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April

カ P267
■

DP-510 ボディインナープロテクター

4月下旬発売

チェストプロテクター
（脱着可能）

脊椎プロテクター
アジャストベルト

ウェストベルト
尾てい骨プロテクター
収納時

胸部、
背中、
尾てい骨を守る、
ベスト型のインナープロテクター

■M

71578 ¥12,915（¥12,300）4

909449 427163

■L

71579 ¥12,915（¥12,300）4

9 0 9 4 4 9 4 2 7 1 69 34

■XL

71580 ¥12,915（¥12,300） 4

尾てい骨プロテクター

909449 427200

■XXL

・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC（サステック）
製。
高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、
軽くてソフトなプロテクターです。
脊椎プロテクターはヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。

71581 ¥12,915（¥12,300）

4 909449 427217
〈素材〉
ナイロンメッシュ、
ネオプレーン、
ＳＡＳ−ＴＥＣプロテクター

・ジャケット下に着用するタイプ。
普段着用する服のサイズでお選びください。

カ P267
DP-514 チェストプロテクター単体 ■

・蒸れを軽減するメッシュ仕様。

4月下旬発売

・チェストパッド
（胸部）
は、
脱着が可能。
（背中、
尾てい骨のプロテクターは取り外しでき
ません。
）
・背中を蒸れにくくするために、
プロテクターが体に当たる部分には立体メッシュ生地
を装備しています。
・尾てい骨パッドは、使用しないときには折りたたんで背中側に収容できるベンド仕様
です。
・胃の下がり感を抑えるウエストベルトを装備。
ストレッチタイプで、体をしっかりホー
ルドします。

・ヘンリービギンズのＤＳシリーズジャケットに装着が可能です。

・肩と脇には、
ソフトウレタンパッドを装備。

71582 ¥4,830（¥4,600）

4 909449 427224
〈素材〉
ナイロンメッシュ、
ＳＡＳ−ＴＥＣプロテクター

カ P267
■

DP-511 エルボーインナープロテクター

4月下旬発売

簡単装着、
気軽に使えるヒジ用インナープロテクター
・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC
（サステック）
製。
高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、
軽くてソフト
なプロテクターです。
ヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。
・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いできます。
・腕の内側部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
・左右１set。
〈サイズ〉
製品置き寸法／全長330mm、
手首側80mm、二の腕側110mm。
適応範囲の目安／手首側約165〜240mm、
二の腕側約225〜330mm
＊適応範囲はあくまで目安です。装着感には個人差がありますのでご了承ください。

■フリーサイズ

71229 ¥3,990（¥3,800）

4 909449 427170
〈素材〉
２ＷＡＹニット、
パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター

カ P267
■

DP-512 ニーインナープロテクター

4月下旬発売

気軽に装着、
ヒザ用インナープロテクター
・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC（サステック）
製。高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、軽くてソフトなプロテクターです。
ヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。
・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いできます。
・ひざ裏部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
（ベルト巻きの方向は左右同一です。）
・ズレを軽減するアジャストベルトを装備しています。
・左右１set。
■フリーサイズ

〈サイズ〉
製品置き寸法／全長345mm、アジャストベルト長390mm、足首側周120mm、ヒザ上側周
150mm。
適応範囲の目安／足首側約245〜360mm、
ヒザ上側約305〜450mm。
カ 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
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

71230 ¥4,935（¥4,700）

4 909449 427187
〈素材〉
２ＷＡＹニット、
パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター
※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。

2013/4（P1）

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。

カ 未掲載
■

DS-623 ツーリングメッシュ＆プロテクション

4月下旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ
●手の平側には柔らかくフィット感の良い牛革を使用。
●甲側生地は厚手で通気性も高いスパンデックスを使用。
●甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。
●指部にはラバープロテクションを配置。
●手首は、
ネオプレン生地に通気孔を設けたエアプレンを採用。
〈素材〉
手の平側/牛革
甲側/スパンデックス（ナイロン82％、
ポリウレタン18％）牛革・メッシュ
手首部分/エアプレン
（クロロプレンゴム）

サイズ

各¥5,040（¥4,800）
品番

JAN

78308

ブラック S

78309

ブラック M

78310

ブラック L

78311

ブラック XL

78312

グレー S

グレー

78313

グレー M

78314

グレー L

平側

78315

グレー XL

ブラック

4 909449 427330

4 909449 427323

4 909449 427316

4 909449 427309

4 909449 427293

4 909449 427286

4 909449 427279

4 909449 427262

カ 未掲載
■

DS-617 ツーリング レザーコンビ

4月中旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ
●手の平側には柔らかくフィット感の良い牛革を使用。
●甲側は通気性とストレッチ性に優れたニュースパンデックスを使用。
●ナックル部分にも牛革を使用し、
こぶし部分を保護。
●甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。
〈素材〉
手の平側/牛革
甲側/ニュースパンデックス
（ナイロン82％、
ポリウレタン18％）
牛革

サイズ

各¥4,725（¥4,500）

ブラック S

78293

ブラック L

78294

グレー S

グレー M

グレー

グレー L

グレー XL

グレー
カ 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
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。

2013/4（P2）

公道使用

ＮＯ

78292

ブラック M

ブラック XL

ブラック

品番

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

78295
78296
78297
78298
78299

JAN

4 909449 427231

4 909449 427248

4 909449 427255

4 909449 427460

4 909449 427453

4 909449 427446

4 909449 427439

4 909449 427422

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。

カ 未掲載
■

DS-618 ライトツーリング

4月下旬発売

手首までしっかり保護するセミロンググローブ
●手の平側にはフィット感の良い合皮(アマーラ)を使用。
●手の平側のプロテクション部は耐久性を重視し牛革を使用。
●甲側は通気性とストレッチ性に優れたニュースパンデックスを使用。
●手首は、
ネオプレン生地に通気孔を設けたエアプレンを採用。
●甲側には手の動きをさまたげないセパレートタイプのプロテクションを内蔵。
〈素材〉
手の平側/アマーラ・牛革
甲側/ニュースパンデックス
（ナイロン82％、
ポリウレタン18％）
手首部分/エアプレン
（クロロプレンゴム）

サイズ

各¥3,990（¥3,800）

ブラック S

78301

ブラック L

78302

グレー S

グレー

グレー M

ブラック

78300

ブラック M

ブラック XL

グレー

品番

78303
78304
78305

グレー L

78306

グレー XL

78307

JAN

4 909449 427415

4 909449 427408

4 909449 427392

4 909449 427385

4 909449 427378

4 909449 427361

4 909449 427354

4 909449 427347

GIVIバッグ 防水シリーズ ラインアップ追加!!
GIVI WP401 防水バッグ80L

カ P247
■

カ P247
GIVI WP404 防水ホルスターバッグ ■

3月下旬発売

3月下旬発売

●サイズ：約縦150×横130×奥70mm。

高い防水性があり、付属の固定ベルトでシートに固定可能。
圧縮できるので、荷物もコンパクトにまとめられます。
ショルダーベルト付属。
●容量：80ℓ。
●サイズ：約縦320横×760×奥350mm。

※防水性能を持ったバッグですが、圧力が掛かった場合や経年変化
により水が浸入する可能性があります。
※取り付ける車両によって、
バッグの固定が不安定になる可能性が
あります。

※防水性能をもったバッグですが、圧 力
のかかった場合や経年変化により水が
浸入する可能性があります。

78082 ¥14,175（¥13,500）4

78083 ¥3,990（¥3,800）

909449 424629

4 909449 424834

GIVIスクリーンラインアップ追加

カ P160
■

3101DT+KITスクリーン：装着例

発売中

AF3101可変スクリーン：装着例

可変タイプ
●サイズ：約高さ560
〜680×幅430mm。
●色：クリアー
● 純 正 対 比：約 4 0 〜
140mmのアップが
可能。

●サイズ：約高さ520×
幅460mm。
●色：クリアー
●純正対比：約100mm
アップ
■DL650V-STROM L2('11〜'12)

78065 ¥16,800（¥16,000）4
カ は2013カタログ掲載頁。
※■

株式会社

■DL650V-STROM L2('11〜'12)

909449 424780
※

78067 ¥22,050（¥21,000）4

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。

2013/4（P3）

公道使用

ＮＯ

909449 424810

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。

カ P326
■

GIVI フィッティングラインアップ追加
77081＋78037
（B37未塗装ブラック）
：装着例

3月下旬発売

カ 未掲載
■

MOTOREX エアフィルタークリーナー（粉末洗浄剤）

発売中
3月下旬発売

77083＋77597
（V47TECH未塗装ブラック）
：装着例

TWIN AIRとMOTOREX RACING LABとのコラボレーションにより開発された、
オフロード車などのスポンジ式エアフィルター専用粉末洗剤。生物分解性で環境に
優しい合成洗剤です。
スポンジ式エアフィルターに付着した泥やオイル汚れを強力
に落とします。水またはぬるま湯に溶かして漬け置き洗浄します。
●内容量：800ｇ
●水3ℓに対して100ｇ(キャップ1杯＝約13ｇ)の比率で希釈します。
ぬるま湯で洗浄した方が、
より効果的です。

78272 ¥3,150（¥3,000）

※モミ洗いをするとフィルターが破損します。
汚れがひどい場合は、
押し洗いをしてください。

本格シーズン前にお手入れ編

■SR3101M スペシャルキャリア モノロックケース用

■SR3101 スペシャルラック モノキーケース用 ●モノキーベース付属。

●モノロックケースに付属の汎用ベースを使用。

※純正キャリアの最大積載量10kgを超えないようにご注意ください。
装着するケースにより積載できる
荷物の重量が限られます。
（SR3101スペシャルラックの重量1.9kg。
）

■DL650V-STROM L2('11〜'12)

■DL650V-STROM L2('11〜'12)

77081 ¥7,245（¥6,900）

77083 ¥11,760（¥11,200）4

4 909449 415238

2ＰＯＴワイヤーインジェクターセット
カ P396
■

カ P8〜31
■

4月下旬発売

チェーンメンテナンスセット
カ P397
■

発売中

ブレーキ、
スロットルケーブルの給油に

909449 415177

ハイパーパッド

4 909449 428146

グリスさん
カ 未掲載
■

発売中

チェーンのお手入れ

発売中

各種グリスアップ

0.5h

人気のハイパーパッドにラインアップ追加！パッケージもリニューアル！
街乗りや近郊をメインに走る、小・中排気量のライダーにオススメ。
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。
コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

78148

¥2,940（¥2,800）

78153

4 909449 425664

78154 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425572

■（R）
スカイウェイブ(′
07〜12）

■（R）
GSX1300R（′
08〜′
11）

78150 ¥2,940（¥2,800）

78155 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425589

4 909449 425619

78151 ¥2,940（¥2,800）

78156 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425596

78152 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 331507

樹脂光沢復活剤
カ P391
■

発売中

ステンレスマフラーのお手入れ

発売中

やれた樹脂パーツのお手入れ

4 909449 425633

4 909449 425640

4 909449 425602

カ 未掲載
■

発売中

70014 ¥2,520（¥2,400）

4 909449 352755

大容量シャンプー

4 909449 265857

汎用クーラント
カ P406
■

発売中

発売中

クーラントもリフレッシュ

洗車のあとは簡単コーティングＷＡＸ

4 909449 428634

カ 未掲載
■

発売中
4月上旬発売

高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れる。他のガス
ケットとの併用も可能。
低粘度で非常に薄い被膜を形成。
長期使用後も容易に
分解可能。
●内容量：59ml
●使用温度範囲：-50℃〜260℃

76740 ¥998（¥950）

4 909449 407370

74963 ¥2,100（¥2,000）

76264 ¥1,260（¥1,200）

4 909449 393352

4 909449 405666

毎年4月28日は、
「洗車の日」です。

※完全硬化はしません。
※ゴム、
プラスチックには使用できません。

78552 ¥1,890（¥1,800）
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

60653 ¥1,890（¥1,800）

4 909449 265826

カ P390
■

発売中

やっぱり洗車から

パーマシールド（液状ガスケット）

60650 ¥1,575（¥1,500）

ぬれたタオルで拭くだけコーティングWAX
カ P390
■

78551 ¥1,890（¥1,800）

株式会社

カ P391
■

発売中

ステンレスマフラーのお手入れ

●内容量：255ｇ
●適用温度範囲
（−45℃〜260℃）

※

67568 ¥1,260（¥1,200）

4 909449 386248

ステンレスマフラー焼けとり剤

カ P391
■

4 909449 425626

成形ガスケット面にスプレーすることにより、耐熱性樹脂皮膜を形成しガス
ケットの密着性を高めます。銅粉配合で熱伝導性に優れ、
ヒートサイクルによ
る成形ガスケットの歪みを防ぎます。密着性があり、
ガスケット取付け時の位
置決めに最適。

カ は2013カタログ掲載頁。
※■

ステンレスエキパイ焼けとり剤

73953 ¥2,310（¥2,200）

■ブレンボ2POT（旧カニ）

パーマテックス高耐熱ガスケットフィット

パーマテックス

4 909449 362525

■（F）
KSR110（′
03〜′
07）

■ブレンボ4POT 1PIN

※ 既 存 品 も 順 次 新 パッ
ケージに変更されます。
※写 真はイメージ です。実
際の商品と異なります。

¥2,940（¥2,800）

■（F）
ZRX400/2（′
98〜′
08）

■（R）
Dトラッカー125(′
10〜）

78149 ¥2,520（¥2,400）

71143 ¥1,890（¥1,800）

■（F）
PCX125（′
10〜′
12）

■（FL）Ninja400R（′
11〜）

※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。

2013/4（P4）

公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

4 909449 428832

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。

そこで、貴店でも洗車コーナーを更に充実してみませんか？
弊社ではバイクにこだわった洗車商品を数多く取り揃えております。
洗車商材のまとめ買い等でのお値段などのご相談を承ります。
「デイトナ営業推進グループ」までお気軽にお問い合わせください。
カ 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
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。

2013/4（P5）

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。

カ P326
■

GIVI フィッティングラインアップ追加
77081＋78037
（B37未塗装ブラック）
：装着例

3月下旬発売

カ 未掲載
■

MOTOREX エアフィルタークリーナー（粉末洗浄剤）

発売中
3月下旬発売

77083＋77597
（V47TECH未塗装ブラック）
：装着例

TWIN AIRとMOTOREX RACING LABとのコラボレーションにより開発された、
オフロード車などのスポンジ式エアフィルター専用粉末洗剤。生物分解性で環境に
優しい合成洗剤です。
スポンジ式エアフィルターに付着した泥やオイル汚れを強力
に落とします。水またはぬるま湯に溶かして漬け置き洗浄します。
●内容量：800ｇ
●水3ℓに対して100ｇ(キャップ1杯＝約13ｇ)の比率で希釈します。
ぬるま湯で洗浄した方が、
より効果的です。

78272 ¥3,150（¥3,000）

※モミ洗いをするとフィルターが破損します。
汚れがひどい場合は、
押し洗いをしてください。

本格シーズン前にお手入れ編

■SR3101M スペシャルキャリア モノロックケース用

■SR3101 スペシャルラック モノキーケース用 ●モノキーベース付属。

●モノロックケースに付属の汎用ベースを使用。

※純正キャリアの最大積載量10kgを超えないようにご注意ください。
装着するケースにより積載できる
荷物の重量が限られます。
（SR3101スペシャルラックの重量1.9kg。
）

■DL650V-STROM L2('11〜'12)

■DL650V-STROM L2('11〜'12)

77081 ¥7,245（¥6,900）

77083 ¥11,760（¥11,200）4

4 909449 415238

2ＰＯＴワイヤーインジェクターセット
カ P396
■

カ P8〜31
■

4月下旬発売

チェーンメンテナンスセット
カ P397
■

発売中

ブレーキ、
スロットルケーブルの給油に

909449 415177

ハイパーパッド

4 909449 428146

グリスさん
カ 未掲載
■

発売中

チェーンのお手入れ

発売中

各種グリスアップ

0.5h

人気のハイパーパッドにラインアップ追加！パッケージもリニューアル！
街乗りや近郊をメインに走る、小・中排気量のライダーにオススメ。
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。
コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。
コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

78148

¥2,940（¥2,800）

78153

4 909449 425664

78154 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425572

■（R）
スカイウェイブ(′
07〜12）

■（R）
GSX1300R（′
08〜′
11）

78150 ¥2,940（¥2,800）

78155 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425589

4 909449 425619

78151 ¥2,940（¥2,800）

78156 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 425596

78152 ¥2,940（¥2,800）

4 909449 331507

樹脂光沢復活剤
カ P391
■

発売中

ステンレスマフラーのお手入れ

発売中

やれた樹脂パーツのお手入れ

4 909449 425633

4 909449 425640

4 909449 425602

カ 未掲載
■

発売中

70014 ¥2,520（¥2,400）

4 909449 352755

大容量シャンプー

4 909449 265857

汎用クーラント
カ P406
■

発売中

発売中

クーラントもリフレッシュ

洗車のあとは簡単コーティングＷＡＸ

4 909449 428634

カ 未掲載
■

発売中
4月上旬発売

高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れる。他のガス
ケットとの併用も可能。
低粘度で非常に薄い被膜を形成。
長期使用後も容易に
分解可能。
●内容量：59ml
●使用温度範囲：-50℃〜260℃

76740 ¥998（¥950）

4 909449 407370

74963 ¥2,100（¥2,000）

76264 ¥1,260（¥1,200）

4 909449 393352

4 909449 405666

毎年4月28日は、
「洗車の日」です。

※完全硬化はしません。
※ゴム、
プラスチックには使用できません。

78552 ¥1,890（¥1,800）
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

60653 ¥1,890（¥1,800）

4 909449 265826

カ P390
■

発売中

やっぱり洗車から

パーマシールド（液状ガスケット）

60650 ¥1,575（¥1,500）

ぬれたタオルで拭くだけコーティングWAX
カ P390
■

78551 ¥1,890（¥1,800）

株式会社

カ P391
■

発売中

ステンレスマフラーのお手入れ

●内容量：255ｇ
●適用温度範囲
（−45℃〜260℃）

※

67568 ¥1,260（¥1,200）

4 909449 386248

ステンレスマフラー焼けとり剤

カ P391
■

4 909449 425626

成形ガスケット面にスプレーすることにより、耐熱性樹脂皮膜を形成しガス
ケットの密着性を高めます。銅粉配合で熱伝導性に優れ、
ヒートサイクルによ
る成形ガスケットの歪みを防ぎます。密着性があり、
ガスケット取付け時の位
置決めに最適。

カ は2013カタログ掲載頁。
※■

ステンレスエキパイ焼けとり剤

73953 ¥2,310（¥2,200）

■ブレンボ2POT（旧カニ）

パーマテックス高耐熱ガスケットフィット

パーマテックス

4 909449 362525

■（F）
KSR110（′
03〜′
07）

■ブレンボ4POT 1PIN

※ 既 存 品 も 順 次 新 パッ
ケージに変更されます。
※写 真はイメージ です。実
際の商品と異なります。

¥2,940（¥2,800）

■（F）
ZRX400/2（′
98〜′
08）

■（R）
Dトラッカー125(′
10〜）

78149 ¥2,520（¥2,400）

71143 ¥1,890（¥1,800）

■（F）
PCX125（′
10〜′
12）

■（FL）Ninja400R（′
11〜）

※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。

2013/4（P4）

公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

4 909449 428832

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。

そこで、貴店でも洗車コーナーを更に充実してみませんか？
弊社ではバイクにこだわった洗車商品を数多く取り揃えております。
洗車商材のまとめ買い等でのお値段などのご相談を承ります。
「デイトナ営業推進グループ」までお気軽にお問い合わせください。
カ 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
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。

2013/4（P5）

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。

MAXXIS MA-R1レーシングハイグリップ

カ P381
■

発売中

お求めやすく価格変更しました。
特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。
シャープな溝がすば
やく水を分散させ路面との接地面を確保します。
台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われ
国内のミニバイクレースでも浸透しつつあります。
タイヤライフが長く、
特に耐久レースへおすすめです。
●チューブレスタイプ。
※レーシングコンパウンド採用品。
ドライ時のグリップ性能を最優先に設計されています。
雨天時、
冷間時の走行はご注意ください。

写真提供：モトモト誌

写真提供：モトモト誌
■フロント 100/90-12 49J TL

78353 ¥8,190（¥7,800）
78353

4 909449 427002

■リア 120/80-12 55J TL

78354

78354 ¥9,975（¥9,500）

MAXXIS MA-PROミニバイク

4 909449 427019

カ P383
■

発売中

現行アドレスV125に
純 正 採 用され て いる
MA-PRO。こちらも
価格変更します。
耐久性とレイングリップのバランスが良いタイヤ
です。
●前輪・後輪非対称パターン。

■フロント 90/90-10 50J TL

●チューブレスタイプ。

78355 ¥6,825（¥6,500）
78355

78356

4 909449 427026

■リア 100/90-10 56J TL

78356 ¥7,875（¥7,500）

フォートノックスコンパクトチェーン＋メニール

4 909449 427033

カ P460
■

4月下旬発売

FORT KNOXの特徴を残しつつチェーン径を細くし、
メニールディスクロックを組み合わせたベーシックモデル。
切断・衝撃に強い硬くしなやかなケースハードネス
（浸炭焼入）処理チェーン。頑強な超硬質カーボン表面と、硬度変
化のある積層構造により切断、
破壊等の攻撃を防ぎます。
●ロックシャックル径：11mm
●チェーン幅約30mm
PROTECT CUT
超硬質なカーボン表面が、
ノコギリ
やカッターからプロテクト。
PROTECT HIT
中心部に向かうにしたがい柔らかくなるという
（もちろん
一定硬度以下にはなりませんが）硬度変化のある積層構
造が、
ハンマー等の衝撃をしなやかに吸収し破損を防止。

78098

9mm
8mm

約30mm
約53mm

78098：使用例
カ は2013カタログ掲載頁。
※■

株式会社

※

■90ｃｍ

78098 ¥17,325（¥16,500）4

10mm

●1リンクのサイズ
表示寸法は概寸です。外袋が付くため、短辺の実寸
1〜2mm程厚くなります。

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。

2013/4（P6）

909449 425060

■120cm

78099 ¥19,425（¥18,500）4
公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

909449 425084

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。

カ 未掲載
■

バイク用ショックドライバーセット

ゆるみにくいネジ・ボルトに…

4月中旬発売

錆びついて固着したボルトや、ネジ緩み止め剤がついたボルトを緩
める特殊工具。プラスネジが多い旧カブ系エンジンの分解時や、
ヘックス、ヘックスローブボルトのブレーキディスクの取り外し時にあ
ると安心できる工具です。
●保管に便利なメタルケース＋中トレイ付き。
●グリップ部はクロームメッキ。

メタルケース＋中トレイ付

●ビットホルダーは3/8インチ差込角で、手持ちのソケットを使用す
ることも可能。
●ビットは差込８ｍｍ、
ショートは３６ｍｍ、
ロングは８０ｍｍ。
【＋ビット：＃１，
＃２，
＃３ ロング＋ビット：＃２，
＃３ −ビット：８ｍｍ
ヘックスローブビット：Ｔ４０，
Ｔ４５ ヘックスビット：４ｍｍ，
５ｍｍ，
６ｍｍ，
８ｍｍ ビットソケット：3/8インチ
（９．
５ｍｍ）】
※緩めることだけに使用する専用工具です。
ボルトが緩んだ後は、
手動
工具で取り外してください。
※取り外したボルトは、
再使用できなくなることがあります。
※必要に応じて潤滑剤を併用してください。

使用例

74626 ¥3,150（¥3,000）

4 909449 428535

カ 未掲載
■

メッキホーン

外径およそφ65で小型車種に
最適なホーンです。

4月下旬発売

78377：装着例

●定格12V/1.0A、
6V/1.5A
●外径φ65
●近接100dB
●ステー縦78mm幅20.5mm
取付穴φ6.3×2ヵ所
※本体裏側のビスを回さないでくださ
い。内部 樹脂が 破壊されて二度と音
が鳴らなくなります。
※交流車輌には使用できません。

78378

78377

■12V

78377 ¥840（¥800）

4 909449 428108

■6V

78378 ¥840（¥800）

4 909449 428122

カ 未掲載
■

ステム用オイルクーラー７段コア

3月下旬発売

オイルクーラーキット ラインアップ追加！

1.0h

7段コアで確実な冷却効果を発揮するモンキー/ゴリラ専用設計オイルクーラー。
ステンレス製バンジョー/バンジョーボルト＆アルミ製クリアアルマイト仕上げのアッパー＆
ロアプレート、サイドカラーで落ち着いた外観を演出しています。取付は付属のステーで、アンダーブラケット下のフェンダー固定部分に取付けできます。当社Φ31フォーク
および純正フォークに取り付け可能です。
●バンジョータイプフィッティングを採用。
●ホース径Φ8。当社2次側クラッチキットに装着の場合は取出し口不要。その他は
別売のオイルクーラー取出口セット
（72888/33822）、
または市販のホース内
径Φ8対応取出口が別途必要。

適合車種

型式

フレームNO

■モンキー
（12V）

Z50JN/P/S/T/V

Z50J-2000001〜

Z50JＹ/1/2/4/5/6/7

AB27-1000001〜

●当社ステアリンダダンパーが同時装着可能。

■モンキー 3.1PS
（6V） Z50JF/J/L

Z50J-1600008〜1805977

※社外のアンダーブラケットの場合、
純正フロントフェンダーが固定できる構造であれば取り付け可能。
※ダウンタイプのフロントフェンダーの同時装着が必要です。

■モンキー 2.6PS
（6V） Z50J/I/Z/B/C/E

Z50J-1300017〜1510400

78172 ¥29,925（¥28,500）4

78172：装着例
カ 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
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。

2013/4（P7）

公道使用

ＮＯ

は法基準に抵触する為
公道使用できません。

909449 427712

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。

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

カ 未掲載
■

NANOⅡ

CORP

4月上旬発売

コンパクトなホワイトバックライト付デジタルメーターがデビュー！

April

マルチバーホルダー：装着例
78596

78595

78597

4

2013

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

カ P267
■

DP-510 ボディインナープロテクター

4月下旬発売

チェストプロテクター
（脱着可能）

脊椎プロテクター
アジャストベルト

ウェストベルト
夜間使用時

昼間使用時

■ギアポジションインジケーター

■スピードメーター

■タコメーター

バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト
アップインジケーターとして使用できます。
●表示レンジ : ニュートラル(N), 1〜8速
●ＴＯＰギア設定： 4/5/6/7/8速
●回転数警告、
バーグラフを表示可能

●表示 : 0〜399km/h(0〜250MPH)
●オドメーター： 0〜999,999km(mile)
●トリップメーター：デュアル表示： 0〜99,999.9km
(mile)
●最高速記憶機能
●時計(12h表示)

●表示 : 100〜20,000rpm(1/100表示)
●トータル/ライディング時間表示機能
トータル：0〜9,999.9h(リセット不可)
ライディング：0〜9,999.9h(リセット可)
●最高回転数記憶機能
●時計(12h表示)

78595 ¥9,450（¥9,000）

78596

4 909449 429198

※電気式スピードメーター車専用

¥9,975（¥9,500）

78597 ¥9,975（¥9,500）

4 909449 429204

H40×W60×D17.5mm(78596/78597)
●防水機能：IPX6相当
●動作電圧：DC 9〜16V

■M

71578 ¥12,915（¥12,300）4

ＨＯＴグリップヘビーデューティー４ＳとＨ.Ｉ.Ｄ.バルブシステムの組合せについて

71579 ¥12,915（¥12,300）4
71580 ¥12,915（¥12,300） 4

尾てい骨プロテクター
・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC（サステック）
製。
高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、
軽くてソフトなプロテクターです。
脊椎プロテクターはヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。

71581 ¥12,915（¥12,300）

・ジャケット下に着用するタイプ。
普段着用する服のサイズでお選びください。

カ P267
DP-514 チェストプロテクター単体 ■

・蒸れを軽減するメッシュ仕様。

・背中を蒸れにくくするために、
プロテクターが体に当たる部分には立体メッシュ生地
を装備しています。

・胃の下がり感を抑えるウエストベルトを装備。
ストレッチタイプで、体をしっかりホー
ルドします。

・ヘンリービギンズのＤＳシリーズジャケットに装着が可能です。

・肩と脇には、
ソフトウレタンパッドを装備。

71582 ¥4,830（¥4,600）

▲

・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC
（サステック）
製。
高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、
軽くてソフト
なプロテクターです。
ヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。
・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いできます。
・腕の内側部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
・左右１set。

第40回

〈サイズ〉
製品置き寸法／全長330mm、
手首側80mm、二の腕側110mm。
適応範囲の目安／手首側約165〜240mm、
二の腕側約225〜330mm
＊適応範囲はあくまで目安です。装着感には個人差がありますのでご了承ください。

2013年3月22日（金）〜3月24日（日）東京ビッグサイト

多数のご来場ありがとうございました！
31
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カ は2013カタログ掲載頁。
※■

株式会社

5月

1

2

第5回

新 茶の季節の「いらっしゃいませ 」

日

時

2013 年 6 月 1

会

場

静岡県 周智郡森町一宮 4805
05
株式会社デイトナ テストコース
ース

日（土）

AM 10:00〜PM 4:00

20

26 27
3

4
※

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

速
名高
新東
便利！
I.C.が
川
森掛

合同試乗会・アウトレット・森町特産物販売など開催予定。

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

71229 ¥3,990（¥3,800）

4 909449 427170
〈素材〉
２ＷＡＹニット、
パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター

カ P267
■

4月下旬発売

気軽に装着、
ヒザ用インナープロテクター

4月

14

28

土

■フリーサイズ

DP-512 ニーインナープロテクター

▲

3月

木

4月下旬発売

簡単装着、
気軽に使えるヒジ用インナープロテクター

※なお、
Ｈ.Ｉ.Ｄ.との組合せ使用以外では同様の不具合は発生しておりません。引き続きご使用ください。

水

カ P267
■

DP-511 エルボーインナープロテクター

この不具合が発生した場合、火傷の危険性がございます。
直ちに使用を中止し、弊社までご連絡をお願いします。

火

4月下旬発売

・チェストパッド
（胸部）
は、
脱着が可能。
（背中、
尾てい骨のプロテクターは取り外しでき
ません。
）

4 909449 427224
〈素材〉
ナイロンメッシュ、
ＳＡＳ−ＴＥＣプロテクター

「H.I.D.との組合せ使用時、温度設定がレベル4の状態のまま変更できない」

月

909449 427200

4 909449 427217
〈素材〉
ナイロンメッシュ、
ネオプレーン、
ＳＡＳ−ＴＥＣプロテクター

■新たな不具合内容■

日

9 0 9 4 4 9 4 2 7 1 69 34

■XL

・尾てい骨パッドは、使用しないときには折りたたんで背中側に収容できるベンド仕様
です。

昨年11月に、商品番号(76990)ＨＯＴグリップヘビーデューティー４Ｓ
（以下、76990）
と、
Ｈ.Ｉ.Ｄ.バルブシステム（以下、H.I.D.）
と
の併用において、
76990が誤作動を起こす不具合が発生した旨ご連絡差し上げましたが、
新たに不具合の事例が発覚いたしました
ので、再度ご連絡させて頂きます。

INFORMATION

909449 427163

■L

■XXL

●共通不適合条件
1. 弱っているバッテリーを使用している場合。
※アイドリング時の電圧が安定してDC10V以上ないと正しく起動しません。
2. 6Vバッテリー車。※12V電装にコンバートしたモデルも含む。
3. バッテリーレス車。
4. 交流12V車。※APE100/50
（バッテリーレス車）
、
XR100M/50M、
モンキーR/RT/BAJAなど。
5.点火信号,車速信号にノイズが多い場合や波形に乱れが多い車両。
6.オートバイ専用品ですが、
汎用品のため車体の仕様によって取付できない場合もあります。

●寸法:H60×W40×D17.5mm(78595)

胸部、
背中、
尾てい骨を守る、
ベスト型のインナープロテクター

4 909449 429211

※電気式スピードメーター車専用
※機械式スピードメーター車に取り付けにあたり、
別売りのデンスピ
変換アダプター
（純正スピードメーターギアBOXの軸回転をパルス
信号に変換するアダプター）
が必要となる場合があります。

尾てい骨プロテクター
収納時

※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。

2013/4（P8）

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。

・内蔵プロテクターはドイツの高機能プロテクターメーカー、SAS-TEC（サステック）
製。高い衝撃吸収性を発揮する素材でつくられた、軽くてソフトなプロテクターです。
ヨーロッパの安全基準、
ＣＥ規格を取得しています。
・内蔵プロテクターは脱着が可能。生地部は手洗いできます。
・ひざ裏部分は、蒸れを軽減するメッシュ仕様。
（ベルト巻きの方向は左右同一です。）
・ズレを軽減するアジャストベルトを装備しています。
・左右１set。
■フリーサイズ

〈サイズ〉
製品置き寸法／全長345mm、アジャストベルト長390mm、足首側周120mm、ヒザ上側周
150mm。
適応範囲の目安／足首側約245〜360mm、
ヒザ上側約305〜450mm。
カ 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
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

71230 ¥4,935（¥4,700）

4 909449 427187
〈素材〉
２ＷＡＹニット、
パワーメッシュ、SAS-TECプロテクター
※

は規定の条件を満たせば ※
公道使用できます。

2013/4（P1）

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。

