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バイク用スマートフォンホルダー

未掲載

10月上旬発売

スタイリッシュなデザインでハンドルにガッチリ固定！
全方位タイプだから見やすい位置にスマホをセット！
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18°
刻み回転

左右首振り機能

12
2014

全方位ホルダー

安心サポート

バイク専用設計の左右首振り機能と、
ホルダーが18°
刻みで回転するため、
ハンドルの斜め部分でも見やすい
位置に固定できます。

脱落防止シリコンバンドを落下しにくくする
ため、装着部分に溝加工を施しました。
防止ストラップ用装着穴付き（カラビナ等
の併用可能）
で、もしもの時も安心です。
※カラビナは付属しません。

iPhone3/4/5ほか各スマートフォンに対応（※１）
。iPhone ５はレインカバーを装着した状態でもご利用いただけます。安心の日本製。
●φ22 ～φ29mmハンドル対応。
※１：一部対応していない機種もあります。※スマートフォン本体の落下、水ぬれ、破損等の不具合に対する保証はありません。

工具なしで簡単にクランプの脱着ができます。

工具を使い、クランプ部をネジ止めしたい方におすすめ。

●クランプ部バレル仕上げ。
※取付ボルトは必要以上に締め付けないでください。

●クランプ部ブラックアルマイト仕上げ。
※取付ボルトを確実に締め付けてください。

クイックタイプ

※ は2013カタログ掲載頁。

株式会社

リジットタイプ

79351 ¥3,990(¥3,800)

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2013/10（P1）
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79350 ¥3,990(¥3,800)

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

LOVE LETTER
サドルバッグハンガー＆サポート

未掲載

0.5h〜 1.0h

サドルバッグは
ハンガーでスマートに。

装着例:サドルバッグハンガー

ボルト同梱
買い足し不要で
スマート

サドルバッグをステーのすきまに無理矢理挟んでいませんか。
ハーレーをスマートに乗りこなすならこのハンガーを是非。
バッグを使う時に着ける、使わない時は外す。
取付ボルトも同梱されて、余分な出費も無し。
もちろんデイトナならではの車種専用設計。

ラクラク
脱着で
スマート

５cm長めで傷つけない。
サドルバッグサポート。
一般的なサドルバッグサポートは長さ
が 短いため、金 具 下 端がバッグ下 端
までカバーせず背 面を変 形させる恐
れ が ありました 。デ イトナ の サド ル
バッグサポートは金具の長さを適正化
し、金 具自身がバッグを変 形させるこ
とを防ぎます。※1

装着例:サドルバッグサポート＆ハンガーセット
＋サドルバッグ（78043）H300×W380×D165mm

サドルバッグ
ハンガーとの
組合せ装着
OK※2

装着例:サドルバッグサポート

車種専用設計
でスマート

適合車種

許容ベルト幅 L/R
L

■'94 〜 '03スポーツスターモデル

約260mm

※別体タンクタイプリアサス車両は不可

L

■'04 〜 '13スポーツスターモデル

■サドルバッグハンガー

9月下旬発売

R

約260mm

※ＸＲ1200/Ｘは不可

¥4,410(¥4,200)

R

（'06〜'13ダイナモデル… ¥4,725(¥4,500)）
●クローム：φ8mmスチール製クロームメッキ仕上げ。
●ブラック：φ8mmスチール製粉体黒塗装仕上げ。

L

■'06 〜 '13ダイナモデル

約305mm

※ＦＸＤＷＧ/Ｉ、ＦＸＤＢ/A、ＦＸＤＦ、ＦＬＤは不可

R

■'03 〜 '13ソフテイルモデル
※ＦＸＳＴＤ/Ｉ、ＦＬＳＴＣ/Ｉ、ＦＸＣＷ/Ｃ、ＦＸＳ、ＦＬＳ、FXSB/SEは不可

■'03 〜 '13ソフテイルモデル

L
約300mm
R

※ＦＸＳＴＤ/Ｉ、ＦＬＳＴＣ/Ｉ、ＦＸＣＷ/Ｃ、ＦＸＳ、ＦＬＳ、FXSB/SE、ＦＬＳＴＦ/Ｂ、

ＦＬＳＴＮは不可

■サドルバッグサポート＆ハンガーセット

※ は2013カタログ掲載頁。

株式会社

¥10,500(¥10,000)

※

セット品番

ブラック

79021
79304
79020
79303
79014
79306
79019
79305
79023
79302
79022
79301
79024
79300

78366
78368
78367
78369
78027
78365
78357
78364
78346
78360
78358
78361
78359
78363

79035
79327
79033
79326
79032
79329
79030
79328
79028
79324
79026
79325
79025
79323

クローム

79038

78347

79037

ブラック

79299

78362

79322

ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム
ブラック
クローム

許容ベルト幅

注意

10月中旬発売

※1
：取り付けるサドルバッグの大きさによりカバーできる範囲は異なります。
※2：当
 社製に限ります。その際にはサドルバッグサポートに付属しているボルトと、

サドルバッグハンガーに付属しているカラーを使用します。
※3：ＪＡＮコードは別紙参照ください。

仕上げ ハンガー品番 サポート品番
クローム

サドルバッグハンガーは、必ず当社やアフターマーケットのサドルバッグサポートと同時にご使用ください。
単体でご使用になると、サドルバッグがタイヤに巻き込まれて重大な事故に繋がる恐れがあります。

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2013/10（P2）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

サドルバッグサポート

未掲載

国産モデル用も続々登場！

外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルに接触しにくい形状を
実現。サドルバッグへのすり傷を極力低減できます。

9月下旬発売

0.5h〜 1.0h

■Vツインマグナ250（'94 〜 '10）

●スチール製クロームメッキ仕上げ。
●丸棒部φ10。
※市販のリアサスを装着されている車両では､ サドルバッグサポートがリアサスに接触する恐れがあります。

79292

■シャドウ750（'04～'08）/400（'09 ～）

■車体左側用

79292 ¥3,990(¥3,800)

79292：装着例

79295：装着例

79293

79295：装着例

■車体右側用

79293 ¥3,990(¥3,800)

79293：装着例

■グラストラッカー /グラストラッカービッグボーイ（'09 ～）
〈NJ4DA〉
79295

79295：バッグ装着例

■車体左側用

79297

■車体左側用

79295 ¥3,990(¥3,800)

79297 ¥3,990(¥3,800)

79297：装着例

79296

■車体右側用

79296

79296：装着例

79298

車体右側用

¥3,990(¥3,800)

79298 ¥3,990(¥3,800)

79298：装着例

ノーマルヘッド用シャワーヘッドカバー

オイルラインを変更しました

発売中
未掲載 0.5h

オイルライン付きのヘッドカバーでカムシャフトやロッ
カーアームの上部よりオイルを流し、フリクションロスの
低減とヘッド周りの耐久性を向上するノーマルヘッド用
シャワーヘッドカバー。ヘッドカバー後部にはブリーザー
ホースを装着できる取出口装備。
●ブリーザーホース接続用φ8ニップル付属。
※ブリーザーホースは付属しておりません。

内径φ8のホースを別途ご用意ください。

適合車種

型式

フレームNo.

■	APE50
■	APE100（※１）
■	APE100 Type-D（※１）
■	XR50モタード
■	XR100モタード

XZ50/1/2/3/4/6/7
XZ100/2/3/4/6/7/8/9
XZ100/9
XR50M/5/7
XR100M/5/7

AC16-1000001～1599999
HC07-1000001～
HC13-1000001～
AD14-1000001〜
HD13-1000001〜

エンジンプロテクター

9月下旬発売

新機種追加！
転倒時のダメージを最小限に！

未掲載 0.5h

エンジンプロテクター
ENGINE PROTECTOR

樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを最小限に抑えます。

※この商品は軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、
エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時
の車体の傷を保護するものではありません。
※稀に、転倒時の状況によっては車体の損傷が当商品を未装着時より
当商品を装着時の方が大きくなる場合や、プロテクターや取付部分
が破損し、ダメージを軽減できない場合があります。

（※１）
XZ100/9は、エアサクションバルブステーとブリーザーホース接続用ニップルのクリアランスがせまいため、

ブリーザーホースの取り付けができません。付属のプラグボルトを使用してください。

■GSR750ABS〈L3〉
（'13）

79248 ¥7,875(¥7,500)

79307 ¥9,450(¥9,000)

エンジンクリーナー（外部洗浄剤）

未掲載

発売中

容器が変更されました
エンジン外装部専用スプレー式洗浄剤。
頑固に付着した油脂やほこり、泥汚れ等もすばやく簡単に除去。
スプレー後、水で洗い流すだけで洗浄完了。この手軽さが魅力。
アルミ部はもちろん、プラスチック・ゴム等にも使用可能。
※有害物質は含まれていません。自然を侵さず使用できます。
※ブレーキディスク等には付着しないようご注意ください。

万一付着した場合は、ブレーキクリーナー（40612）等で脱脂洗浄してください。
※塗 装面への直接散布はおすすめできません。表面を劣化・変質させる恐れがあります。

万一付着した場合はすぐにふき取るか水で洗い流してください。

425g
※ は2013カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2013/10（P3）

79334 ¥1,260(¥1,200)
※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

LOVE LETTER
バイク用回復微弱充電器 フロート式

P436

発売中

簡易型スイッチング充電器大好評発売中！

自動で充電を停止。自然放電による電圧降下を感知すると再度微弱充電を開始。全自動５ステップ充電タイプ。
サルフェーション除去機能付き。ＬＥＤランプで充電状態をお知らせ。車体配線コネクター、
ワニ口配線コネクター付属。
二輪12Ｖ車、鉛バッテリー専用。充電可能バッテリーサイズ：2.3Ａｈ～ 28Ａｈ/10HR。PSE取得。
※車 載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。

必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。
（車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。
）

二輪12V車 鉛バッテリー専用 76079 ¥6,930(¥6,600)

76079

76079：使用例

バイク用維持（微弱）充電器 12V 用バッテリー専用

P436

発売中

長期保管時のバッテリーあがりを防止！

バッテリーの自己放電を補いながら常に最適な電池容量を維持します。二輪12Ｖ車、鉛バッテリー専用。充電可能バッテリーサイズ：2.3Ａｈ～ 28Ａｈ/10HR
※車 載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。
（車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。
）

ワニ口クリップで バッテリーに直接接続

防塵キャップ付き車体配線でカプラーオン充電

68586

71199

維持回復充電器＋ワニ口タイプ
68586：使用例

維持回復充電器＋防塵キャップ付き車体配線

68586 ¥10,290(¥9,800)

71199：使用例

71199 ¥12,390(¥11,800)

CTEK バッテリーチャージャー JS800/JS3300

P437

防塵防水バッテリーチャージャー（安心の5年保証）

発売中

【セット内容】
（共通）●充電器 ●丸端子付リード線 ●クリップ付リード線 ●保管用ポーチ

ヨーロッパの自動車メーカーへOEM供給もされている、CTEK製バイク用4ステップフルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵（IP65）仕様。クランプ付リード線、丸端子付リ－ド線付属。
※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。
必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。
（車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。
）

補修部品

コネクションリード

73422 ¥1,785(¥1,700)

※キットの物とは異なります。
（中間ヒューズなし）

71638/71652 共通別売品（OPTION）

■CTEK バッテリーチャージャーアイレット（インジケーター付ハーネス）
充電完了時

71638

71652

二輪12Ｖ車、鉛バッテリー専用。
充電可能バッテリーサイズ：2Ａｈ～ 32Ａｈ/10HR
サルフェーション除去機能付き。防塵・防水仕様。

二輪12Ｖ車、鉛バッテリー専用。
充電可能バッテリーサイズ：1.2Ah 〜 75Ah/10ＨＲ
サルフェーション除去機能付き。防塵・防水仕様。

ＪＳ800

ＪＳ3300

71638 ¥15,750(¥15,000)

バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。
LEDが点滅し3段階でお知らせ。
●バイク専用です。LED点滅に際し、消費電力0.018W（1.5mA）
。

71691 ¥3,570(¥3,400)

71652 ¥25,200(¥24,000)

※ブレードヒューズ5Ａ。

※ブレードヒューズ15Ａ。

※ブレードヒューズ15Ａ。

V-protector（V- プロテクター）

P437

バッテリートラブルの不安解消!!
■セルを回したときの電圧降下グラフ
電圧
12V

※当社測定値

70823 ¥10,500(¥10,000)

時間

株式会社

V-プロテクター

一般の電解コンデンサと比べ数百倍の容量を誇る22Fのスーパーキャパシタ（電気二重層コンデンサ）を6個搭載。
大容量のスーパーキャパシタが、バッテリーの電気を瞬時に蓄えて、強力サポート。
バッテリーの電圧降下時に、Ｖ-プロテクターから瞬時に供給し、電圧降下を抑えることでバッテリーを保護します。
安心の国内製電気二重層コンデンサ採用。バッテリーのプラス端子とマイナス端子に接続するだけの簡単装着。
万が一の誤配線、過大電流にも安心な保護回路搭載。
防滴仕様。
（完全防水ではありません。
）充放電による劣化が少なく長寿命。

※逆流防止回路付き。

(万が一の場合、車両の電気機器を保護するため、本体内部の回路を遮断させます。本体内部
の回路が遮断されると再利用できません。)
※他社製品との同時装着はできません。
※ブレードヒューズ30A。

V-プロテクターなし

※ は2013カタログ掲載頁。

発売中

※

は必須同時交換品を含めた
1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

70823：装着例
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2013/10（P4）

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

70823

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

バッテリーテスター

P437

発売中

バッテリートラブルの不安解消!! バッテリーの残量状態を測定!!

バッテリーテスター測定イメージ

電圧測定型テスターと違い、バッテリー抵抗値からCCAを計算し、
より正確なバッテリー残量状態を測定できます。
US PAT取得、NO.7898263。
軽量コンパクト設計で場所をとりません。
測定した状態をパーセント（%）表示で詳細にお知らせ。
電源切り忘れ防止のオートパワースイッチ機能搭載。
防滴ケース使用。車載しても安心!! IPX5相当。
二輪12V車、鉛バッテリー専用。

※6Vバッテリー /リチウムバッテリー /4輪用バッテリー使用不可。

二輪12V車 鉛バッテリー専用

75505 ¥13,650(¥13,000)

75505

バッテリーテスター車体取付イメージ

LED バッテリーチェッカー

未掲載

操作性を向上してリニューアル

発売中

出先でのバッテリートラブルの予防に！
バッテリーの電圧状態が簡単にわかる！
バッテリーメンテナンスの目安に！
オートオフで節電効果アップ！
旧品
（68072）に比べ小型で、
評価段階が5段階となりました。
また、ボタンスイッチも押しやすく改良しました。
約5秒間の点灯表示後、自動で消灯します。
●横45ｍｍ、縦34ｍｍ、高さ14ｍｍ。
●ハーネス長1.2ｍ。
●5段階表示。

78607：装着例

78607 ¥1,890(¥1,800)

78607

※二輪12V車 鉛バッテリー専用。
※防滴タイプですが、雨水がたまる場所には設置しないでください。
※付属のチューブは、熱収縮チューブです。ドライヤーなどの熱で収縮します。結線箇所の保護にご使用ください。
※4.5V以下ではどのLEDも点灯しません。
※バッテリーのプラス端子や、常時電気が流れている配線に接続すると、0.25ｍAの電流が消費されます。バッテリーの負担となるのでご注意ください。
※LEDは高輝度ではありません。また正面以外からは見えにくくなっています。

バイク専用バッテリーブースター（DC12V車用）

P438

発売中

2輪車の小型端子に対応したバッテリーブースター電源です。
■12V17AhのMFシールドバッテリーを内蔵。
■小型（3Ah）から大型（28Ah）までのバッテリーにジャンピング可能。
■2輪車対応の小型クランプ付きブースターケーブル。
■DC12V専用の携帯電源としても使用可能。
■交換可能な作業用スポットライト内蔵。
（12V10W）
■保 護回路付き（15Aヒューズ）シガーソケットの最大出力は84W。

スペアヒューズ2個付属。
■内蔵バッテリーの充電状態を3段階表示するLEDインジケーター付き。
■本体寸法：縦280×横250×奥行130mm。
■重量：約6.5kg。

オートバイ用ブースターケーブル

63546

74612 ¥13,440(¥12,800)

74612

74612：使用例

発売中

ブースターケーブル

株式会社

※

発売中
P438

二輪車用のバッテリー端子に合わせ、ク
リップ部を小型化。
クリップ同士のショートを防止する、絶
縁スリーブを装備。
携帯に便利なビニール製バッグも付属。
適合バッテリー：6V・12V。
定格：50A。長さ：1.5m。

バッテリーがあがってしまったバイクを
始動させるブースターケーブルの100A
仕様です。ハーレー等の大型バイクにも
安心して使用できます。
グリップ部には絶縁スリーブが装着され
ているため、万一のショートにも安全な
設計です。
適合バッテリー：6Ｖ・12Ｖ。
定格：100Ａ。
長さ：1.5m。

※接 続は〔二 輪車➡二 輪車〕
・
〔四輪車【定 格50A
以下】➡二輪車〕は使用できますが、
〔四輪車➡四
輪車〕は使用できません。
※外車には使用できません。

72657

63546 ¥1,680(¥1,600)
※ は2013カタログ掲載頁。

100 Ａ

P438

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

72657 ¥3,045(¥2,900)
※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

LOVE LETTER
DH-614【LONG LEATER GLOVES】

秋 冬

MENS

発売中

P270

前号で掲載されなかった
ブラック/レッドを含めて再掲載！

操作性を重視した、
防水防寒の本革グローブ

〈ブラック〉

ダブルアジャスターで、手首をしっかりホールドできる防水仕様の本革グローブ。
手の甲の内側にボアフリースを装備して保温性を高めました。
●冬ジャケットに装着しやすくするため、手首のマチを広くしています。
●手の平内部に立体裁断を施して操作性をアップしました。
●防水仕様。
●保管時に両手をセットにして留められるスナップを装備。
●シックな5パターンのカラーバリエーションがあります。
※防 水仕様ですが、天然皮革を使用しているため、色移りすることがありますのでご注意ください。

また、水にぬれると皮革部が固くなりますのでご注意ください。

本格的な雨天の場合には、他の雨天専用レイングローブをお使いいただくことをおすすめします。

〈ブラック/レッド〉

カラー

各

〈ブラック/ブラウン〉 〈ブラウン/ブラック〉 〈アイボリー/ブラウン〉

S
品番

M

JANコード

品番

L

JANコード

品番

JANコード

品番

XXL

JANコード

品番

ブラック

72669

72670

72671

72672

72673

ブラック/ブラウン

72674

72675

72676

72677

72678

ブラウン/ブラック

72679

72680

72681

72682

72683

アイボリー/ブラウン

72684

72685

72686

72687

72688

ブラック/レッド

72701

72702

72703

72704

72705

防寒防水グローブ

¥11,760(¥11,200)

XL

RIDEMITT TYPE-N（ライドミット タイプエヌ）

MENS

秋 冬

JANコード

発売中

P270

ライドミットシリーズの防水・防寒モデル

滑り止めのPU生地

・ポリエステルとクロロプレン生地のコンビグローブ。
・低価格ながら、中綿にはシンサレートを使用。薄い装着感でも保温性を確保。
・フリース生地のインナーを使用。高い保温性と装着感の良さを両立させました。
・雨の浸入が無く、防風効果も高い防水フィルム入り。
●アウター素材：手の甲側/ポリエステル、手の平側/合成皮革、手首/クロロプレン
●中綿：シンサレート

合成皮革
ポリエステル

インナーフリース

各

クロロプレン
〈レッド〉

カラー
ブラック

〈グレー〉

ホットバイポリ

〈ブラック〉

S
品番

M

JANコード

品番

72508

L

JANコード

品番

XL

JANコード

品番

JANコード

72509

72510

72511

グレー

ー

72513

72514

72515

レッド

ー

72517

72518

72519

4WAY ストレッチインナーグローブ

¥3,990(¥3,800)

秋 冬

発売中

P271

フィット感のよいインナーグローブです。
裏起毛生地とストレッチ素材を組み合わせたホットバイポリ生地を採用。高い保温性と操作性を両立しました。
●カラー：ブラック

各
XS
品番

M

JANコード

63181

品番

L

JANコード

品番

63200

LL

JANコード

63201

¥1,974(¥1,880)

品番

JANコード

63202

※今期分のSサイズは完売しました。

※ は2013カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

NANO Ⅱ

未掲載

発売中

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー！
防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適！
●共通仕様
寸法（mm）
：60×40 厚み17.5 動作電圧（V）
：DC9〜16 防水性能：IPX6相当
●共通不適合条件
1. 弱っているバッテリーを使用している場合。
※アイドリング時の電圧が安定してDC10V以上ないと正しく起動
しません。
2. 6Vバッテリー車。※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。
※APE100/50（バッテリーレス車）、XR100M/50M、モンキー
R/RT/BAJAなど。
5.点火信号,車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
6.オートバイ専用品ですが、
汎用品のため車体の仕様によって取り付
けできない場合もあります。

ギアポジションインジケーター

スピードメーター

タコメーター

ハンドルクランプブラケット付
バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能
なシフトアップインジケーターとして使用可
能。
電気式スピードメーター車に装着可能。
（メーターギア＆デイトナ製信号変換ケーブ
ル仕様車不可）
表示レンジ：
（N）
1〜8速

デュアル表示のトリップメーターと最高速
記憶機能、
時計表示
（12h）
機能を装備。
オドメーター＆トリップメーター1・2切り替
え表示可能
表示：0〜399km/h

ライディング時間表示と 最 高 回 転 数 記
憶機能、
時計表示
（12h）
機能を装備。
表示：100〜19,900rpm
（1/100表示）
注1）
パッケージ側面不適合条件参照

78596 ¥9,975(¥9,500)

●ギアポジションインジケーター不適合条件
1. 車種固有の専用回路が採用されている
など、純正電気式スピードメーターの
車速センサーから0V-5V交互パルス信
号をピックアップできない場合。
※ 例）
シャドウ系全モデルは純正電気式
を使用できません。
スピードメーター車
ですが0V-5V-12Vという独自のパルス
信号が採用されているため、本商品を
使用できません。
（レーサー等）
2.ニュートラル信号がない車両。

●スピードメーター不適合条件
1. 純正メーターUNIT内にオートバイを制御するような回路が内蔵されている場合。
2. 純正メーターを取り外すことで、
車速センサーへの電源供給が絶たれてしまう場合。
3. 純正で機械式スピードメーターを装着しているが機械式スピードメーターケーブル
の取付口がない車両。
※デンスピ変換アダプターが使用できません。
（※デンスピ変換アダプターは別売です。
）
※2.3.の場合、
商品付属の磁気検出式スピードセンサーとマグネットボルト
（M6）
を
使用して車速を検出できるようにできますが取り付けに加工が必要です。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

1.5h トータル作業時間の目安。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819

78597 ¥9,975(¥9,500)

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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●取り付けの際にはブラケット上下の矢印の向きを合
わせてクランプしてください。

77791 ¥945(¥900)

78595 ¥9,450(¥9,000)

※ は2013カタログ掲載頁。

付属の樹脂製ブラケットで簡単にハン
ドルに取り付けることができる。
ラバースペーサーでφ22.2/25.4どち
らのハンドルサイズも使用可能。

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

メーカー： ■＝ホンダ ■＝スズキ ■＝その他外車
■＝ヤマハ ■＝カワサキ

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

LOVE LETTER
マルチマウントバー SC

未掲載

スマートフォンや
ドリンクホルダー等の
機器をスマートに
取り付けできます
楽に取り付けができる、車種専用ステー付
きのスクーター用マルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置する
ことで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、ＵＳＢ電源、ヘルメットホル
ダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフッ
ク等アレンジは自由です。

取り付け有効長

210mm

車種専用
ステー＆ミラー
アダプタ付属

積載目安重量

2.0kg

9月下旬発売
パイプ径

0.5h

22.2mm

特許申請中

mm

210

79372：装着例
●パイプ部：アルミ製アルマイト仕上げ。
●ステー部：ステンレス製バフ仕上げ。
●ミラーアダプター部：スチール製ブラックメッキ仕上げ。
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品
のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の
場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み
合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転 倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれ
が生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

4色カラー
バリエーション

79372：装着例

各
バー：ブラック/カラー：クリアー

適合車種

品番

JANコード

バー：クリアー /カラー：ブラック
品番

JANコード

バー：クリアー /カラー：レッド
品番

JANコード

¥5,040(¥4,800)

バー：ブラック/カラー：ゴールド
品番

■シグナスX125/SR（FI）
〈国内仕様28S/1YP〉
■シグナスX125/SR（キャブ）
〈国内仕様5UA〉

79264

79372

79375

79374

■アドレスV125S〈L0〉
■アドレスV125/G〈K7/K9〉

79392

79381

79384

79370

JANコード

GIVI 応援スペシャルチケットのご案内

１０月２５日（金）〜２７日（日）の３日間、ツインリンクもてぎでFIM MotoGP™
世界選手権シリーズ第17戦「AirAsia 日本グランプリ」が開催されます。
当社では、日頃GIVI ハードケースをご愛用頂いているライダーの皆様へ、
お得に観戦できるGIVI 応援スペシャルチケットを販売いたします。
ご購入特典や方法、条件などにつきましてはWEBにてご確認ください！
http://givi-jp.com/campaign/

2013 FIM MotoGPTM
世界選手権シリーズ第17戦

「AirAsia 日本グランプリ」

日

9月

月

29 30
6

7

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9 10 11 12

10月

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
11月

27 28 29 30 31 1

2

赤字は、休日とさせていただきます。
※

は必須同時交換品を含めた

INFORMATION

■消費税率改定にともなう、ラベ ル 税 表 記 変 更 の お 知らせとお 願い
10月１日から
「総額表示義務に関する
消費税法の特例」が施行されます。
当社では10月以降の入荷商品から
随時、税抜価格表示のラベルに
変更させていただきます。

1.5h トータル作業時間の目安。

※ 0.5h は単独での取付作業時間の目安。
※

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

※ ＮＯ は法基準に抵触するため
公道使用できません。
公道使用

※ は2013カタログ掲載頁。

株式会社

10/27（日） 決勝

▲

2013年10月営業日カレンダー

10/25（金） 練習走行
10/26（土） 公式予選

【変更前】

メーカー：
■＝ホンダ
■＝ヤマハ
■＝スズキ
■＝カワサキ
■＝その他外車

【変更後】

なお、上記表示の場合「できるだけすみやかに、税込価格を表示するよう努めなければならない。」
ことが条文化されています。店舗様におかれましては、
たいへんお手数をお掛けすることとなりますが
税込価格をラベル等でご併記いただけますよう、
お願い申し上げます。

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
TEL：0538-84-2520 FAX：0120-111819
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※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

