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BAG SUPPORT ７月下旬発売予定

●従来のサポートに比べて下側に１００mm 伸ばすことで大型のバッグの使用時も安定した取付が可能に。大型化に合わせ、従来品よりも強度を重視した設計。
またバッグの固定ベルトを通すためのループを配置したプレートを取り付けることでキャリアの有無に関わらずバッグを固定出来ます。
左側にラージタイプ、右側に従来タイプの取付など、取り付けるバッグに合わせて組み合わせも可能。使い勝手に合わせて左右セット、左側のみと２パターンを設定。
●サイズ：縦250×横240mm ●パイプ径：10mm/材質：スチール/色：ブラック

●ラージバッグサポート ブラック　スーパーカブ・クロスカブ５０/１１０ 2018y-
　・左右セット 　  
　　品番２１０‐４９６４   定価￥２１,４５０ （税抜 ￥１９,５００）　JAN 4934154205492 Ｗ1  

　 ・左側のみ 　  
　　品番２１０‐４９６４２ 定価￥１２,１００ （税抜 ￥１１,０００）  JAN 4934154205508 Ｗ1  

HONDA

バッグサポート 

SUPERCUB・CROSSCUB 50/110
【AA09/JA44/JA59・AA06/JA45/JA60】2018 y-

さぁ、旅の準備を始めよう！さぁ、旅の準備を始めよう！
バッグを綺麗に固定し、巻き込みの防止に活躍するバッグサポートに大型タイプが登場！

G310GS BMW
2017y- 

BAG GUARD ７月下旬発売予定
バッグガード 

●アドベンチャースタイルを意識した存在感のあるバッグガード。ソフトの装着を想定した
デザイン。
左右それぞれの商品設定でシングルバッグの取付はもちろん、左右取り付ける事で振り分け
バッグにも対応。
バッグを外した際にも違和感のないデザインなので車体イメージを壊しません。
●サイズ：縦240×横320mm 
●パイプ径：16mm/材質：スチール/色：マットブラック

●バッグガード マットブラック Ｇ３１０ＧＳ 2017y-
　・右側のみ 　  
　　品番ＢＭ‐０８００１  定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００）　JAN 4934154171391 Ｙ  

　 ・左側のみ 　  
　　品番ＢＭ‐０８００２  定価￥１０,４５０ （税抜 ￥９,５００）　JAN 4934154171407 Ｙ  

GSX-S1000GT SUZUKI

HELMET LOCK ７月下旬発売予定
ヘルメットロック 

●ツーリングを考えて登場したＧＳＸ-Ｓ１０００ＧＴをさらに使いやすくする定番の便利アイテム
が登場！パニアケース取付も考慮し、ヘルメットロックの位置を設定。
タンデムステップとの共締めで取付も簡単！
●ステー：スチール製ブラック仕上げ

●ヘルメットロック ブラック ＧＳＸ-Ｓ１０００ＧＴ 2022y-
　　品番３０３‐１６１４  定価￥４,６２０ （税抜 ￥４,２００）　JAN 4934154193416 Ｄ  

【8BL-EK1AA】2022 y-

ZK3-10005B 装着例

ZK3-10003B 装着例
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HONDA

DRESS UP COVER 好評発売中

●長く親しまれている＃４１０ ラウンドタイプウインカーランプが価格変更。●アルミダイキャスト製２個セット 
●シングル球（Ｇ１８タイプ）を別途ご用意下さい。※クリアレンズには必ずアンバー（オレンジ）球を使用して下さい。

●ラウンドウインカーランプ （アルミダイキャスト ２個セット）：Φ５０×７２mm 
　・シルバーボディー/クリアレンズ
　品番２１９‐５２０３ 定価￥３,６３０（税抜 ￥３,３００） JAN 4934154462031 D 　

　 ・シルバーボディー/アンバー（オレンジ）レンズ
　品番２１９‐５２０４ 定価￥３,６３０（税抜 ￥３,３００） JAN 4934154462048 D 　　  　  

KAWASAKI

ドレスアップカバー 

Z1・Z2/Z750
【価格変更】

MONKEY  HONDA
【Z50J】12V 

 WINKER 順次切替
ウインカー

●車両の人気同様、人気のＺⅠ/Ⅱのエンジンカバーの価格変更。●アルミ製メッキ仕上げ

　・５点セット　　　　　　　　　　　品番１０１‐０２８   定価￥４０,７００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （税抜 ￥３７,０００）　JAN 4934154101848 Ｖ  

　・ポイントカバー（画像①） 　　品番１０１‐０２８１ 定価￥４,６２０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜 ￥４,２００） 　  JAN 4934154101855 Ｖ   
　

　・ダイナモカバー(画像②)　　品番１０１‐０２８２ 定価￥１５,６２０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜 ￥１４,２００） 　JAN 4934154101862 Ｖ 
　

　・クラッチカバー(画像③)　　品番１０１‐０２８３ 定価￥１０,２３０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜 ￥９,３００） 　  JAN 4934154101879 Ｖ  

　・スターターカバー(画像④)　品番１０１‐０２８４ 定価￥７,７００ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜 ￥７,０００）　　 JAN 4934154101886 Ｖ 
 

　・オイルポンプカバー(画像⑤)品番１０１‐０２８５ 定価￥４,６２０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税抜 ￥４,２００）　　 JAN 4934154101893 Ｖ  

【販売終了のお知らせ】
既存品番101-030 (JAN 4934154101114・税込定価\36,080)、101-036（JAN 4934154101145・税込定価\4,400）、101-037（JAN 4934154101152・税込定価\15,400）、
101-038（JAN 4934154101169・税込定価\8,800）、101-039（JAN 4934154101299・税込定価\7,150）、101-035（JAN 4934154101138・税込定価\3,080）は廃番となりました。

※カバー類にはガスケットは付属しておりません、別途純正部品を御購入下さい。

①101-0281

②101-0282
③101-0283

④101-0284 ⑤101-0285

LIGHTNING ランプ関連

【完売時販売終了のお知らせ】 既存品番219-5161(JAN 4934154461614・税込定価\3,080)、219-5162（JAN 4934154461621・税込定価\3,080）は次回生産分で廃番となります。

TAILLAMP BASE 好評発売中
テールランプベース 

●４０mm～１６０mmロングのスイングアームに対応した５段階調整の１２Ｖモンキー用のテールランプベース。
純正テールはもちろん、ルーカスＳやミニキャッツアイなどのテールランプにも対応。社外ウインカー対応のウインカーベース
も付属。(Ｍ１０対応）※純正ウインカーは取付け出来ません。

●テールランプベース アルミ １２Ｖモンキー 
　品番２１８‐５０２８ 定価￥５,７２０（税抜 ￥５,２００） JAN 4934154410285 D 　

【販売終了のお知らせ】
既存品番218-5005 (JAN 4934154410056・税込定価\4,400)は販売を終了しました。

BREATHER ブリーザー 

●テトロンミッションブリーザーＫＩＴ シルバー Ｍ20×10 Ｐ2.5 ホース内径Φ9   　  
　　品番１０６‐０３０２ 定価￥２,８６０ （税抜 ￥２,６００） 　JAN 4934154117924 Ｃ  

●ホンダ車/ヤマハ車/カワサキ車に対応するミッションブリーザーＫＩＴ
●代表車種：ＪＡＺＺ、モンキー、ＴＷ、マジェスティー、Ｄトラッカー 等 （詳細はカタログＰ１９９へ）

【販売終了のお知らせ】

　　　　　既存品番 106-0301 (JAN 4934154117221・税込定価\2,310）は廃番となりました。

●ブリーザー取出し口 シルバー Ｍ20×10 Ｐ2.5 ホース内径Φ9  
　　品番１０６‐２６６１４ 定価￥２,５３０ （税抜 ￥２,３００） 　JAN 4934154118914 Ｃ  

好評発売中

INTAKE&EXHAUST 吸排気系

●ホンダ車/ヤマハ車/カワサキ車に対応するミッションブリーザー取出し口
●代表車種：ＪＡＺＺ、モンキー、ＴＷ、マジェスティー、Ｄトラッカー 等 （詳細はカタログＰ１９９へ）

【販売終了のお知らせ】

　　　　　既存品番 106-26014 (JAN 4934154118839・税込定価\1,980）は廃番となりました。
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HONDA

【価格変更】

【販売終了・完売時販売終了のお知らせ】
現在販売しております品番２０４-３０１１(JAN 4934154201432・ 税込定価￥３,３００）、２０４-３３２８（JAN 4934154201494・ 税込定価￥４,９５０）、２０４-３３２９
（JAN4934154201500・税込定価￥５,２８０）、２０４－３３２４(JAN4934154203474・税込定価￥７,４８０）は現在庫で廃番となり、上記品番となります。
 また販売しておりました品番２０４－３３３１(JAN4934154201517・税込定価￥５,５００)は販売を終了しました。

HAND CONTROLS ハンドル廻り

HANDLEBAR
●ハンドル 一文字 Ｌ ２２．２mm 
　　　　　　　　　　　　　　スチール製メッキ仕上げ  
　品番２０４‐３３９２ 
   定価￥４,６２０ （税抜 ￥４,４００）
　　　　　　　　　　JAN 4934154203597 V  

ハンドルバー 

●寸法/A：655・B：22・C：35・D：180 

MIRROR

　・２８５ｍｍ  　　　　　　　 　      　  
　　　　　シルバー：品番３０３‐００９１　 JAN 4934154158651 Ｖ

　　　　　　　　 　　　　　　　　定価￥１,６５０ （税抜 ￥１,５００）　

　　　　　　 ブラック：品番３０３‐００９１Ｂ  JAN 4934154158668 Ｖ　

　　　　　　　　　　　　　　定価￥２,０９０ （税抜 ￥１,９００）　　　　　　　　　　　　　  

   ・６００ｍｍ  　  
　　　　　シルバー：品番３０３‐００９２   JAN 4934154158675 Ｖ　

　　　　　　　　　　　　　　　　定価￥３,１９０ （税抜 ￥２,９００）

　　　　　　 ブラック：品番３０３‐００９２Ｂ　JAN 4934154158682 Ｖ　

　　　　　　　　　　　　　　定価￥３,６３０ （税抜 ￥３,３００）　　
　　

ミラー 

●弊社ワンタッチリング、タイダウン併せて使用することで
自由度を高く車体の固定が出来るようになります。
トランポ、ガレージに穴開け加工が必要になります。
●固定ボルト用穴：Φ８ 
●固定にはＭ６程度の皿ボルトが必要。　
●アルミ製アルマイト仕上げ

【販売終了のお知らせ】

従来販売しておりました品番３０３-００５１・Ｂ/００５２・Ｂ/００５３/
００５４/００５６は廃番となりました。
（JAN 4934154 156558/156923/156565/156930/156572/156589/156954）

●ＨＥＰＴ タイプミラー 正ネジ Ｍ８ ブラック  69×118mm
　・右側 ： 品番２０３‐８０８６ 定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154158729 D

　  

　・左側 ： 品番２０３‐８０８７ 定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154158736 D 

【販売終了・完売時販売終了のお知らせ】
現在販売しております品番２０３-８０４４(JAN 4934154130886）、２０３-８０４５(JAN 4934154130893）、２０３-８０４６(JAN 4934154131586）、２０３-８０４７
(JAN 4934154131593)は現在庫で廃番となり、上記品番となります。

TOOL 工具類

順次切替

●ハンドル スワロー Ｌ ２２．２mm 
　　　　　　　　　　　　　　スチール製メッキ仕上げ  
　品番２０４‐３３９３ 
   定価￥６,３８０ （税抜 ￥５,８００）
　　　　　　　　　　JAN 4934154203603 V  

●寸法/A：650・B：35・C：130・D：150

●ハンドル コンドル Ｌ ２２．２mm 
　　　　　　　　　　　　　　スチール製メッキ仕上げ  
　品番２０４‐３３９４ 
   定価￥６,６００ （税抜 ￥６,０００）
　　　　　　　　　　JAN 4934154203610 V  

●寸法/A：650・B：85・C：145・D：160

●ハンドル トラッカー バー付き ２２．２mm 
　　　　　　　　　　　　　　スチール製メッキ仕上げ  
　品番２０４‐３３９５ 
   定価￥６,８２０ （税抜 ￥６,２００）
　　　　　　　　　　JAN 4934154203627 V  

●寸法/A：730・B：125・C：80・D：110

●ハンドル ロボット ２２．２mm 
　　　　　　　　　　　　　　スチール製メッキ仕上げ  
　品番２０４‐３３９６ 
   定価￥８,８００ （税抜 ￥８,０００）
　　　　　　　　　　JAN 4934154203634 V  

●寸法/A：610・B：170・C：200・D：190

A
B

CD

A～D：mm

順次切替

ONE TOUCH RAIL 順次切替
ワンタッチレール 

　・９００ｍｍ  　　　　　　　 　      　  
　　　　　シルバー：品番３０３‐００９３　 JAN 4934154158699 Ｖ

　　　　　　　　 　　　　　　　　定価￥４,４００ （税抜 ￥４,０００）　

　・１２００ｍｍ  　　　　　　　 　      　  
　　　　　シルバー：品番３０３‐００９４　 JAN 4934154158705 Ｖ

　　　　　　　　 　　　　　　　　定価￥６,０５０ （税抜 ￥５,５００）　　　　　　

  ・１８００ｍｍ×10本セット  　  
　　　　　シルバー：品番３０３‐００９５   JAN 4934154158712 Ｖ　

　　　　　　　　　　　　　　　　定価￥９５,７００ （税抜 ￥８７,０００）

※各部寸法に関してはデジタルカタログＰ２４１を参照にして下さい。

●ＨＥＰＴ タイプミラー 正ネジ Ｍ８ メッキ  69×118mm
　・右側 ： 品番２０３‐８０８８ 定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154158743 D

　  

　・左側 ： 品番２０３‐８０８９ 定価￥１,９８０ （税抜 ￥１,８００） 　JAN 4934154158750 D 

TOOL 工具類
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２０２２年６月 営業日 【編集後記】
あっという間に、ＧＷも終わり梅雨の気配が近づいてますね。先週末には陽気に誘われ、ラーメンを食べに佐野
までツーリング。多くのライダーが有名ラーメン店に来ている様でした。私はいつものお気に入りのお店で美味し
く青竹手打ち麺と羽根付餃子を頂きました。久しぶりに喜多方も行きたいな。喜多方ラーメンも各店で味が違う
から楽しめます。ラーメンネタで思い出したのですが、山形市の”冷やしラーメン”って
知ってます？？普通のラーメンと同じどんぶりで同じような盛り付けですが、冷たいんです。
氷浮いてます。最初、少し味が濃いんですが、食べていくうちに氷が融けて丁度良い濃さ
になるんですよ。年に１回～２回食べに行ってます。 お勧めです。
そういえば、静岡の”さわやか”行ってないな。
その前に６月と言ったら”さくらんぼ”だな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＫＫ　
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商品のご案内に際してある程度納期が予測できることを前提で御連絡しておりますが、先にアナウンスしておりますメタルフィールド ラダーレールや小型ウイ
ンカーＮＡＮＯ２、３など納期がその後の情勢によって遅延する状況が続いております。
特にアルミ、半導体不足が世界的なものとなり予定が出ては、変更という状態を繰り返しております。少しずつ状況の改善が見られておりますが、まだ先行き
不透明な状態が続いております。ご迷惑をお掛けしてしまうことが考えられますが皆様にご理解いただける様お願い申し上げます。

【お詫び】

【価格変更】
MAINTENANCE メンテナンス

HOSE BAND ホースバンド 

MIRROR

好評発売中

●錆に強いステンレスを使用したΦ８～Φ７０
まで対応する８サイズを設定。

●ホースパワーバンド ＤＸ  各 ５個入り /材質：ＳＫ５材 
　・１０ｍｍ ： 品番１０４‐２５０ 定価￥６９３ （税抜 ￥６３０） 　JAN 4934154117900 Ｃ

　  

　・１２ｍｍ ： 品番１０４‐２５１ 定価￥６９３ （税抜 ￥６３０） 　JAN 4934154117917 C 

【販売終了のお知らせ】 従来販売しておりました品番１０４-２１１(JAN 4934154112059）、１０４-２１２(JAN 4934154112066）は廃番となりました。

STAINLESS BAND ステンレスバンド 
好評発売中

　・８～１６ｍｍ  　　　　　　　 　      　  
　　品番３０３‐６１０　定価￥７１５ （税抜 ￥６５０）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160265 C

　・１２～１９ｍｍ
　　 品番３０３‐６１１ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160272 C

   ・１６～２５ｍｍ  　  
　　品番３０３‐６１２ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160289 C　　

【販売終了のお知らせ】

従来販売しておりました品番３０３-６０１/６０２/６０３/６０４/６０５/６０６/６０７/６０８は廃番となりました。
（JAN 4934154 160142/160159/160166/160173/160180/160197/160241/160258)

●ステンレスバンド  各 ２個入り  

　・２５～３８ｍｍ  　  
　　品番３０３‐６１３ 定価￥７１５ （税抜 ￥６５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160296 C　

　・２８～４０ｍｍ  　　　　　　　 　      　  
　　品番３０３‐６１４　定価￥７７０ （税抜 ￥７００）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160302 C

　・４２～５２ｍｍ
　　 品番３０３‐６１５ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160654 C

   ・４８～６０ｍｍ  　  
　　品番３０３‐６１６ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160661 C　

　 ・５８～70ｍｍ  　  
　　品番３０３‐６１７ 定価￥８２５ （税抜 ￥７５０）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　JAN 4934154160678 C　　

ITEMS アクセサリー

ZEICHEN PLATE ゼッケンプレート 
好評発売中

　●オーバルタイプ：２３０×２８３ｍｍ
　　　・ホワイト /1枚  ： 品番３０５‐３５２１ 定価￥１,２１０ （税抜 ￥１,１００） JAN 4934154105228 C　

　　　　　　　 　      　  
　　　・ブラック /1枚  ： 品番３０５‐３５２２ 定価￥１,２１０ （税抜 ￥１,１００） JAN 4934154105235 C
　

　

　
　●スクエアタイプ：２５０×３００ｍｍ
　　 　・ホワイト / １枚 ： 品番３０５‐３５２３ 定価￥１,２１０ （税抜 ￥１,１００） JAN 4934154105242 C
　

　　　  ・ホワイト / ３枚 ： 品番３０５‐３５２３１ 定価￥２,８６０ （税抜 ￥２,６００） JAN 4934154105259 C

　

　　　 ・ブラック / １枚 ： 品番３０５‐３５２４ 定価￥１,２１０ （税抜 ￥１,１００） JAN 4934154105266 C
　

　　　  ・ブラック / ３枚 ： 品番３０５‐３５２４１ 定価￥２,８６０ （税抜 ￥２,６００） JAN 4934154105273 C　

【販売終了のお知らせ】

従来販売しておりました品番３０５-２０４１(JAN 4934154105150）、３０５-２０４２(JAN 4934154105211）は廃番となりました。

【販売終了のお知らせ】　　　　　　　　　　　従来販売しておりました品番３０５-２２８Ｗ(JAN 4934154165253）、３０５-２２８Ｂ(JAN 4934154165246）、
３０５-２２９Ｗ（JAN 4934154165291）、３０５-２２９Ｂ（JAN 4934154165284）は廃番となりました。

MAINTENANCE メンテナンス

ITEMS アクセサリー
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