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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.

http://www.daytona.co.jp 0538-84-2520

PROGRIP ゴーグル

未掲載

7月中旬発売
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エントリーユーザー向けの
コストパフォーマンスが高いゴーグル。

90832

本体価格は低くても、レンズの組み合わせでグレードアップ可能。
●クリアーレンズ ●ティアオフ対応 ●アンチスクラッチ（傷付防止加工） ●アンチフォグ

PG3201 レースラインゴーグル BK 90828 ¥3,800
PG3201 レースラインゴーグル GY 90829 ¥3,800

90833

PG3201 レースラインゴーグル WH 90830 ¥3,800
PG3201 レースラインゴーグル GR 90831 ¥3,800
PG3201 レースラインゴーグル YL 90832 ¥3,800

90834

90828

90829

90830
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PG3201 レースラインゴーグル BL 90834 ¥3,800

2015

エッジの効いた形状によりベンチレーション性、 ロールオフシステムが標準マウントの
ゴーグルセット。
ノーズ回りのプロテクション性が向上。
豊富なカラーデザイン、専用カラーレン
ズから好みのものが選べます。

8
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PG3201 レースラインゴーグル OR 90833 ¥3,800

PG3201 レースラインゴーグル RD 90835 ¥3,800

90835

90831

2014

2
2015

3

PROGRIPのロールオフフィルムは39ｍｍのワイドタイプとなっているので、視界良好。
●クリアーレンズ ●ティアオフ対応 ●アンチスクラッチ（傷付防止加工） ●アンチフォグ ●UVカット

●ミラーレンズ ●ティアオフ対応
●アンチスクラッチ（傷付防止加工）
●アンチフォグ ●UVカット
●90841のみLIGHT SENSITIVE（ライトセンシ
ティブ：感光性の調整レンズ。）紫外線の量と反応
してレンズの色の濃淡が自動的に調整できます。

90842

90843

90844

90845

PG3450CA トップラインゴーグル CA

90846

90841 ¥7,800

PG3450FL マルチレイヤードゴーグル WH 90842 ¥11,000
PG3450FL マルチレイヤードゴーグル YL

90843 ¥11,000

PG3450FL マルチレイヤードゴーグル OR 90844 ¥11,000
PG3450FL マルチレイヤードゴーグル BL

90848

PG3458 トップラインゴーグル RD

90847 ¥14,500

PG3458 トップラインゴーグル BL

90848 ¥14,500

PG3458 トップラインゴーグル GY

90849 ¥14,500

90845 ¥11,000
各ゴーグルの補修レンズ&OPTIONレンズは次月ご紹介いたします。乞うご期待 !!

PG3450FL マルチレイヤードゴーグル RD 90846 ¥11,000
※ は2014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。

2014/7（P1）

※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LOVE LETTER
HBG-009ゴートスキングローブ スタンダードタイプ

未掲載

6月下旬発売

人気のゴートスキングローブに、タッチパネル対応が登場。
人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
※手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
※指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
■素 材：ゴートスキン

〈ブラウン〉

〈ブラック〉

カラー

M
品番

L
JANコード

品番

各

〈イエロー〉

¥4,100

XL
JANコード

品番

ブラック

90671

90672

90673

イエロー

90674

90675

90676

ブラウン

90677

90678

90679

HBG-010ゴートスキングローブ プロテクションタイプ

JANコード

未掲載

6月下旬発売

人気のゴートスキングローブに、タッチパネル対応が登場。
人差し指と親指先部分に、タッチパネル対応革を採用。グローブをはめたまま、タッチパネルの操作ができます。
手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。
※手と、グローブの密着度等により、タッチパネルの感度は異なります。
※指先のタッチパネル対応革は、全てブラックとなります。
■素 材：ゴートスキン

〈ブラウン〉

〈ブラック〉

カラー

M
品番

L
JANコード

品番

各

〈イエロー〉

¥4,500

XL
JANコード

品番

ブラック

90680

90681

90682

イエロー

90683

90684

90685

ブラウン

90686

90687

90688

JANコード

スマートコントローラー 対応OS情報
ラブレター2014年5月号でご紹介の「スマートコントローラーに適応する、スマートフォン、タブレット等の対応ＯＳ情報です。

スマートコントローラー（品番：78182）対応OS
iOS
Android

6

7

7.1.1

Ver.4.0以上

※2014年6月12日現在の情報です。

※ は2014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。

2014/7（P2）

東京モーターサイクルショー2014でご紹介以来、沢山のご期待
とお問い合わせを頂き、誠にありがとうございます。また、OSと
のマッチングテストに予想以上の時間を要したことから、発売大
幅に遅れている事を深くお詫び申し上げます。現在は、7月末発
売目標で準備を進めております。
よろしくお願い申し上げます。

※ 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

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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

革用クリーナー泡タイプ

未掲載

革用ミンクオイル泡タイプ

発売中

保革剤入りの強力ムース洗浄剤

未掲載

発売中

塗り込みやすいムースタイプのミンクオイル
革に栄養を与え、革本来のしなや
かさと自然 な光 沢を 引き出しま
す。 定期的に使用することにより
保革効果が高く、革製品がより一
層長持ちします。 防カビ剤配合。

革の汚れ落とし、頑固な汚れを取
る強力タイプ。
保革剤の働きによって革が硬くな
ることを防ぎます。

●220mℓ
※必ず目立たない部分でテストしてからご
使用ください。
●220mℓ
※起毛革・ラム革・ヌメ革・アニリン染め・その他特殊な革製品には使用できません。
※染 みや色落ちの原因となりますので、泡のまま付着させたり、強くこすったりしないでくだ
さい。
※水 でも染みや色落ちとなる素材がありますので、必ず目立たない部分でテストしてからご
使用ください。

91261 ¥1,500

防錆潤滑スプレー

未掲載

91262 ¥2,200

MOTOREX オイル

発売中

KTMと共同開発。KTMレーシングエンジンのためにつくられた
100％化学合成の高性能レーシングエンジンオイルです。エン
デューロ、ロードレース等KTMエンジンのレースユースに最適です。
高品質のベースオイルに貴重な添加剤を配合することで、最も過
酷なレース条件下でもトップパフォーマンスを得られます。

強 力な浸 透 力で潤滑 性を与え、
ケーブル類等の動作をスムーズに
させるとともに汚れや錆を分解、
防錆、絶縁効果もあります。プラス
チック部品の保護、艶出しにも使
えます。

●用途：オートバイ用4サイクルエンジンオイル
●基油：100％化学合成油

●500mℓ
※ブレーキ、タイヤ、グリップなどに付着した場合は、
十分に洗浄してください。

【KTM RACING 4T】
20W-60 1ℓ

90318 ¥1,800

90312 ¥3,800

ショート六角レンチセット
六角サイズ
10mm
8mm
6mm
5mm
4mm
3mm
2.5mm
2mm
1.5mm

A
30mm
26mm
22mm
19mm
17mm
13mm
12mm
10mm
8mm

B
175mm
154mm
138mm
117mm
102mm
91mm
86mm
71mm
63mm

未掲載
A

発売中

レーシングマシンでトップパフォーマンスを
引き出すためのエンジンオイル

100%化学合成、シリコン成分を含む防錆潤滑剤

JOKER440 SPRAY

未掲載

7月下旬発売

通常レンチが入らなかったせまい場所で使える
通常の六角レンチでは長過ぎて入らなかった所のボルトも緩めることができます。

B

●サイズ：1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、
10ｍｍ
●外観：黒

ミリ

91257 ¥2,000

●サイズ：1/16、5/64、3/32、
1/8、5/32、3/16、
1/4、5/16、3/8
●外観：黒

インチ

91257

91258 ¥2,400

ミリ工具37PCSセット

未掲載

7月下旬発売

バイク整備に最適なサイズをチョイス！
国産車で使用頻度が高いミリサイズ工具をセレクト。
日常点検ならこのセットでOK。
足回りや駆動系等に多く使用されている
27ｍｍソケット、
12ｍｍヘックス付属。
ブローケースに収納して持ち運びも簡単です。
※この商品は、手動工具専用です。
インパクトレンチ等の動力工具には使用できません。

91169 ¥11,500
セット内容 ＜ブローケース付き＞

◦ コンビネーションスパナ（8/10/12/14/17/19）ｍｍ ◦ 3/8ラチェットハンドル ◦ 3/8エクステンションバー（70/145）ｍｍ
◦ 3/8ユニバーサルジョイント ◦ 六角ソケット（8/10/12/13/14/17/19/22/24/27）ｍｍ
◦ ヘクサロビュラ穴用（トルクス®）
ソケット（T-15/20/25/30/40/45/50） ◦ ヘックスソケット（3/4/5/6/8/10/12）ｍｍ
◦ プラグソケット（16/21）ｍｍ ◦ スライディングハンドル 165ｍｍ

※ は2014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。

2014/7（P3）

※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LOVE LETTER
GIVI タンクロックシリーズ

未掲載
位置を合わせて置くような感覚で…

装着

タブレットホルダー装着例

取り外し

91051+79122：装着例

ソフトバッグ底面にある赤いレバー
を手前に引いて持ち上げる

ワンタッチで簡単脱着の
タンクロックシリーズに
ラインアップ追加！！
●容量：15ℓ。
●脱着式タブレットホルダー付き。iPad mini が外側からスワイプ操作可能。
●バッグ本体のクリア面には、iPhone5Sが収納可能。
●取り付けには、別売のイージーロックが必要です。カタログP269適合表参照。
●サイズ：縦340×横250×高さ240→300mm。
※機 種によってはクリア面越しのタッチパネル・ボタンなどの機器の操作ができない場合が
あります。
容量可変

レインカバー

ショルダーベルト

3D604

レインカバー装着例

発売中

タブレットホルダー付

南京錠対応

91051 ¥16,800

GIVI タンクバッグ

未掲載

発売中

GIVIタンクバッグに
ラインアップ追加！！

※容量可変時

バッグ固定用ベース

代表適合車種
■XL700V TRANSALP（'08〜 '13）
■XT1200Z SUPER TENERE（'10〜 '14）
■DL650 V-STROM（'11〜 '14）
■VERSYS650（'10〜 '14）

●容量：25ℓ。
●10インチタブレットがスワイプ操作可能。
●サイズ：縦300×横250×高さ200→310mm。
※車 種によっては、
「ハンドルをきった際にバック本
体に接触する」
「固定用ベースに空いている穴がタ
ンクキャップの位置に合わない」
「固定用ベースが
取り付けできない」場合があります。
※マグネットタイプのタンクバッグではありません。

EA110 タンクバッグ EASY

■R1200GS（'04〜 '12）

付属のバッグ固定用ベースをタンクに装着
する事で、タンクバッグ本体がワンタッチ
バックルで脱着可能になります。

容量可変

レインカバー

ショルダーベルト

91054 ¥16,000

GIVI バックレスト

未掲載

TRK52用/N47シリーズ用バックレストがグレードアップしてリニューアル！
●取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要。
※TRK46/33には不可。

●取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要。

7月下旬発売

6月下旬発売

TRK52用バックレスト

Ｖ47シリーズ用バックレスト

E133S

E134S

91330 ¥8,000

91028 ¥7,500

GIVI ベースプレート

未掲載

8月下旬発売

7月下旬発売

車 種 別FZフィッティングに使 用する、現 行M5Mベース（モノ
ロック用）と互換性のある進化版（樹脂製）。プレート内部に市
販のU字ロック（目安：U字部内横幅105〜125mm、内高さ間
隔280mm以上、外径φ20以下）を収納固定可能な造りとなっ
ています。間隔を狭めた肉厚ラバーストッパーを採用しており、
M5Mでは不可としたE230シリーズも取付可能。

MF12装着例

車種別FZフィッティングに使用する、現行M5ベース（モノキー用）と互換
性のある進化版（樹脂製）。
大型ラバーストッパーを採用し、薄型デザインですっきり見せられます。
※車種別F/FLフィッティングには不可。

M7ベースプレート（モノキー用）91332 ¥8,000
※ は2014カタログ掲載頁。

株式会社

※

●重量810g。フィッティングの積載制限超過使用は厳禁。
●GIVI社およびデイトナには専用U字ロックの設定はありません。
※車種別F/FLフィッティングには不可。

MF12装着例

M6Mベースプレート（モノロック用）
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。

2014/7（P4）

91333 ¥8,000
※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

ハイパフォーマンスパッケージ

未掲載

発売中

駆動系カスタムの数量限定キャンペーンです。

1.0h ~ 1.5h

ハイスピードプーリー装着に必須のパーツをセットにしました。
バリアブルプーリー（76758）、強化Vベルト（73300）、DWRウエイトローラー（74883）
13ｇ×6個の
セットです。
ノーマル車両に付けるだけでパフォーマンスＵＰ。
それぞれをバラで揃えるよりお買い得な限定品。

■PCX125〈WW125EX2A/C/D/E〉 ■LEAD125〈NHX125D〉

90547 ¥14,200

50Bハンドル

未掲載

発売中

ケーブル・ワイヤー・ホース・ハーネス類の
交換不要！

BOLT用商品、
新登場！！

スイッチボックス用の穴加工済み

1.0h

純正ハンドルとの比較

純正車両のスタイリングは崩したくないが、少しだけポジションを改善して
乗りやすくしたいと言う方に最適な50Bハンドル。純正ハンドルの高さを変
えずに50mm水平方向手前に引いて、20mm幅をせまくしてあります。ス
イッチボックスの回り止め用の穴加工もしてあり、ケーブル・ワイヤー・ホー
ス・ハーネス類の交換不要で簡単取り付け。Made in Japan。
●ハンドル幅：731mm
●スチール（STKMHT鋼）製、電着黒塗装仕上げ
●スイッチボックス回り止め用穴加工済み
※ハーネスバンドを外す必要があります。
※ABS車は取付不可。
（ブレーキホースを延長すれば取付可能）

■BOLT/R-SPEC（'14〜）

リバーシブルバックレスト

未掲載

7月下旬発売

1台2役！タンデム用にもライダー用にも
なるバックレストが登場

0.5h

91003 ¥7,200

モーターマウントガジェットホルダー

便利グッズをエンジン横にマウント

7月上旬発売
未掲載 1.0h

実用新案申請中

たまにしか使わないタンデムバックレストが、ただ荷物を括るだけのステーになっていません
か？そんなタンデムバックレストを我々は放ってはおきません。
ボルトを抜いてサイドプレートの前後入れ替え、パッドも同様に入れ替えるとライダー用のバッ
クレストに様変わりします。街乗り時にもツーリング時にも乗車姿勢をサポートする事で疲労
を軽減します。車体への加工が不要なボルトオン取り付け。当社とヤマハ純正アクセサリーの
サドルバッグサポートとの同時装着も可能。Made in Japan。
●スチール製、黒塗装仕上げ

■BOLT（ABS）
/R-SPEC（ABS）
（'14〜）
※ は2014カタログ掲載頁。

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた

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

●スチール製、黒塗装仕上げ ●クランプ部φ22.2mm
※エンジン横に取り付けしますので、熱や振動に弱いものは装着し
ないでください。

■BOLT
（ABS）/R-SPEC
（ABS）
（'14〜）

90995 ¥31,000

1.5h トータル作業時間の目安。

ツーリングや街乗り時にちょっとしたものをハンドル
周りに取り付けるライダーが増えています。しかしハン
ドル周りに色々と装備品があると折角の車両のスタ
イルが崩れる場合もあります。そこでエンジン横に
様々な便利グッズを装着する事が出来るガジェット
ホルダーを開発しました。BOLT専用に設計されてお
り、加工無しでボルトオン取り付けが可能。アイディア
次第で様々な使い方が出来ます。Made in Japan。

※ 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。

2014/7（P5）

90988 ¥9,000

※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LOVE LETTER
NATIONAL CYCLE VStream®ウインドシールド

未掲載

6月下旬発売

0.5h

VStream シリーズが続々と
ラインアップ追加
®

HONDA

U . S . A . ナ シ ョ ナ ル サ イク ル 社 製 の
VStream ®シリーズは空気抵抗の軽減だ
けでなく、独特な形状により走行風を整流
して不快に感じる風の流れを軽減します。
材 質はポリカーボネイトで、形 状により
QuantumコートかFMRコートが施されて
おり、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高めら
れています。
シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余
計な加工は必要ありません。取り付けに必
要なものは全てパッケージされており、余
分な買い足しも必要ありません。
Made in U.S.A.
ウインドシールド・スクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集
光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える
場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐停車しないよ
うにしてください。
◆直射日光が当たらない様に駐車してください。
◆反 射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れが
あります。
◆集 光による車体へのダメージに関して、一切の保証を致しかねます。

●H470×W365mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

●H559×W406mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■NC700X（'12〜 '14） ■NC750X（'14〜）

■NC700X（'12〜 '14） ■NC750X（'14〜）

91337 ¥32,000

91338 ¥34,000

HONDA

●H324×W394mm（高さはフロントカウルの上端からスクリーンの上端
まで、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネイト製
※'14-LEDヘッドライトモデルは不可

■PCX125（'10〜 '14） ■PCX150（'12〜 '14）

●H 374×W394mm（高さはフロントカウルの上端からスクリーンの上端
まで、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネイト製
※'14-LEDヘッドライトモデルは不可

■PCX125（'10〜 '14） ■PCX150（'12〜 '14）

91339 ¥16,000
※ は2014カタログ掲載頁。

株式会社

●H 480×W450mm（高さはフロントカウルの上端からスクリーンの上端
まで、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネイト製
※'14-LEDヘッドライトモデルは不可

■PCX125（'10〜 '14） ■PCX150（'12〜 '14）

91340 ¥17,000
※

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。

2014/7（P6）

91341 ¥18,000
※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

NATIONAL CYCLE VStream®ウインドシールド

未掲載

YAMAHA

●H514×W520mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■FJR1300（'13〜 '14）

SUZUKI

●H560×W520mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネイト製

●H480×W450mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■FJR1300（'13〜 '14）

91349 ¥25,000

■V-Strom（'12〜 '14）

91350 ¥26,000

91342 ¥26,000

SUZUKI

●H566×W450mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■V-Strom（'12〜 '14）

KAWASAKI

●H655×W365mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネイト製

●H613×W533mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●Quantumコート、ポリカーボネイト製

■V-Strom（'12〜 '14）

91343 ¥27,000

6月下旬発売

■1400GTR（'08〜 '13）

91344 ¥28,000

91348 ¥26,000

TRIUMPH

●H424×W472mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■Tiger Explorer/XC（'12〜 '14）

●H518×W472mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●ライトスモーク
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■Tiger Explorer/XC（'12〜 '14）

91345 ¥27,000
※ は2014カタログ掲載頁。

株式会社

●H610×W498mm（高さはセンター部、横は最も幅が広い場所）
●クリアー
●FMRコート、ポリカーボネイト製

■Tiger Explorer/XC（'12〜 '14）

91346 ¥28,000
※

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。

2014/7（P7）

91347 ¥29,000
※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LOVE LETTER
駆動系リフレッシュ KIT補修品。
純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。

クランクケースカバーガスケット

ガイドローラー

7月下旬発売

未掲載

7月下旬発売

1.0h ~ 1.5h

未掲載 0.5h
91440

91445

■PCX125〈JF28〉
〈WW125EX2A〉
（'10〜 '11）

■PCX125ESP〈WW125EX2A/C/D/E〉
（'10〜）
（'13〜）
■PCX150〈WW150C〉

91445 ¥2,000

・純正部品番号11395-KWN-900相当品

■PCX125ESP〈WW125EX2C/D/E〉
■PCX150〈WW150C〉
（'12〜 '13）

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉

91446 ¥2,000

91439 ¥450

・純正部品番号21249-33G00/ 21249-33G40相当品 ・3個セット

・純正部品番号11395-KZR-600相当品

■LEAD125〈JF45〉
（'13〜）

91440 ¥450

・純正部品番号23226-KVB-900相当品 ・3個セット

ガイドローラーピン

91447 ¥2,000

未掲載

7月下旬発売

・純正部品番号11395-K12-900相当品

■AXIS TREET〈41D〉

1.0h ~ 1.5h

91443 ¥1,600

・純正部品番号1B6-E5451-10相当品

91438

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉

91444 ¥1,400

■PCX125ESP〈WW125EX2A/C/D/E〉
（'10〜）
91438 ¥450
（'13〜）
■PCX150〈WW150C〉 ■LEAD125〈JF45〉

・純正部品番号11482-33G00相当品

・純正部品番号23225-KSY-900相当品 ・3個セット

ガイドピン

未掲載

7月下旬発売

1.0h ~ 1.5h

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉

91437 ¥450

・純正部品番号21248-33G00相当品 ・3個セット

ドリブンオイルシール
■CYGNUS X125〈5UA/28S/1YP〉
■AXIS TREET〈41D〉

未掲載

7月下旬発売

1.0h ~ 1.5h

91436 ¥1,200

・純正部品番号4CW-17664-00/ 4CW-E7664-00相当品 ・3個セット

プーリーオイルシールセット

未掲載

7月上旬発売

1.0h ~ 1.5h

91442

■PCX125ESP〈WW125EX2A/C/D/E〉
（'10〜）
91442 ¥750
（'13〜）
■PCX150〈WW150C〉 ■LEAD125〈JF45〉
・純正部品番号91211-KN7-671相当品 ・2個セット

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉
■CYGNUS X125〈5UA/28S/1YP〉
91432 ¥900
■AXIS TREET〈41D〉 ■GRAND AXIS100〈5FA〉

91441 ¥750

・純正部品番号09284-34003、09284-34004、09284-34005相当品 ・2個セット

・純正部品番号93101-21170、93101-21820、93101-21801相当品 ・2個セット

ドリブンOリングセット

未掲載

スライドピースセット

7月下旬発売

未掲載

1.0h ~ 1.5h

1.0h ~ 1.5h
91431

91435

■PCX125ESP〈WW125EX2A/C/D/E〉
（'10〜）
91431 ¥650
（'13〜）
■PCX150〈WW150C〉 ■LEAD125〈JF45〉

■PCX125ESP〈WW125EX2A/C/D/E〉
（'10〜）
91435 ¥1,000
■PCX150〈WW150C〉 ■LEAD125〈JF45〉
（'13〜）

・純正部品番号22011-KWN-900相当品 ・3個セット

・純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品 ・2個セット

■CYGNUS X125〈5UA/28S/1YP〉
■AXIS TREET〈41D〉

■CYGNUS X125〈5UA/28S/1YP〉
■AXIS TREET〈41D〉 ■マジェスティ S

91433 ¥600

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉

■アドレスV125〈K5-9/L0-3〉

91434 ¥1,500

INFORMATION
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▲

2014年7月営業日カレンダー
火

ご出展、ご来場ありがとうございました。
第6回

新 茶の季 節の「いらっしゃいませ 」 遠路ご来場ご出展いただき誠にありがとう
ございました。
社員一同、心より御礼申し上げます。
来年も新茶の季節にお会いできる日を
楽しみにしております。

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
8月

27 28 29 30 31 1

赤字は、休日とさせていただきます。

※ は2014カタログ掲載頁。

株式会社

91430 ¥650

・純正部品番号21481-33G00、21481-33G40相当品 ・3個セット

・純正部品番号09284-34004相当品 ・2個セット

月

91429 ¥650

・純 正部品番号5ML-E7653-00、4CW-E7653-00、4CW-17653-10、
5LW-17653-00、28D-17653-00、
1DK-E7653-00相当品 ・3個セット

・純正部品番で93210-43800相当品。 ・2個セット

日

7月上旬発売

2
※

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。

2014/7（P8）

※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

