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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.

published by

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

プロテクター対応シャツ

未掲載
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11月中旬発売

2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
2015

〈ブルー〉

プロテクターアパレルシリーズ
第1弾!

2015

2015

Back

〈ライトブルー〉

NHB1502

2015

デニムシャツ

最 近 良く耳にするプロテクターは 気になるけど、ゴツくてい か にも、と
いうコスプレ的 なタイプ は チョっと抵 抗が ある。という方 に 朗 報 。お 洒

アメカジの定番。デニムシャツ。8ozデニムに、
スナップボタンや、袖、襟の裏地など細部にも
こだわりました。細身のシルエットです。

落 で 洋 服 の ように 着 こ な し が で き 、胸 部 に は 別 売 の プ ロ テ クタ ー
(93103)が入れられるシャツシリーズ。

各

〈ヒッコリーブルー〉

カラー

M

ブルー

2015

¥11,500

L

2015

XL

93148 93149 93150
93151 93152 93153

ライトブルー

2015

※JANコードは別紙ご参照ください。

2015

Back

NHB1503
ワークシャツ

2016

ゆったり目なシルエットのワークシャツ。厚手の
生地で、アメリカンライダーにも良く合うヒッコ
リー柄をチョイス。

各
カラー

M

〈クレイジーMIX〉

¥10,000

L

2016

2016

XL

ヒッコリーブルー

93154 93155 93156
93157 93158 93159
ヒッコリーベージュ 93160 93161 93162
ヒッコリーレッド

※JANコードは別紙ご参照ください。

〈ヒッコリーベージュ〉
〈ヒッコリーレッド〉

NHB1504
ネルシャツ

Back

襟の隠しドットボタンが 技ありのネル
シャツ。着回しが効くので何枚持ってい
ても邪魔になりません。MIXカラーのク
レイジータイプも用意。

各
分割式でお手軽に装着できる入門
タイプのソフトプロテクター。
10mmと薄 型でも優れた衝 撃吸
収性を持つ瞬間硬化素材を使用。

胸部プロテクター単品 分割式

株式会社

L

レッド

93237
93240
93242
93244
93246

93239
93241
93243
93245
93247

からし
ブラウン

93103 ¥2,800

※JANコードは別紙ご参照ください。

※ は2015カタログ掲載頁。

M

サックスブルー

※黄色の面が身体側になります。

※

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。

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

¥11,500

カラー

クレイジーMIX

※JANコードは別紙ご参照ください。

※ 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。

2015/11（P1）

〈レッド〉

〈からし〉 〈サックスブルー〉 〈ブラウン〉

※ 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
2.1Aバイク専用電源

未掲載

11月中旬発売

USBポートが5V2.1A出力となり、
タブレット端末の充電も可能
スマートフォンなどのバッテリーを充電できる便利商品。
使用状況に合わせて取付方法を選べます。シガーソケット
本体とUSB本体を組み合わせて取り付けが可能。電源差
し込み口を覆う本体キャップで急な雨でも安心。別売のデ
イトナ充電器 ※1に差し替えることで車体のバッテリーに充
電することができます。
※1ディスプレイ充電器（91875）への接続は、コネクター形状の違いにより不可。
※常時接続のため微量の電力を消費します。長期保管の際は中間のコネクターを外してくだ
さい。

USB・・・5V / 2.1A

シガーソケット・・・12V / 10A

取付方法を選べる

防水設計
フタを閉めれば防水。
電源接続時でもフタが差し込み
口を傘のように覆うので急な雨
でも安心です。

ハンドルクランプと、貼付式から
選べます。また、別々に取り付け
できるほか、単独でも一体型とし
ても使用可能です。

省電力＆コンパクト

充電器にダイレクト接続
高性能ICを使用したコンパクト
サイズのUSB用変圧器は、接続
機器を判断し、最適な充電が可
能です。

USB

USB

バイク専用電源付属ハーネス

シガーソケット

USB

USB

バッテリー 側ハーネスと回復 微
弱充電器（76079）、
トリクル充
電器（68586/71199）が、カプ
ラーオンで接続可能です。

シガーソケット

USB

93042
93039

93040

USB1ポート

USB2ポート

93039 ¥2,200

※ は2015カタログ掲載頁。

株式会社

93041

シガーソケット1ポート

93040 ¥2,800

※

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

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2015/11（P2）

シガーソケット

93043

USB1ポート+
シガーソケット1ポート

93041 ¥1,980

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

USB

USB2ポート+
シガーソケット1ポート

93042 ¥2,650

※ 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

93043 ¥3,200

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。

マイクロファイバークロス

未掲載

ディスプレイバッテリーチャージャー

11月中旬発売

使いやすいサイズにリニューアル

発売中
未掲載

補修部品

クリーナー系ケミカルや固形ワックスの粗ぶ
きに最適です。
300mm×300mmの使いやすいサイズの2
枚セット。
●本体色：グレー

■補修品クランプ接続ハーネス

※ロットにより色が変更になる場合があります。

93106 ¥750
使用例

91875の付属品。配線長300ｍｍ。

■補修品車体接続ハーネス

93107 ¥2,500
使用例

91875の付属品。配線長650ｍｍ。6Aヒューズ付き。

■補修用ガラス管ヒューズ6A

93110 ¥240
5本入り。サイズ：φ5.2×20mm

極細繊維が汚れをきれいにふき取ります。

※ディスプレイバッテリーチャージャー（91875）専用品です。接続カプラーの形状が異なるた
め、他の充電器や、バイク専用電源シリーズ（93039/93040/93041/93042/93043）
には使用できません。

93029 ¥600

赤パッド

未掲載

11月上旬発売

1984年から続くベストセラー
YAMAHA YZF-R25用 ラインアップ追加！
赤パッドは“効き方”にこだわり、
その時代、時代に合わせて進化し続けます。必要なときに
ライダーの感覚に直結したストッピングフィーリングを手にすることができます。また、温度
依存性が低い特性ですので、天気や気温に左右されにくく、安定した効き味を長期間持続し
ます。それが「乗り手と対話するブレーキパッド」、進化し続ける赤パッドなのです。

8.5

10.8

97.3

44.8

39.9

98.7

8.5

113.8

52.2

10.8

54.9

113.6

※写 真はイメージです。
実際の商品と異なります。

92530

92531

■YZF-R25（'15）
フロント用

92530 ¥4,000

リア用

92531 ¥4,000

エアロナックルバイザー＆ウインドシールド

未掲載

11月上旬発売

アドレスV125〈K7/9〉用ラインアップ追加

1.0h

スポーティーなエアロ形状フォルムのナックルバイザーとウインドシールドのセット。ナックルバイザーとウインドシールド
は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するポリカーボネートを採用。ナックルバイ
ザーはスポーティーでシャープなデザインを採用、ポリカーボネート（厚さ２ｍｍスモーク）製。またウインドシールドはハー
ドコート処理を施し耐傷性をアップしたポリカーボネート（厚さ３ｍｍスモーク）を採用。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、長さ58mm）付属。
●ウインドシールド寸法（H330mm×W360mm）
※ナックルバイザー＆ウインドシールドは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※ウインドシールドが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して
多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※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上、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
車しないでください。

エアロナックルバイザー+ウインドシールドSSセット
■アドレスV125/G（'07〜'09）〈K7/9〉

92771 ¥23,800
※リミテッドモデル不可。

※ 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。

2015/11（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
イージーロック

未掲載

11月中旬発売

待望のMT-09 TRACER用登場！
磁石や吸盤を使わず、簡単に脱着できるタンクバッグ、
「GIVIタンクロック」シリーズ用イージーロックにMT-09 TRACER用が追
加になりました。一般的なマグネット式や吸盤式バッグの装着が極めて困難なこの車両も、BF23イージーロックとタンクロックシ
リーズバッグ各種の組み合わせにより、キレイで素早い取り付け、取り外しが実現できます。

■MT-09 TRACER（'15）
BF23
装着例：79493+92805

装着例：90718+92805

キーセット

92805 ¥3,000

※MT-09 TRACER用です。MT-09/Aには使用できません。

未掲載

バックレスト

発売中

スタンダードサイズの
内溝キー＆シリンダーセット

未掲載

発売中

B27専用バックレスト
GIVI B27N（78033）用バックレ
スト。
●サイズ：W
 263mm×H117mm×
D55mm
●重量：261g

2015年カタログP328記載のキーセットブ
ラックブッシュ用Z140（36394）と同じ適
合の内溝タイプです。Z140と比べ肉厚で頑
丈です。

Z1565T 内溝キーセット

E147 バックレスト B27用

93015 ¥1,850

92711 ¥5,200

▲

INFORMATION

GIVI フィッティング E226/E226M 品番変更のご案内

11月上旬発売

為替の影響によりGIVI E226・E226Mを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いたしますが、
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。

品名

旧品番/旧価格

2015カタログ
掲載ページ

品番/価格

GIVI E226
■フォルツァ（'08〜'12）〈MF10〉

79354 ¥13,000

P349

93051 ¥15,000

GIVI E226M
■フォルツァ（'08〜'12）〈MF10〉

79355 ¥13,000

在庫切れ・廃番
のため未掲載

93052 ¥15,000

JANコード

※ラブレター6月号P6記載の品番：92917 GIVI E2260（ベース別売り）¥8,300も廃番となります。

新商品情報誌
「ＬＯＶＥ ＬＥＴＴＥＲ」
ＰＤＦ配信中です

デイトナコンセプトモデルのご案内
新型車をはじめ、人気車種へ装着可能な
パーツをデイトナのＷｅｂサイトでいち早く
ご紹介。パーツを装着した時の画像を多数
ご紹介しておりますので、ご購入前のシ
ミュレーションにも最適です。

新商品情報誌「ＬＯＶＥ ＬＥＴＴＥＲ」
（PDF）をデイトナのWebサイトで
毎月配信中しています。
毎月の新商品をはじめ、キャンペー
ン情報や季節のおすすめアイテム
などが満載。
お見逃しなく！
http://www.daytona.co.jp/?p=loveletter.p18

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

ビジネスパートナー様専用サイトのご案内

2015年11月営業日カレンダー
日

月

1

2

8

9

11月

火

水

木

金

土

3

4

5

6

7

店頭POPやECサイトの制作に便利な、商品画像やPOP、
ロゴ
マークをいつでもダウンロードできる、
ビジネスパートナー様
専用サイトを開設しています。
ご利用の際は営業推進グルー
プまでお申し付けください。

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

※一般のお客様はご利用になれません。

22 23 24 25 26 27 28
29 30

12月

1

2

3

4

お問合せ先／株式会社デイトナ 営業推進グループ 電話：0538-84-2520

5

FAX：0538-84-2510

赤字は、休日とさせていただきます。
※ 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。

2015/11（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

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。

