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ボアアップキット

未掲載

10

10月下旬発売

モンキーでツーリングを楽しもう！

5.0h

ハイパーヘッド124.8ccツーリング デビュー !
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デイトナが考えるツーリングエンジンは快適さと耐久性に秀でたエンジンです。
低回転から分厚いトルクを発生するため、低中回転で楽しめます。かつＳＰクランクの採用で低振動を実現しています。
耐久性を重視し、低めの圧縮比（10.5：1）、低回転のトルク重視のカムプロフィール、高耐久メッキシリンダーを採用しています。
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ハイパーヘッド124.8cc
ハイパーヘッド88cc

2015

2015

2015

高耐久メッキシリンダー採用で
耐摩擦性アップ！

※写真はイメージ写真で、キットに含まれていない商品や廃番品も写っております。詳しいキット内容は構成写真（右下）を参照願います。

2015

低速域のトルクアップで普段乗りから
ツーリングまで扱いやすい！

●圧縮比：約10.5、コスワース形状の新型ピストンφ54を採用。
●推奨キャブレター：PC20/CR-mini/PE20/PE24/PE28。
●サイズ：54mm×54.5mm（ボア×ストローク）
124.8cc。
●SOHC2バルブハイパーヘッド（バルブ径 IN：φ25、EX：φ22）。

2016

※ハイオクガソリンを使用してください。
※クランクケースのボーリング加工（直径56.6〜56.8mm、深さ27mm）が必要です。
※アウターローターKIT、２次側クラッチKIT（4枚ディスク以上）、強化オイルポンプ、オイルクーラーの同時装着が必要です。
※上記イメージ写真にはキットに含まれない部品や廃番品も装着されています。
※本 品はシリンダー長が約6mm長くなっているため、足回りパーツの組み合わせによってはフロントタイヤとヘッドが接触
する可能性があります。

適合車種

型式

フレームNo.

■モ
 ンキー/ゴリラ
（12V）
■ モンキーバハ

Z50JN/P/S/T/V/W/X
Z50JY/1/2/4/5/6/7
Z50JM/N/P

Z50J-2000001〜
AB27-1000001〜
Z50J-1700001〜

2016

2016

モデル

ハイパーヘッド124.8ccツーリング仕様

92765 ¥85,000

ハイパーヘッド124.8ccバージョンアップキット
ハイパーヘッドビッグボアキット88ccから124.8ccにバージョンアップするためのキットです。
※ハイオクガソリンを使用してください。
※クランクケースのボーリング加工（直径56.6〜56.8mm、深さ27mm）が必要です。
※アウターローターKIT、２次側クラッチKIT（4枚ディスク以上）、強化オイルポンプ、オイルクーラーの同時装着が必要です。
※上記イメージ写真にはキットに含まれない部品や廃番品も装着されています。
※本 品はシリンダー長が約6mm長くなっているため、足回りパーツの組み合わせによってはフロントタイヤとヘッドが接触する可能
性があります。

適合車種

型式

フレームNo.

■モ
 ンキー/ゴリラ
（12V）
■ モンキーバハ

Z50JN/P/S/T/V/W/X
Z50JY/1/2/4/5/6/7
Z50JM/N/P

Z50J-2000001〜
AB27-1000001〜
Z50J-1700001〜

［受発注品］

※ は2015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。

2015/10（P1）

93113 ¥62,000

※ 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
COOLROBO GT2

未掲載

高音質
スピーカー

9月下旬発売

♫

ミュージック機能
大幅進化!!

♬

2人で
音楽シェア

楽しく
快適に、
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聴きながら
トーク

最大

1,500m
通話可能!

クール ロ ボ G T 2

新登場
WIRELESS INTERCOM

ペアリング済で安心

シングルユニット

ペアユニット

91710 ¥28,000

※ は2015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

91714 ¥54,000

※ 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。

2015/10（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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

COOLROBO GT2
商品構成
操作ボタン

フルフェイスヘルメット用マイク

機能別にボタンを設定し、
グローブを
したままでも簡単操作が可能。

せまいスペースでも簡単にマイクの
取り付けが可能。

外部電源端子

ＬＥＤランプ

オプションのケーブルを使用して
予備バッテリーを接続可能。

ＬＥＤの点灯パターンや色で
作動状態の確認が可能。

ステレオ対応スピーカー
外形：φ40mm

厚さ：6ｍｍ

ケーブル長
約１２０ｍｍ

フレキシブルアームマイク
アーム長：140ｍｍ

ヘルメット取り付けステー

両面テープ貼り付けとクリップ方式の２種類を
採用。
ほとんどのヘルメットへ取り付けが可能。

ノイズキャンセルマイク

走行風による雑音を低減しクリアな音声通話が可能。

主な機能

高音質
スピーカー

通話品質を損なわず、
より低音を
重視したスピーカー採用で音質
がアップしました。

Bluetoothでス
マートフォンと接 続
スマートフォン し、電話も音楽も簡単
操作で楽しめます。
接続

クールロボGTとだけでなく、他
社インターコムと接続し通話が
他社
インターコムと 可能です。
接続可能
他社

最大

ペ ア ツ ー リン グ なら 最 大 約
1,500m離れても通話可能です。

通話可能!

通話距離
最大約1,500m

1,500m

最 大 4 人 同 時に通 話が可 能
です。ペアリングした順番に並
んで走 行すればそれぞれ 約
500m離れても通話できます。

1〜 4 人

約12時間

♫

♬

機 能 追 加 等 の バージョン
アップやソフトのバグなどを
PCへ接続して変更が可能。

ボイスミキサー機能

最大通話時間

2人で
音楽シェア

ファームウエア
アップデート可能

受話、終話、
ラストナンバー
リダイヤル、拒 否 、キャッチ
フォン切り替えが可能です。

レーダーとナビ同 時 接 続 中
に同時に警告と案内が鳴っ
ても両方の音声を聞くことが
できます。

約12時間

1台のインターコム
に接続したスマート
フォンやミュージッ
クプレイヤ ー の 音
楽を2 人 で 一 緒 に
楽しめます。

FM

10ch

オリジナル動画
サイト公開中！
！

携帯電話２台接続
同時待受け可能

４人グループ通話

FM
ラジオ

音楽やナビを聴きなが
らインターコム通話が
可能です。

聴きながら
トーク

オートシーク機能付
きで10chまでメモ
リーが可能です。

防水仕様
IP67相当

IP67/防水

https://www.youtube.com/watch?v=0p074Wo-4k0

仕様
商品仕様

通話時間

12時間

防水性能

IP67

作動温度

-10℃〜50℃

本体寸法

L80mm×W44mm×H27mm

本体重量

47g

Bluetooth
仕様

対応プロファイル

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

バージョン

4.0

リチウムイオンバッテリー
バッテリー

認証

充電端子

mini-USB

外部電源接続端子付

DC5Vのポータブルバッテリーを接続した状態で使用可能。※ケーブルオプション

※画像は試作品のため実際の仕様と異なる場合があります。

※ は2015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。

2015/10（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
メットインポケット カーボン調

未掲載

10月中旬発売

必要な物がすぐに取り出せますか？
●シートベースに取り付け、メットインスペースを有効に活用できます。自賠責
保険証明書や、車両の取扱説明書、エコバッグなどをポケットへ収納するこ
とでヘルメットの出し入れがしやすくなります。
●シートベースとメットインポケットの間には、薄手のジャケットやレインウエア
の収納も可能です。
●原 付1種にはSサイズ（幅250×高さ320ｍｍ）、原付2種以上にはMサイズ
（幅270×高さ320ｍｍ）が最適です。
●PCX、MAJESTY S、CYGNUS XなどはLサイズが最適です。
※こ
 の商品は汎用品です。シートベース形状によっては取り付けできない場合があります。左下寸法図

を参考にして、ご購入前に取り付けの検討をお願いします。
 ートベースとメットインポケットの間に収納する場合、強く引っ張りすぎると破損の原因となり
※シ
ます。また、最大収納重量は1kgです。

装着例：93002 Lサイズ
装着車両：HONDA PCX125

m

装着例：93001 Mサイズ
装着車両：SUZUKI アドレスV125 K7

00m
m

m

m

0m

0m

32

32

約4

約

約

約2

m

70m

約2

m

70m

50m

約2

メットインポケット カーボン調
Sサイズ（幅250×高さ320mm） 93000 ¥1,250
Ｍサイズ（幅270×高さ320mm） 93001 ¥1,250

93000〈Sサイズ〉

93001〈Mサイズ〉

Lサイズ（幅270×高さ400mm） 93002 ¥2,500

93002〈Lサイズ〉

ウインドシールド

未掲載

発売中

通勤が快適になるウインドシールドＨＣ/ＳＳにDIO110用（'15）
〈JF58〉がラインアップ追加

0.5h

効果が実感できると好評のウインドシールドHC/SS。ウインドシールドの素材は日本製のポリカーボネート（厚さ３ｍｍ）を採用。同厚のアクリルに対し約３０倍の強度を持ち、高い透明度と耐久
性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整（約１０度）が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバー
φ22.2×58L付属。Made in Japan。
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。
また、車体の転倒、
その他の影響によりウインドシールド本体に傷、曇りやゆがみが発生した場合も同様に交換してください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等路面のやわらかい場所や傾斜した場所には駐停車しないでください。必ずアスファルト等の硬く安定した平坦地に駐停車してください。
※ウインドシールドは、太陽光を直接あてると、小さな領域に集光する光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、直射日光があたったままの状態で駐停車しないようにしてください。

ウインドシールドHC

ウインドシールドSS

●縦385mm×横385mm
●クリアー
●ポリカーボネート製（ハードコート仕様）

■DIO110（'15）〈JF58〉
※ は2015カタログ掲載頁。

株式会社

■DIO110（'15）〈JF58〉

92347 ¥13,800
※

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

●縦300mm×横370mm
●スモーク
●ポリカーボネート製（ハードコート仕様）

※ 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。

2015/10（P4）

92354 ¥13,800

※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

リアショック

未掲載

10月下旬発売

ローダウンとスムーズな走りを両立させたい方に

1.0h

乗り心地と足付き性を重視したローダウンリアショック。
最適なバネレートと、ダンピングを強化することによっ
て、ローダウンしながらも快適なフィーリングを実現。
特にローダウンしたPCX特有のリアの突き上げが軽減さ
れます。
●取付長：285ｍｍ、純正対比：約25ｍｍダウン。
●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。
●イニシャル調整工具：別売りのアジャスタブルリングスパナ（43926）
を2本使用してください。
※以下のショートサイドスタンドと同時装着が必要です。
・PCX〈JF28〉
〈WW125EX2A〉
：74661
・PCX〈JF28〉
〈WW125EX2C/D/E〉
：77540
・PCX150〈KF12〉
〈WW150C〉
：77540
・PCX〈JF56〉/PCX150<KF18〉
：91790

92648

92649

ローダウンリアショック（レッド）
■PCX（'10〜'14）〈JF28/JF56〉 ■PCX150（'12〜'14）〈KF12/KF18〉

92648 ¥14,800

メッキボディ、レッドスプリング

ローダウンリアショック（ブラック）
■PCX（'10〜'14）〈JF28/JF56〉 ■PCX150（'12〜'14）〈KF12/KF18〉
装着例：92649

92649 ¥14,800

メッキボディ、ブラックスプリング

クイックマルチコート

未掲載

10月上旬発売

簡単！洗浄・撥水コーティングスプレー !!
一台丸ごとこれ一本でOK。マット塗装にも使用できます。
クイックマルチコートは、超簡単速効施工でボディだけで
はなくガラス部、樹脂部、ゴム部など自動車・二輪車のあ
らゆる箇所の撥水コーティングがこれ一本で可能です。
■使用可能箇所
車・バイクの塗装面（マット塗装もOK）、スクリーン、ヘル
メット、ヘルメットシールド、ホイール、クロームメッキパー
ツ、樹脂メッキパーツ、樹脂パーツ、カーボンパーツ、金属
パーツ、シート、ガラス、ゴム部品等。
※ミラーシールドには使用できません。

92868

92867

100mℓ

92867 ¥1,500

420mℓ

92868 ¥2,500

▲

INFORMATION

ビットミラー 価格改定のご案内

10月下旬発売

為替の影響によりビットミラーシリーズ４種を次回入荷分から値上げすることとなりました。品番、価格、JANコードが改定されますので下記をご参照ください。
なお、旧品番でのご注文
は自動的に新品番に置き換えられますのでご注意ください。
大変ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、
ご協力をいただけますよう、
よろしくお願い申し上げます。
※価格は「税抜価格」で表示しています。

品名

旧品番/旧価格

2014カタログ掲載ページ

品番/価格

JANコード

BIT OVAL MIRROR M10

71764 ¥1,200

P.115
（代替品）

93008 ¥1,500

BIT OVAL MIRROR M8

71765 ¥1,200

P.115
（代替品）

93009 ¥1,500

BIT SQUARE MIRROR M10

71766 ¥1,200

P.115
（代替品）

93010 ¥1,500

93009
93008

93011

93010

BIT SQUARE MIRROR M8

※ は2015カタログ掲載頁。

株式会社

71767 ¥1,200

※

P.115
（代替品）

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。

93011 ¥1,500

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2015/10（P5）

※ 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
汎用荷掛フック

未掲載

10月中旬発売

ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック
●車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。
●使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。
●材料：鉄 ●各2個入り

装着例：93017

93017

93018

M10用

93017 ¥1,100

M8用

93018 ¥1,000

PRO-GRIP PG3000 バイザーシールド

未掲載

9月下旬発売

専用シールド不要のお手軽曇り止めシート
空気層を作ることで、曇りを防止する貼り付けタイプ。太陽光（紫外線）に反応してレンズ色が変化する
調光タイプ。
●カラー：クリア
UV無し時：若干ブラウン目のクリア→UV照射時：ブルー系のライトスモークに変化
※レンズ色は紫外線（UV）に反応して変化するため、UVカット機能のあるシールドの場合、
調光効果は弱まります。
※ご使用になるシールドに収まるか、ご確認ください。
※ヘルメットによっては、シート縁がヘルメットトリム部とラップし、シールドの開閉が固めに
なる場合があります。

92967

92976

装着例：92976

Araiヘルメット用

92976 ¥3,500

汎用

92967 ¥3,500

防水・防寒グローブ RIDEMITT TYPE-N（ライドミット タイプ エヌ）

MENS

季節限定販売品

滑り止めのPU生地

未掲載

秋 冬

92967

発売中

※秋からの季節限定販売商品。在庫限りで終了となります。

定番のタイプＮ今年も入荷。

インナーフリース

ライドミットシリーズの防水・防寒モデル
合成皮革
ポリエステル
クロロプレン
〈レッド〉

品番

ブラック

シリンジ

M

JANコード

91388

レッド

未掲載

■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
※価格改定に伴い、品番を変更させていただきます。

S

カラー

〈ブラック〉

・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。薄い装着感ながら保温性を確保。
・フリース生地のインナーを使用。高い保温性と、
はめ心地を向上。
・防水フィルム入りで雨の浸入が無く、
防風効果も高い。

10月中旬発売

フォークオイルや添加剤の計量、
調整に便利

品番

JANコード

L
品番

91391

91392

91393

91404

ブリーダーラバーキャップ

未掲載

●車体に合わせやすいレッド/ブルー/イエロー/ライムグリーン/オ
レンジのラインアップ。
●ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワン
ポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
●内径φ5mm、
φ7mmリング付。 ●４個入り
※汎
 用品です。寸法を確認のうえご使用ください。
 用性の高い商品ですが、取付けできない場合があります。
※汎
レッド

株式会社

装着例：92985
※

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

JANコード

発売中

キャップも車体色に合わせたいですよね？

※使用後は、内部に溶剤が残らないようにきれいに洗浄してください。

※ は2015カタログ掲載頁。

品番

91390

●オイルや添加剤など少ない量の液体を測るのに便利。
●フォーク油面調整ツール（品番：75250）の補修部品としても使
えます。
●ホース長：150mm、内径：φ4

92812 ¥750

¥4,200

LL

JANコード

91389

あらかじめご了承ください。
※紫 外線の影響により色飛び・ヒビ割れが発生する恐れがあります。
十分ご注意ください。

50ｍℓ

各

※ 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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92984

92987

92988

92984 ¥350

ブルー

92985 ¥350

イエロー

92986 ¥350

ライムグリーン

92987 ¥350

オレンジ

92988 ¥350

※ 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

92985 92986

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。

新型GSX-S1000 ABS/GSX-S1000F ABS（'15）商品ラインアップ
エンジンプロテクター

フェンダーレスキット
（LEDライセンスランプ付き）

ローダウンリンクロッド

万が一の転倒時、オートバイ
へのダメージを軽 減させ、
エンジンへのダメージを軽
減するための商品です。

LEDライセンスランプ、スリ
ムリフレクター付属でリア回
りのコンパクト化が 可能に
なりました。

モデル身長 169cm

純正化
20mm
ダウン

※ラブレター9月号P14に詳細記載。

92342

※ラブレター9月号P14に詳細記載。

装着例

操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性＆足
付き性を向上。純正サイドスタンド使用可能です。

■GSX-S1000 ABS（'15）

※ラブレター9月号P14に詳細記載。

92330 ¥9,000

91478 ¥13,000

92342 ¥7,000

※GSX-S1000F ABS（'15）不可

マルチウイングキャリア

10月上旬発売

●アシストグリップとしても使用可能。
※最大積載量4kg。
※純正グラブバーを外して装着。
※GIVIモノロックケース装着可（30ℓ以下推奨）。
※一部カウルをカットする必要あり。

92346 ¥19,500

PREMIUM ZONE シリーズ バーエンド
人気の【PREMIUM ZONE】シリーズ
バーエンドが純正付け替えボルトオン
装着可能！！
※カタログP102に詳細記載。

スクラッチ ブルー

91006 ¥5,200

PREMIUM ZONE シリーズ フィラーキャップ

レバーガード

人 気の【PREMIUM ZONE】シリーズ
フィラーキャップ。黒色エンジンに映え
ます。

公 道 向けアクセサリーとして気 軽に
レーステイストを味わえるレバーガー
ドも純 正付け替えボルトオン装 着可
能！！
装着画像はフォークに合わせてゴール
ドをチョイス！

※ラブレター8月号P4に詳細記載。

※ラブレター8月号P5に詳細記載。

M20×P1.5 ブルー

ゴールド

91886 ¥4,500

92452 ¥7,400

マルチステップ

HBシートバッグ

足の長さや靴のサイズなどに合わ
せてBESTなステップポジションに
セットし、ペダル～ステップ間やひ
ざ回りの窮屈感を軽減。

タンデムにスッキリ違和感なく装着できる
シートバッグDH-707。薄型設 計なのに
A5地図、500mℓペットボトル、長財布、車
載道具、スマートフォンが収納できます。
容量：4ℓ

※純正スプリングの端を伸ばす必要あり。
※カタログP222に詳細記載。

※ラブレター9月号P10に詳細記載。

DH-707 レッド

カーボン調合皮＆ポリエステルPVC、レッドファスナー

クリアー
※ は2015カタログ掲載頁。

株式会社

60618 ¥14,000
※

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

92614 ¥8,000
※ 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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

LOVE LETTER

これからの季節に便利な商品特集

やっぱりイイネ
コンパクトジャンプスターター

P543

コンパクトサイズ/収納に便利なポーチ付き

USBモバイル充電１ポート
（2.1A）

大型車両に対応〜1600ｃｃ

手の平サイズのバッテリーブースター。
ー。
セットで持ち運んでも車体収納
スペースに収まるサイズ。

ＵＳＢケーブルが接続できるポートを用意。
タブレット端末に対応した出力2.1A

大型排気量の車両でも緊急時にエンジンを始動する
事が可能！
ハーレーダビッドソンのバッテリーあがりにも安心。

※画像はイメージです。
iPhone5Sと接続ケーブルは
付属しません。

瞬間最大電流MAX400A

76ｍ
ｍ

ｍ
ｍ
35

残量をLEDでお知らせ
ポーチサイズ：
110ｍｍ×160mm×60ｍｍ

発売中

電池容量
6000mAh

14ｍｍ

1

電池残量

暗い場所でもライトが点灯

100％

暗い場所での作業もライトが点灯。
安心して作業ができます。

75％
50％

表 示が見やすい
ブルーLED仕様

25％

携帯可能な大きさでツーリング時に安心できる常備品としておすすめします。
〈セット内容〉

数量

バッテリー本体

1個

ブースターケーブル

1本

ACアダプター

1個

DCソケット

1本

収納ポーチ

1個

※USB接続ケーブルは付属しておりません。

リチウム電池を使用したコンパクトサイズのジャンプスターター。
1600ccクラスのエン
ジンを掛けることが可能。さらにiPhoneを1回程度充電できる容量があります。ツーリン
グ時のバッテリーあがりやケータイの電池切れの不安を解消する、バイクに乗っていない
ときでもモバイルバッテリーとして使用可能です。
●サイズ：縦135ｍｍ、幅76ｍｍ、高さ14ｍｍ。 ●本体重量：200g。 ●出力12V/5V 2.1A。
●12V鉛バッテリー以外に使用しないでください。
●高温、多湿、ほこりが多い場所での保管は避け、常温で清潔な場所に保管してください。

注意 ●本 製品は分解をしないでください。発熱、発火、感電、火災の恐れがあります。また、分解、改造をし

た場合は、保証の対象外となります。
●本製品は防水仕様ではありません。雨の中での作業や湿度の高い所でのご使用は避けてください。
●ブースターケーブルを接続する際は、プラスマイナスの接続を間違えないでください。逆に接続する
と車体側を破損させてしまいます。
●３秒以上連続でセルモーターを作動させ続けないでください。繰り返し使用する場合は、30秒以
上休止させてください。

91686 ¥12,500

ディスプレイバッテリーチャージャー
二輪
四輪

バッテリーチャージャー

開放

未掲載
12V車

専用
密閉 ジェル

※リチウムバッテリー使用不可

終了時間が一目でわかる。
電圧測定テスターとして使用可能。
充電状態をリアルタイムにお知らせ。

●電圧テスターとして使用可能。
●本体はIＰ65※1相当の防滴・防塵仕様。
●車体接続ハーネス付属※2。
●二輪自動車から四輪自動車（普通車まで）の充電可能※3。
●バ
 ッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を
判断し、最大6工程の充電を行ないます。充電後は、バッテ
リー電圧が安定したところで正確に判定を行ないます。
●自動で充電をストップ。
●サルフェーション除去機能付き。
●壁
 掛け用ホール付き。工具箱や自宅ガレージに！
！
本体ケースに取り付け穴を４か所配置※4。
※1	粉 塵は侵入せず、いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を
受けない。
※2 当社商品「バイク専用電源」は、接続できません。
※3 リチウムバッテリー使用不可。
※4 取り付けスクリューは付属しません。

注意

発売中

対応バッテリー

二輪：2.3Ah～28Ah
四輪：27Ah～80Ah

出力/入力

入力：AC100V 50Hz/60Hz
出力：DC12V
二輪/最大1.25A 四輪/最大4A

本体サイズ

幅：73ｍｍ 高さ：53mm
長さ：167mm 本体重量：355ｇ

●使用前に取扱説明書をお読みください。
●充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。常に換気をした状態で使用してください。
●本 器は完全防水ではありません。湿度の極端に高い場所、雨、雪などの水分のかかる場所での使用は避けてください。漏電・感電・
充電器破損の原因になる恐れがあります。
●本 器の交流入力は１００Ｖです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器が過熱し、感電・ケガの原因になる恐れがあ
ります。
●直 射日光下や発熱体の近くなど高温の場所では使用しないでください。充電器の過熱・焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変型の原
因になる恐れがあります。
●二輪自動車/四輪自動車12Ｖ専用品です。リチウムバッテリー等には使用できません。
●指定以外の用途には使用しないでください。

91875 ¥14,800

LEDバッテリーチェッカー

P546

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！
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 ¥1,800
※ は2015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

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

これからの季節に便利な商品特集

やっぱりイイネ
オートバイ用ブースターケーブル

発売中

ブースターケーブル

100Ａ

P543

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。

63546

72657

63546 ¥1,600

タイヤカバー

P559

72657 ¥2,900

サビプロテクトスプレー

発売中

●フェンダーとタイヤのすきまが十分あることを確認してから装着してくださ
い。カバーを装着する際にフェンダーに当たり、傷が付く恐れがあります。
●装 着する際は、リフトアップした状態で装着することをおすすめします。
●装 着した状態で車体を移動しないでください。転倒する恐れがあります。

75491 ¥1,500

14〜18inch

75492 ¥1,600

フューエルスタビライザー（ガソリン劣化防止剤）

※あらかじめ洗車をして水気が無くなってから使用してください。
※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。
※塗装面に使用する際は目立たない所でお試しのうえご使用ください。

500㎖

90329 ¥1,800

システムガード（ガソリンタンク水抜き剤）

発売中

発売中

薄いオイル膜を形成し卓越した腐食防止効果があり、ほこりや
汚れから保護します。金属部品やクロームメッキ部品およびす
べての塗装面に使用できます。長期間保管時や、錆びやすいボ
ルトの頭などの保護に最適です。

●カバーは経年変化で色あせします。

10〜13inch

P489

オイルコーティングで
汚れや酸化から守る

紫外線によるタイヤの劣化や、ほこりによる汚れを防止するタ
イヤカバー。
面ファスナーで簡単装着できます。
オックス生地ブラック210D。

装着例

発売中

P543

発売中

長期間バイクを使用しない時
P472
にガソリンの酸 化、劣化を防
ぎます。
注 入後、効果は約1年間持 続
します。
12ℓに1本の割合で使用します。2サイクル、4サ
イクル両方のガソリンエンジンに対応します。触
媒装置への影響はありません。

ガソリンタンク内の水分を除
P472
去し、クリーンで省燃費、けむ
りの 少な い 燃 焼 を 確 保しま
す。2サイクル、4サイクル双方
のガソリンエンジンに対応し
ます。触媒装置への影響はありません。
12ℓに1
本の割合で使用します。季節の変わり毎に注入
するのがおすすめです。

●12ℓに1本の割合でご使用ください。
●長 期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

●性能ＵＰが目的の商品ではありません。
●12ℓに1本の割合でご使用ください。

125㎖

125㎖

79579 ¥1,500

79580 ¥1,500

ヘンリービギンズ ハンドルカバー

P243

発売中

ハンドルカバー
【商品構成】
・ハンドルカバー×１セット
（左右）
・固定用ベルト×４
（左右各２本ずつ） ・連結ベルト×１

91713 ¥4,500

汎用性が高い！

■CB1300SF
※ は2015カタログ掲載頁。

株式会社

ビッグバイクからスクーターまで幅広い車種に取り付けが可能な構造を採用！

■FORZA〈MF10〉
※

■CRF250

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

■PCX125
※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

■LEAD125
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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■APE100

※ 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

■MT-09

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

展示店舗
限定企画

ガレージ展示店舗でBASICシリーズご成約のお客様全員に
通気パネルと採光壁をプレゼント！

通気パネル・採光壁
プレゼントキャンペーン
期間

2015年10月1日〜11月30日（ご成約）
まで

秋のガレージキャンペーン
デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズを、
キャンペーン期間中に展示店舗でご成約のお客様全
員に、通気パネル〈品番：92645 ￥5,500（税抜）〉
と採光壁〈品番：92713 ￥4,000（税抜）〉
をプレゼント
いたします。
条件：BASICシリーズを展示店舗で期間中に
ご成約いただいたお客様に限ります。
開閉式ルーバー

期間：2015年10月1日〜11月30日
（ご成約）
まで。
※通気パネルはガレージ側面のみ取付け可能。
※上記プレゼント品は他のオプション品への変更はできません。

92645

92713

BASICシリーズ展示店舗はデイトナモーターサイクルガレージWebサイトをご覧ください。

http://daytona-mc.jp/sp/garage/index.html
なら
になる
店舗 ス！
示
展
チャン
今が

デイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズ
展示店舗募集のご案内
10月からの本キャンペーンは、BASICシリーズ店頭展示店舗様限定のキャンペーンです。
この機会にお客様の関心が高いデイトナモーターサイクルガレージBASICシリーズの店頭展示をぜひご検討ください。

特典1 店頭展示用ガレージを特別価格でご提供。
特典2 専用Webサイトへ店頭展示ショップとして貴社名をご掲載。

デイトナコンセプトモ

お問い合わせ先：株式会社デイトナ 営業推進グループ 電話：0538-84-2520 FAX：0538-84-2510
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赤字は、休日とさせていただきます。
※

※ 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2015カタログ掲載頁。

株式会社

「日本グランプリ」にＧＩＶＩとＮＯＬＡＮのブ ースを出 展します 。
10月9日（金）〜11日（日）の3日間、ツインリンクもてぎで開催される
「2015FIM MotoGP™世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリ」
に
GIVIとNOLANのブースを出展致します。

1 0 月 2 3日（金）は 出 荷 業 務 の み の 営 業となります 。

デイトナコンセプトモ デ ル
デイトナのWEBサイトでは、
新型車、
人気車への装着事例を
多数ご紹介しています。

http://daytona-mc.jp/
concept/index.html

誠に勝手ながら１０月23日
（金）
は社員研修のため、
ＦＡＸ、
ＤＩＯＳからの受注と出荷業務のみの営業となります。

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。

※

INFORMATION

▲

2015年10月営業日カレンダー

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

※お電話でのご注文及びお問い合わせはお承りできません。
また、
ＦＡＸ、
インターネットからのお問い合わせについては、
１0月26日
（月）以降のご対応
となります。予めご了承ください。

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

2015/10（P10）

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

