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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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防水撥水スプレー

発売中
2月中旬発売

使用例：ジャケット背面
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フッ素樹脂が、
雨や雪、
泥水などに含まれる、
水性・油性の汚れを弾きます。

●内容量：300ｍｌ
●使用目安 6㎡

バイクカバー

ジャケット

革グローブ

ナイロングローブ

※素材や塗布の仕方によってはシミになる恐れが
ありま す 。予 め 目 立 た な い 箇 所でご 確 認 の上
ご使用ください。
※吸い込むと有害なため、必ず屋外でご使 用くだ
さい。
※透湿・防水生地にはご使用できません。

78026 ¥1,890（¥1,800）

ブーツ

2013総合カタログ2月下旬発売! 先行予約承り中!
■2013年DAYTONAカタログの特徴
●5 0 音 索 引を 巻 頭 へ 復 活。正 確 な 商 品 名 が
分からない場合でも検索しやすく。

2013年2月4日まで 初回予約注文特典！
20冊セットで1冊分価格サービス！
（19冊分の価格で20冊お送りします。
）

●タイヤやバッテリー、ドライブチェーンなどの
消耗品は中分類「メンテナンス」へ集約。
●冬の定番商材を新設カテゴリー「防寒グッズ」
へ集約。
●巻頭特集は「A DAY WITH DAYTONA」
遊びは仕事で仕事は遊びなオートバイ漬け
スタッフたちをご紹介。
カ は2012カタログ掲載頁。
※■

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた
は単独での取付
1.5h トータル作業時間の目安。 0.5h 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

※

【2013デイトナ総合カタログ】
初回限定

20冊セット

１冊売り

78273 ¥2,100（¥2,000）

LOVE LETTER差込案内 2013デイトナカタログ先行予約注文書

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。
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78275 ¥39,900（¥38,000）
※19冊分の価格で20冊分お送りします。

公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

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。

PROMINENCE（プロミネンス）
ベゼルレンズキット

2月下旬発売

0.1h

●わずか10分でカスタマイズ可能なパーキングロットアイテムの決定版！好評ベゼルレンズ仕様の PROMINENCE
（プロミネンス）に、
待望の1986年以降の純正φ80フラット
ターンシグナル用
（多くのツーリングモデル、
一部のソフテイルモデルに採用）
がラインナップ追加。
●内部のオレンジバルブやソケットを出来るだけ隠すため、
レンズにミラーコートを施ました。
奥行き感あるノズル形状のベセルを採用し、
正面配光に加えベゼルのサイドエンドから
も光が溢れ出す仕様で、
装着後のカスタマイズ感と高級感、
視認性が高まります。
●取り付けは純正同様ボルトオンでOK。
ベゼルレンズ×4、
オレンジバルブ×4の前後1セット。
MADE IN JAPAN。
※撮影品は全て試作品です。実際の商品とは色味が若干異なる場合があります。予めご了承ください。
※商品自体は保安基準（第39条第2項：制動灯、第41条：方向指示器）に適合しておりますが、検査官の見解によっては車検不適合品と判断される場合があります。そのため、商品を取り外して車検を受けられること
をオススメします。

77835：点灯後

77835：点灯前

■86-純正φ80フラットターン
シグナル採用車用
■レンズ：ミラースモーク
□アウター：クローム
□インナー：クローム

■86-純正φ80フラットターン
シグナル採用車用
■レンズ：ミラークリア
□アウター：クローム
□インナー：クローム

77835 ¥13,965（¥13,300）

77836 ¥13,965（¥13,300）

マフラーガード（縦湾曲タイプ）

2月上旬発売

●従来品（68317：廃番）の代替品。
●エキパイR部に最適な縦湾曲タイプ。
全長約161mm。
スチール製クロームメッキ仕上げ。
エキパイ外径φ40〜φ51まで対応。

77727 ¥3,990（¥3,800）

77727：装着例

※断熱材（別売り）を併用すれば断熱効果がより高まります。
カ は2012カタログ掲載頁。
※■

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた
は単独での取付
1.5h トータル作業時間の目安。 0.5h 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
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公道使用できます。
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公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

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。

ヘンリービギンズ アメリカンサドルバッグ

発売中
2月中旬発売

人気の、
従来品(74357)に、
コンチョ＆飾り付きバージョン新発売。
デザイン以外の仕様は従来品同様に容量可変、
小分け収納ポケット、
ボトルホルダー＆背面ガード付属、
南京錠対応ファ
スナーとなっております。
容量：約13〜15Ｌ
サイズ：縦300×横380×厚み165㎜

開閉しやすい
ダブルファスナー仕様
市販のロックを使用しない時には2本
のファスナ ー に平 行して 取っ手 を
引けば、サッと開閉できます。

イタズラ抑止
リング式ファスナー
市販のロックが付けられる仕様です。
※写真の鍵とコードは別売(市販品です)

荷室内側マチには
面ファスナーを装備

かぶせの一時固定に！
ドローコード付き
ドローコードを車体などに引っ掛ければ、
かぶせを一時固定できるから、荷物の
出し入れが両手で出来ます。

装着例

小分けに便利
フロントポケット

背面ガード
標準装備！
自由度の高いPALSテー
プ方式を採用し、背面ガー
ドの位置を調整可能です。

容量可変

■15L コンチョ付き

PALSテープ方式！

78043 ¥13,650（¥13,000）

PALSテープ方式の採用で、振れ止め
ベルトの固定自由度の高い設計です。

下 側 の み 広 がる仕 様 で 、
ファスナーを開けるだけで
サッと容量アップ！

装着可能な
ボトルホルダー
前後どちらにも装着可能。
持ち運びに便利な、
カラピナ付き。

H.I.D.キット（車種専用カプラーオンタイプ）

2月下旬発売

●PCX〈国内仕様JF28：WW125EX2A〉専用のH.I.D.フルキット。純正アイドリングストップと併用した際に起こり
うるECUトラブルを回避した専用設計品。HS5（二灯）HI/LOW切替タイプ。十分な明るさとファッション性を両立
させた35W-6000k仕様（二灯）で、夜間の視認性が格段に向上します。専用ハーネス、取付ステー類が一式付属
で、
カプラーオン装着可能。

5.0h

73295：装着例
■PCX〈国内仕様JF28：WW125EX2A〉
※WW125EX2C、WW150Cは不可。
HS5（二灯）
タイプ

73295 ¥49,140（¥46,800）
※エンジン 始 動 の 有 無にかかわらず、商品 装 着後はメインキ ー
ONでH.I.D点灯する仕様となります。
純正ハロゲンに比べ起動時
の消費電 力は大きくなりますので、バッテリー上がりには十 分
注意してください。
※完全防水仕様ではありません。
故障の原因となりますので、
長時間
の雨天走行や放置駐車はお止めください。
※H.I.D.の発光には高電圧が発生します。分解などは絶対に行わ
ないでください。また、バ ルブ自体も高温となりますので、取り
扱いには十分注意してください。
※長時間の点灯や長時間のご使用により、ヘッドライト内のリフレ
クターが白く変色する場合があります。予めご了承ください。
※バルブの色温度は6000kです。個人差によっては、夜間見えに
くいと感じる場合があります。
※W W125E X2A専用設 計です。取付ステー形 状が異なるため
WW125EX2C、WW150Cには使用できません。
カ は2012カタログ掲載頁。
※■

株式会社

※

は必須同時交換品を含めた
は単独での取付
1.5h トータル作業時間の目安。 0.5h 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

※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。
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公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

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。

アルミアジャストレバー

2月上旬発売

問い合わせの多い、Ninja250R（-'12）用を追加設定。

0.25h

人気のアルミ削り出しアジャストレバーにNinja250R(-'12)用のラインアップを追加しました。
アルミ削り出しのフォルムとレバー位置調整のアジャスト機能による操作性アップ
におススメです。
※アジャスター3段目のレバー位置が純正同等のレバー位置となります。
※クラッチ側（77731/77732）はクラッチスイッチとクラッチ操作が確実に行えるよう、ワイヤー側の調整が必要です。

■ブレーキ/クリア

77729 ¥9,975（¥9,500）
■ブレーキ/ブラック

77730 ¥9,975（¥9,500）
■クラッチ/クリア

77731 ¥9,975（¥9,500）
■クラッチ/ブラック

77731

77730

77732 ¥9,975（¥9,500）

ローダウンリンクロッド

1月下旬発売

足が付く…安心感を。

0.5h

純正対比約25ｍｍシート高を下げ、
足付き性を向上。
あと少し足が付けば…という方に。
※ステップやカウル 等 を擦りやすくなります。
走行には注意が必要です。
※リアサスペンションが軟らかく感じる場合は、
プリロード調整をおこなってください。

ノーマル

78018：装着例

▲

つま先位置

■V-STROM650ABS('12-'13)

78018 ¥7,350（¥7,000）

ノーマル

つま先位置の変化

リアローダウン
リンクロッド

A2B HYBRID24

つま先が
前に移動する
ので、
力も
入れやすい!!

▲

シート高
約25mm
ダウンで
足付き性
UP！
！

ノーマル

モデル身長169cm
発売中

Ａ2Ｂ ＨＹＢＲＩＤ24価格改定のご案内
これまで日本単独の価格設定を通してまいりましたが、欧米諸国向けに比べ安価な設定だったこともあり、
2013年2月1日出荷分より世界価格に統一させて頂きます。
改定前価格￥260,400（税込）￥248,000（税抜）
※商品に変更はありません。
※品番・ＪＡＮコードに変更はありません。
※Ａ2Ｂ取扱店様のみがお取扱できます。

■ホワイト

51582 ¥294,000（¥280,000）
■マットブラック

51585 ¥294,000（¥280,000）
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カ は2012カタログ掲載頁。
※■

株式会社
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※

51585

は必須同時交換品を含めた
は単独での取付
1.5h トータル作業時間の目安。 0.5h 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
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は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。
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公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

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。

