　　　　●訂正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●訂正後
　　　　　　　　　　　　　　レブル１１００ /ＤＣＴ 21y- 対応。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レブル１１００ ＤＣＴ 専用 21ｙ-　
　　適合外の理由：クラッチワイヤーの長さが足りなくなることが判明しましたのでＭＴモデルに関しては適合しません。

２０２２-２０２３ キジマ パーツカタログは ３/末 発売予定で進行中です。
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