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聴くだけブルートゥース2

未掲載

7月下旬発売

聴くだけ

2016

2016

ブルートゥース

2016

2016

デイトナ製レーダーとガーミン製ZUMO（ナビ）とペアリングし、同時に音声を聞くことができます。
また、従来品と比べ音量と音質をアップグレードいたしました。

装着感が
気にならない
大きさ！

小さくて使いやすいサイズ感!

Bluetooth搭載の音楽プレイヤーとワイヤレス接続が可能だから、ツーリングはもちろ
ん、通勤・通学時にも大活躍！
★iPod touch、iPhone3～6/Plus、iPad、
スマートフォン
（アンドロイド系）
はペアリング
確認済み。

2016

2016

2016

ナビゲーションの音声案内も！
Bluetooth搭載のナビゲーションとワイヤレス接続が可能だから、音声案内をワイヤレ
スで聞けて、
ツーリングの道案内に便利！
★ガーミンZUMO660/ZUMO550はペアリング確認済み。
★ユピテルATLAS MCN46siペアリング確認済み。

2017

画像は試作品
原寸大(約80mm）

レーダーの警告音も！

2017

IPX5相当の防滴仕様

当社製【MOTO GPS RADAR】
とワイヤレス接続が可能だから、警告音をワイヤレスで
聞けて、安全運転に役立ちます！

♬
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ワイヤレスで聴きたいならこれ！

ポータブルオーディオで音楽を！

2016

乾電池1本で駆動

2017

マルチペアリング対応

マルチペアリング対応だから、音楽を聴きながら、ナビやレーダー音声の待ち受けができ
ます。
※HFPプロファイルを使用した機器を同時に2台接続可能です。
※iPhoneは単独接続のみ可能で、マルチペアリングおよびマルチポイントには対応して
おりません。

※プリインストールの音楽再生アプリのみの確認です。アプリケーションによっては、正常に動作しない
可能性があります。Bluetooth非搭載（iPod touch初期型等）機器はワイヤレス接続できません。
また、iPhoneは単独接続のみ可能で、
マルチポイントには対応しておりません。
※A2DPプロファイルを使用した機器は1台のみ接続可能です。
※携帯電話を接続しても通話できません。

商品内容
レシーバー本体×1、スピーカー×1セット、
スピーカー固定用面ファスナー×2セット
ヘルメット固定用面ファスナー×1セット、
スピーカー位置調整用スポンジ×2個
装着例

レシーバー本体仕様
電源
寸法

Bluetooth仕様

電源電圧

ＤＣ1.2～1.5Ｖ

バージョン

Ｖｅ
ｒ．
４．
０

使用乾電池

単4アルカリ乾電池
（１本）
（別売り） 送信出力

Ｃｌ
ａｓ
ｓ２

レシーバー本体

80ｍｍ×27ｍｍ×21ｍｍ

スピーカー

外径φ40、厚さ9ｍｍ

最大通信距離

見通し距離約10m
※周囲の環境等に
より変化します。

スタンバイ 約80時間

対応プロファイル

φ2.5

ＨＳＰ、
ＨＦＰ、
Ａ２ＤＰ、
ＡＶＲＣＰ

認証コード
（パスキー）
「0000」

基本情報

電池寿命
（アルカリ乾電池）

出力端子

スピーカー接続端子

定格出力 約12時間
4極専用端子

聴くだけブルートゥース2
※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

94230 ¥9,500
※

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。

●接続するBluetooth機器がBluetooth標準規格に適合していても、
相手機器の特
性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・作動が異なる、
データのやり
とりができないなどの現象が発生する場合があります。
●弊社で接続確認済の機種であっても、
他社製品の場合、
ソフトウェアや仕様変更により正常に作動
しなくなる可能性があります。他社製品との作動保証はできかねますので、
あらかじめご了承ください。
●周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。法令違反になる可能性があるばかりか、
事故の
原因になる恐れがあります。
●運転中の使用につきましては、
事前に使用する地域の法律条例等をよくご確認ください。
●本商品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。
日本国内以外で使用する場合、使
用する国の電波法に従い使用してください。
※その他詳細事項については、
弊社ホームページおよび、
商品付属の取扱説明書を参照ください。
※Bluetoothは、
米国Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。
※画像は試作品です。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
※iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標はアイホン株式
会社のライセンスに基づき使用されています。

ご注意

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2016/6（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
VELONA 電気式スピードメーター φ48（非接触センサー無し）

P147

6月下旬発売

φ48
3色 取付幅 ステー
ボディ LED照明 33mm 付属

電気式スピードメーター車（車速センサーから0V-5V交互パル
ス信号がピックアップできる車両)用（注1）。
●液晶表示（MAXスピード表示、
（km/h）/（MPH）切り替え表示、電圧表示）。
●バックライトカラー：3色切り替え式（WHITE、BLUE、ORANGE）。
●オープニング付き。
注 1:純 正スピードメーターが機械式の車両（メーターケーブルを使用する車両）は
別売りのデンスピ変換アダプター
（品番：61128/93390）または非接触スピー
ドセンサー（品番：90666）が必要です。

SR400取付例 ※取付ステーおよびインジケーターは試作品

バックライトORANGE

寸法図

36
49

バックライトBLUE

91683

汎用品

取付ピッチ
33
φ48
φ54

M5
ネジ穴
単位：mm

別売品（OPTION）

発売中

■デンスピ変換アダプター

バックライトWHITE

バックライトWHITE

■200km/h ブラックボディ 3色LED
ブラックリム
ブラックボディ

デジタル
ODO
メーター

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

■140km/h ブラックボディ 3色LED
ブラックリム

デジタル
電圧計

ブラックボディ

91683 ¥14,000

デジタル
ODO
メーター

デジタル
TRIP
メーター

最高速
メモリー
機能

X1 type

61128 ¥5,600

TWIN type

93390 ¥5,600

■非接触スピードセンサー

デジタル
電圧計

汎用12V車

90666 ¥3,800

91682 ¥14,000

VELONA 電気式タコメーター φ48（パルスジェネレーター無し）

P149

6月下旬発売

φ48
3色
シフト 取付幅 ステー
ボディ LED照明 インジケーター 33mm 付属

汎用品

■9000rpm ブラックボディ 3色LED
ブラックボディ

デジタル
電圧計

最高値
メモリー
機能

フルトラ&CDI点火の直流12Vバッテリー搭載車両用（注1）。

91675 ¥14,000

バックライトWHITE

バックライトBLUE

91676

●液晶表示（MAX回転数表示、電圧表示）。
●バックライトカラー：3色切り替え式（WHITE、BLUE、ORANGE）。
●オープニング付き。
●検 出可能点火方式：1回転/1点火、2回転/1点火、
1回転/2点火、
1回転/30パルス
（注2）出力。
注 1:ECU より回転信号出力がないタコメーター未装着車両または純正機械式タコ
メー ター車 両に 取り付ける 場 合 は別 売りのパ ルスジェネレー ター（ 品 番：
92333）が必要です。
注 2:ハーレーダビッドソンの一部モデルで使用する方式です。クランクポジション
センサーからパルス信号を入力する場合に使用します。

バックライトORANGE

寸法図

36
49

ブラックリム

取付ピッチ
33
φ48
φ54

M5
ネジ穴
単位：mm

別売品（OPTION）

発売中

■15000rpm ブラックボディ 3色LED
ブラックリム
ブラックボディ

デジタル
電圧計

最高値
メモリー
機能

パルスジェネレーター

92333 ¥3,400

91676 ¥14,000

バックライトWHITE

ディップスティック油温計

未掲載

5月下旬発売

GROM専用ディップスティック油温計。
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃～200℃。
アルミ削り出しアルマイト仕上げ。

0.5h

●機 構上、オイル温度と外気温の内外温度差によりレンズ面に水滴が付着することがあ
ります。
●純正Oリングを使用してください。
●ネジ径が同じであっても適合車種以外には使用しないでください。

94241
94241

■GROM（'13〜'16）〈JC61〉

94241：装着例
※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

94288
※

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

レッド

94241 ¥6,000

クリアー

94288 ¥6,000

※ 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。

2016/6（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。

コンパクトジャンプスターター（カーボン調/ブラックへアライン調）

未掲載

7月下旬発売

緊急時の必須アイテム！！安全機能を追加し、ブラッシュアップしました。
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です。
急なバッテリー上がりにエンジンをかけることが可能。さらにiPhone6sを2回程度充電できる容量（6000mAh）があります。

USBモバイル充電1ポート5V2.1A
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5V2.1A。

暗い場所での作業も安心
高輝度ホワイトLEDを内蔵し作業灯としても使用
可能。

サイズ：縦140ｍｍ×幅77ｍｍ×高さ18ｍｍ
※写真はイメージでカーボン調を使用しています。

コンパクトサイズ。収納に便利なポーチ付き。
USB充電に対応

手の平サイズのバッテリーブースター。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。

電池本体の充電は、付属のUSBケーブルにて充電
が可能。パソコンや携帯のＡＣアダプターも使用
できます。

安全なゴムキャップ式
12V出力部は、万が一ショートをしないようにゴム
キャップが付いています。

保護機能付きケーブルで、車体も安心。

■低電圧保護機能

使用時は電池を保護するため、出力電圧を自動で制御、LEDランプでお知らせします。

※ACアダプターは付属していません。

■逆接続保護機能

万が一車体バッテリーの接続を間違えてもショートしないよう保護します。

■過充電保護機能

最適な充電を行ない、電池の寿命をより長持ちさせます。

■ショート保護機能

■コンパクトジャンプスターター

クランプのプラスとマイナスを誤って接触させてもショートしません。

■過放電保護機能

使用していないときは、自動で電池の放電をストップさせます。

カーボン調

91705 ¥13,800

ブラックヘアライン調

91716 ¥13,800

マルチバーUSB電源 5V2.1A

未掲載

発売中

USBソケット内蔵でハンドル周りすっきり。
ミラー取付部に装着可能。
バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。
パイプ径φ22.2、全長=100mm。
ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
USB5V2.1A出力で、iPhoneを始めモバイル機器の充電が可能です。
※ミラー取付面がカウル内に埋もれている場合は別途ミラーアダプター等が必要になる場合があります。

ミラークランプタイプ

装着例

94497 ¥4,600

オイルクリーンボルト

未掲載

7月中旬発売

強力磁石内蔵でシンプルな形状へリニューアルしました
最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチします。ボルト
頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴（φ2.0mm）を3方向に用意しました。

※注1

93751

●クリアーアルマイト仕上げ
※注1：あくまで磁力のイメージとなります。

93751

M12×12×P1.5

93752
※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

93753
※

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

【ホンダ・カワサキ】

93751 ¥1,500

M14×10×P1.25 【スズキ】

93752 ¥1,500

M14×12×P1.5

93753 ¥1,500

※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

【ホンダ・ヤマハ】

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2016/6（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。

ウインドシールドHC/SS

未掲載

6月下旬発売

通勤が快適になるウインドシールドHC/SSにシグナスX-SR（'16）
〈BF91〉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。

94271：装着例

94272：装着例

■シグナスX-SR（'16）〈BF91〉
HC（ミドルサイズ：クリアー）
94271

94271 ¥13,800

SS（ショートサイズ：スモーク） 94272 ¥13,800

94272

GIVI E43NML モノロックケース

未掲載

6月中旬発売

大容量でシンプルデザインのE43N
ラインアップ追加！
●2ボタンタイプ ●最大積載重量：3kg ●本体ベース込み重量：4.2kg
●容量：43ℓ ●奥行×幅×高さ：455×545×318mm
●ヘルメット1個とライディングウエアが収まるサイズ
※この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/
M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。
※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。
※E43NMLの販売に伴い、
下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。
■CB400SF/SB（'04〜'14） ■Dio110（'11〜'15） ■クロスカブ（'13） ■スーパーカブ110/50（'12）

アタッシュケース参考サイズ：
奥行×幅×高さ=300×425×80mm

E43NML モノロックケース 未塗装ブラック

GSR250F（'14）装着例：94450+94046

日

5月

月

火

29 30 31
5

6

7

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9 10 11

6月

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
7月

26 27 28 29 30 1

INFORMATION

▲

2016年6月営業日カレンダー

94450 ¥19,000

カタログ掲載の商品画像に関するお詫びと訂正
2016年カタログにおきまして、掲載商品の一部画像に、実際の色味、仕様とは異なる部分がございました。
謹んでお詫び申し上げますと共に、下記に正しい画像を掲載させて頂きます。
P134

P434

P332

77357

77358

2

赤字は、休日とさせていただきます。
※

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。

※ 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2016カタログ掲載頁。

株式会社

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

品番：68076
ヘッドライトブラケット
（マットな仕上がりになります。）

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

品番：93687/93688/93689
HBG-016カーボンメッシュグローブ
（薬指、小指もグレー地になります。）

2016/6（P4）

品番：77357 キーセット/
77358 セイムナンバーキー（ブラックブッシュが付属しています。）

※価格は
「税抜価格」
で表示しています。

