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DAYTONA "Love Letter" is a monthly leaﬂet full of attractive news
on motorcycle parts, accessories, and other information.
Please give us an order by fax, phone, or mail.
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リプレイスメントエアフィルター

フィルター部 拡大図
〈吸気イメージ〉
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【リプレイスメント エアフィルター】

2013
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キャブレター＆ＦIのリセッティング不要。
フィルターオイルも塗布済みだからお客様のお手をわずらわしません。

2013

使用方法

純正エアフィルターを取り外し、
交換するだけです。

メンテナンスをすれば繰り返し使えるタフな構造。

■リプレイスメントエアフィルター 適合表
JANコード

納期

■NC700S/X（'12〜'13）

17210-MGS-D30

78861 ¥7,875(¥7,500)

発売中

■CB400SF〈NC31〉（'92〜'98）

17230-MY9-000

78862 ¥5,250(¥5,000)

発売中

■ホーネット250〈MC31〉（'96〜'07）

17230-KEA-020

78863 ¥5,250(¥5,000)

発売中

5KR-14451-00

78869 ¥8,400(¥8,000)

1月中旬

■DS250（'00〜'13）
■ゼファー 1100/RS（'92〜'06）

11013-1221

■エストレヤ/RS/カスタム/
RSカスタム（'92〜'13）

2013
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別売品（OPTION）

品番/価格

11013-1247

●内容量：各250ｍℓ
※他社製エアフィルターにはご利用できません。

75274 ¥2,625(¥2,500)

新たに渋めの風合いが特徴の
ショットバレル仕様が追加になりました。

未掲載

型式
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エアフィルタークリーナーとオイルのセッ
ト。リプレイスメントエアフィルター本来の
性能を発揮、維持するために、本キットを
ご利用いただくことをおすすめします。

５ディスク / ショットバレル
適合車種

2013

2013

1月中旬

78876 ¥5,250(¥5,000)

モンキー用２次側湿式クラッチキット

■リプレイスメントエアフィルター用
メンテナンスキット

発売中

78873 ¥7,875(¥7,500)
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2013
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リプレイスメントエアフィルターシリーズ第二弾登場。
他のラインアップにつきましては、ラブレター３月号P8 ～ 9を参照ください。
純正品番
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2013

くたびれた純正エアフィルターからの交換で、
愛車本来の性能を発揮。

車種

2013
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2014

1

2014
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2014
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発売中

フレームNo.

2.0h

■	モンキー/ゴリラ Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001〜
Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001〜
（12V）
Z50JM/N/P
Z50J-1700001〜
■ モンキーバハ

・キタコ、武川、ネクト製５速クロスミッションが使用可能。
・脱着式クラッチアウターカバーにより、フリクションディスク交換等のメンテナンス性が向上。
・クラッチ接続時のショック吸収に優れたラバーダンパー６個仕様のプライマリドライブギヤ付属。
・ボアアップエンジン対応。
・アルミダイカスト製（ショットバレル仕上げ）
。
・オイルクーラー用フィッティング：ステンレス製。
・アルミ削り出しオイルフィラーキャップ付属。
・１２Ｖモンキーのノーマルミッションは､ 別途メインシャフト１１Ｔ（品番:34281）との
組み合わせで使用可能。
※ハイドロリッククラッチへのバージョンアップはカバーの形状が異なるためできません。

75838装着例

75838 ¥59,850(¥57,000)

75838

プロテクションシール

未掲載

デザインが変わりました。

発売中

【拡大】

寸法や品質などは従 来品（69805）を継 承しつつ、
よりリアルなカーボン調になりました。
●サイズ：130×200mm

■カーボン調
Sサイズ

※ 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。

2013/12（P1）

79283 ¥840(¥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
サドルバッグサポート

未掲載 10月下旬発売

0.5h〜 1.0h

■ブルバード400/800（'01〜'09） ■イントルーダークラッシック（'01〜'10）

国産モデル用も続々登場！
外側への適切な張り出し、縦方向の充分な長さで、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。
●スチール製クロームメッキ仕上げ ●丸棒部φ10

79319：左装着例

79319：左装着例

79320

79319

■車体右側用

■車体左側用

79319

79319+78043：バッグ装着例

¥3,990(¥3,800)

79320 ¥3,990(¥3,800)

79320：装着例

サイドバッグ

未掲載 12月下旬発売

T492/493（2013カタログP246）がモデルチェンジ

リフレクター

レインカバー

容量可変

従来品と比べ、収納容量が約15％アップしました。

リフレクター

ショルダーベルト

●容量：33 ～ 40ℓ（片側）
●サイズ：約縦320×横180→280×高さ530mm。
※シートカウルの形状によっては、サイドバッグ単体
で取り付けできない場合があります。

GIVI EA100 サイドバッグ EASY 79075 ¥18,375(¥17,500)

レインカバー

容量可変

ショルダーベルト

●容量：24 ～ 30ℓ（片側）
●サイズ：約縦290×横180→280×高さ470mm。
※シートカウルの形状によっては、サイドバッグ単体
で取り付けできない場合があります。

GIVI EA101 サイドバッグ EASY 79076 ¥16,800(¥16,000)

ジャイロX用タイヤチェーンセット

P386

発売中

0.25h

・フェンダークリアランスの小さい実車にあわせ、スリムなワイヤータイプの
チェーンを採用。
・取付け簡単。全輪で１５分程度の作業です。
・不快な走行振動を極力抑えました。
・過 酷な乾燥試験で約1000㎞の耐久性（※1）を立証。

チェーン負担の少ない雪上走行により、さらなる耐久距離が期待できます。

※1 約1000㎞走行は保障値ではありません。
【ＫＩＴ内容】
・フロントチェーン ・バネフック×5 ・リアチェーン×2 ・リアチェーン用ゴムバンド×2
・アジャストチェーン×4 ・アジャストチェーン用予備フック×1 ・バンドヘルパー ・収納ケース
※純正タイヤ専用。
※スタッドレスタイヤやスノータイヤには対応しておりません。

■ジャイロＸ 4ST車（TD-02）

77767 ¥39,900(¥38,000)

※ジャイロキャノピー、ジャイロＸ 2ST車はタイヤサイズが異なるため装着できません。
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2013年カタログP227に掲載のFLATスロットル

https://www.facebook.com/daytona.co.jp スリーブ（品番70360/77240/77386/77387）ですが、
今後入荷分から順次、
スリーブ色が白色から

4

黒色に変更になります。

赤字は、休日とさせていただきます。
※

なお、
シグナスX125/SR用

は必須同時交換品を含めた

（品番70673）は白色の

1.5h トータル作業時間の目安。

まま継続となります。

※ 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

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

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

2013/12（P2）

※販売価格は税込価格
（税抜価格）
で表示しています。

