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MOTO GPS RADAR LCD 3.0

未掲載

8月上旬発売
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モト ジーピーエス レーダー エルシーディー 3.0

2016

最新データ無料ダウンロード更新！

液晶画面

Bluetooth
ヘッドセット
対応

バッテリー
内蔵

tooth
デイトナ製B lue
インカム推奨

防水性能
IPX7
相当

2016

2016

超高精度
小型オービス （環状交差点） 【ゾーン30】 受信可能衛生数 59基
移動式

ラウンドアバウト

新交通規制

対応

対応

対応

GPS・グロナス・みちびき・ひまわり・GAGAN

最速GPS測位

2016

2016

2016

初回生産分にクルマ用ス
テー（78181 ¥1,400）
が付属するキャンペーン
をおこないます。

ワン
ボディ

18 3.0 G

バンド受信

インチ液晶

センサー

超高感度
トリプルエンジン

アイドリング
ストップ車対応

GPSデータ

取締データ

件以上収録

件以上収録

160,000

2016

2017

41,000

補修部品

2017

USB/DC変換ケーブル

全長:0.6m
※ACアダプターは別途お買い求めください。

94417 ¥800

2017

ヘルメットスピーカー（有線）

スピーカーケーブル：0.2m
カールコード：1m
※スピーカーとカールコード接続部は防水性があり
ません。雨天時の使用にはご注意ください。

スピーカー

78178 ¥1,500

カールコード

78179 ¥950

イヤホン電源防水ゴムキャップ
本体付属の補習用ゴムキャップ

94418 ¥550
視認性の高い高照度LED
を採用。警報に報じて色が
変化します。

別売品（OPTION）

シガーコード
全長:2m
※シガーソケット側は防水仕様ではありません。

電源電圧
最小消費電流
最大消費電流
受信方式

DC5V専用
150mA以下
900mA以下
パラレル33ch
ダブルスーパーヘテロダイン

測位更新時間
検波方式
動作温度範囲
対応SDカード
本体サイズ

最短0.5秒
FMトラッキングタイムカウント方式
-10℃～60℃
microSD/SDHCカード16GB以下
116(W)×61(H)×29(D)/mm（突起部除く）

94416 ¥2,100

液晶ディスプレイ 3.0インチTFT
表示面積
64.8(W)×38.8(H)/mm
重量
190g

バイク用ステー
M10タイプのミラーに取り付けできるステー。

78180 ¥1,400
クルマ用ステー
車で使用する際にダッシュボード等に固定するため
のステー。

MOTO GPS RADAR LCD 3.0

94420 ¥34,500

78181 ¥1,400

※車両への取り付けは、別途ステーが必要となります。

補修部品＆別売品のバーコードリストはラブレター同封の別紙をご参照ください。
※ は2016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。

2016/7（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
LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H7

高輝度LED素子を合計12個配置したワイドな配光！

明るさ 2250 ルーメン

（当社測定より）

防塵防水構造
電動ファン採用！
！

車検対応

【二輪車専用】
コンパクト設計

色温度

6500 ケルビン

ハロゲンバルブ比
約半分の消費電力

BELLOF社と共同開発。
大光量、
コンパクト、高寿命、高品質LEDヘッドランプバルブForce Ray H4に続きH7バルブ登場。

ワイドな照射光
安定した性能と耐久性を持つフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲ
ンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。

大光量＆省エネルギー
ハロゲンバルブ比約半分の消費電力で1.5
倍相当の明るさを実現。
対向車を眩惑せず発光するLowビームで
の使用はもちろん、瞬時に大光量が必要な
Hiビーム用としても十分対応可能です。

コンパクト

長寿命
大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシ
ンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ
長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。

ファンを搭載しながらもハー
ネスを下側より取り出し、後
方スペースを確保するコンパ
クト設計。

【純正ハロゲンバルブツメの向き】

【フランジ部の取り外し】
フランジを持ち、LEDバルブASSYのヒートシンク部を左に回転させロックを解除し、
フランジ部を引き抜きます。

ツメ上

ツメ下

ツメ左

ツメ右

引き抜きます
ストッパー

ロック解除

【LEDバルブフランジの向き】

フランジ部

切り欠き

LEDバルブASSY
●フランジ部は、4方向のハロゲンバルブツメの向きに対応しています。
※フランジ内に4方向に対応した切り欠きがあります。
※ は2016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。

2016/7（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。

未掲載

発売中

照射特性
小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター（反射鏡）を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。

■ハロゲンバルブ比較 / Lowビーム（※停車時）

■ハロゲンバルブ比較 / Hiビーム（※停車時）

テスト車両：GSX-S1000F ABS

純正ハロゲン

テスト車両：GSX-S1000F ABS

デイトナBELLOF

純正ハロゲン

デイトナBELLOF

※GSX-S1000F ABSへのお取り付けには、車体側の防水カバーやハーネス類に加工が必要となります。

43mm

43.5mm

バルブの比較
ファンを搭載し、4方向のツメの向きに対応するフランジセパレート設計にしな
がらも、後方寸法をおさえます。
バルブフランジより前側はハロゲンバルブとほぼ同じ突出量でヘッドライト側の
バルブシェードに対応します。
※バルブシェードまでの寸法確認が必要です。

40mm

15mm

【加工用の防水ラバーが付属します】

ハロゲンライト

ＬＥＤ素子をハロゲンランプと
同位置に配置

防水ラバー
■防水ラバー断面図■
外側を使用する場合 内側を使用する場合
内側部分
をカット

45mm

フォース・レイ

外側部分をカット

防水ラバー
付属防水ラバーはヘッド
ライトに合わせて慎重に
カットし、長さを調整して
ください。

（単位/mm）

●両面計12個のLED素子をコン
ト ロ ー ル 。直 線 的 で は な く 、
H.I.D.に近いワイドな照射。
●放熱に優れた軽量なアルミフィ
ンにブラックアルマイト処理を施
し、質感もアップ。

●防塵・防水IP67仕様の高速ファ
ンで確実に放熱。

LED Bulb Side view

Driver Unit

94284 ¥21,000

LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ H4

注意事項
●この商品は、車検対応ですが検査官によっては不適合と判断される場合があります。あらかじめご了承のうえ、取り付け作業を行なってください。
●この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流（DC）
12V二輪車専用品です。6Vや交流（AC）の二輪車、またハロゲンバルブ採用であっても、四輪自動車に
は使用できません。
●この商品を改造して使用しないでください。また、落としたり、無理な力を加えたり傷等を付けないでください。破損した場合、ケガの原因となったり、
製品の機能低下や寿命時間の短縮につながる可能性があります。ハーネスの加工や、延長も同様です。
（保証対象外）
●ご購入の前に、お取り付け車種とバルブ形状が一致していること、
寸法図を参考に純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離やヘッドライトケー
ス内や後方に取り付けスペースが確保されている事をよくご確認ください。またハンドルを左右限界に動かした際に、フロントフォークとのスペースも
併せて確認が必要です。車両によっては、純正シェードの取り外し、ヘッドライトケース内や後方にある配線類の取り回し変更等が必要となる場合があ
ります。
●商品付属のドライバーユニットは、若干ノイズが発生します。メーター等のデジタル機器類から離した位置に取り付けてください。
●点 灯していたバルブは高温です。バルブ消灯直後のバルブ交換作業はおやめください。ケガややけどの原因となります。
●この商品は、ヘッドライトの種類により、点灯時の明るさや発光色が変わる場合があります。
●ハロゲンバルブのヘッドライトは、ハロゲンバルブ用のシェードやレンズカットが施されています。LED素子は、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置
に配置しておりますが、発光状態や明るさと色温度が変化するため、ヘッドライトの種類によっては照射光にリフレクターのカットラインや、ハロゲン
バルブでは見えなかった光が出る可能性があります。
●灯具が2灯以上ある車両は、左右の同軸上のバルブ色温度を合わせてください。HiビームまたはLowビーム使用時に、同軸上の左右色温度が違った
場合、保安基準に適合しません。
NG例・・左側（LEDバルブ（Low））/右側（純正ハロゲン（Low））
OK例・・左側（LEDバルブ（Low））/右側（LEDバルブ（Low））
●BMW等の輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し点灯しない場合や、球切れ警告灯が点灯する場合があります。
●外気温-30℃～90℃の環境下でも使用可能。7Ｖ～17Ｖまでの電圧に対応します。
※電圧7Ｖ以下の場合、フラッシング等が発生し、レギュレータートラブル等で電圧が17Ｖ超える過電流が入力された場合も破損の原因となります。

※ は2016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。

2016/7（P3）

LEDヘッドランプバルブ フォース・レイ（H4 Hi/Low）は、ラブレ
ター5月号P2、3にて掲載しております。

94282 ¥23,500
※ 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
HBJ-042 64コーチジャケット

MENS

LADIES

春 秋 冬

未掲載

7月上旬発売

流行り廃りのない普遍的なデザインであるコーチジャケットを60/40生地で仕立てました。防風フィルムと
蓄熱フェルトの三層ボンディング加工でしっかり感のある生地に仕上がっています。
一般服のコーチジャケットと比べ、生地厚があるためバタつきにくく、胸部、背中にプロテクターを標準装備。
襟部分には隠しドットボタンを使い、バタつきを抑えるなど、バイカー目線で作ったコーチジャケットです。
プロテクターの入門編としてもさっと羽織れ、何かと使えるアイテムです。
※胸部プロテクターは、別売の瞬間硬化タイプ（93103）¥2,800にアップグレード可能です。
●表地：コットン60％/ナイロン40％（撥水加工）
肩・ひじ
背中
胸部
プロテクター
プロテクター
パッド
●裏地：ポリエステル100%

〈カーキ〉

〈バーガンディ〉

〈ブラック〉

各

※モデル身長173cm、体重66kg、Lサイズ着用

S

M

L

XL

カーキ

94644
94648
94652
94656

94645
94649
94653
94657

94646
94650
94654
94658

94647
94651
94655
94659

バーガンディ
ネイビー
プロテクター

¥13,800

カラー

ブラック

バーコードリスト＆サイズ表はラブレター同封の別紙をご参照ください。

GIVI E160 後付ランプキット（LED）
（V56シリーズ用）

未掲載

7月中旬発売

別売品（OPTION）

V56シリーズ用OPTIONランプキット。LED色は赤です。
V56NT/NNT（TECHスモークレンズ仕様）にも使用可能。

0.5h

※ハイマウントストップランプ付き車には取り付けないでください。
※取り付けにはケース本体への穴開け加工が必要です。

E160 後付ランプキット（LED用）

92358+94461：装着例

94461 ¥11,000

グラブバーキャリア

未掲載

7月上旬発売

使い勝手の良いグラブバー付きキャリア
ラインアップ追加
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいキャリア。
GIVIの汎用ベースが取付できます。
●カラー：黒色電着塗装仕上げ
●パイプ径：15.9mm
●最大積載量5kg
※GIVIケースは30ℓまで装着可能ですが、GIVIケースと取付ベース、積載物の重量がキャリア本体の積載
制限以上にならないように積載してください。

■KLX250（'08〜）FIモデル
93920 ¥11,000
■D-TRACKER X（'08〜）FIモデル

装着例：76872 ＋ 93920
装着車両：■ D-TRACKER X
※ は2016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。

2016/7（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。

GIVI NC750X（'16）用フィッティング

未掲載

7月下旬発売

待望のNC750X（'16）用登場！！

94455+91332+91473：装着例

GIVIトップケースを装着するために必要。
ベース（モノキー用M5/ M7、
モノロック用M5M/M6M）は別売り。

94455+91332+94458+91473+79530：装着例

GIVI OBKサイドケースを装着するために必要。
※単独車体装着不可。
1146FZ（94455）または、
1146KIT（94459）との同時装着が必要です。
※純正グラブレール/リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
※個体差による純正リアカウルへの傷つき注意。
※純正リアウインカーが接触するため、フェンダーレスキットは同時装着できません。

※最 大積載量：モノキー10kg、
モノロック3kg。操縦性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
 正グラブレール専用。
※純
※個体差による純正リアカウルへの傷つき注意。

■NC750X（'16/01〜）

■NC750X（'16/01〜）

1146FZ

PL1146CAM

94455 ¥17,500

94458 ¥40,000

上記の他にPL1146（94456）、PLX1146（94457）、
1146KIT（94459）も定番品としてラインアップ予定。ご期待ください。

GIVI SRVフィッティング

未掲載

発売中

人気のYZF-R25用、Ninja250SL用、
好評につき再入荷決定！！
穴開け加工不要でボルトオン装着できます！
YAMAHA YZF-R25/ABS（'15）、
YZF-R3 ABS（'15/4〜）、MT-25（'15/10〜）、MT-03（'15/10〜）に
GIVIモノロックトップケースを装着可能。M5Mモノロックベース付属。
1.0h
純 正アシストグリップ（M T- 25/03のみ 標 準 装 備）/リアフェンダー/ マフラー/タンデムステップホル ダー専用。
MT-25/03は純正アシストグリップとの同時装着が可能。
※カタログ制作当時は製品仔細、実車取付未確認だったため、2016カタログ掲載のGIVI車種別フィッティング適合表には「定番外商品（品番/価格未決）」
として記載いたしましたが、SRV-R25フィッティングは定番品（94263）として通常在庫いたします。
※B27、E250、E230（=M5Mベース非推奨品）以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量（=ケース内収容物のMAX総重量）3kg。
※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、
モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。
※市 販のフェンダーレスキット（当社91624含む）は同時装着できません。

装着例：94263 ＋ 92285
装着車両：■ YZF-R25

■YZF-R25/ABS（'15）
■YZF-R3 ABS（'15）
■MT-25（'16）
■MT-03（'16）
装着例：94263 ＋ 92285
装着車両：■ MT-25

SRV-R25

94263 ¥19,000

M5Mモノロックベース付属。
純正リアフェンダー/マフラー/タンデムステップホルダー専用。
※B27、E250、E230（=M5Mベース非推奨品）以外のGIVIモノロックケース専用。最大積載重量（=ケース内収容物のMAX総重量）3kg。
※M5Mモノロックベース付属。穴位置が合わないため、
モノロックケース付属汎用ベースは取り付けできません。
※市 販のフェンダーレスキット（当社91626含む）は同時装着できません。

■Ninja250SL（'15）
装着例：93169 ＋ 92285
装着車両：■ Ninja250SL
※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

SRV-NINJA250SL
※

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。

93169 ¥18,000
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2016/7（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。

GIVI ST602 タンクロック

未掲載

発売中

1番人気のモデルがリニューアル

94560+75028：装着例

iPhone6Plusが収納操作可能。

●容量：4ℓ
●サイズ：底部縦290×底部横240×高さ170mm。
●付 属部品：レインカバー、セーフティベルト、カード＆
コインホルダー付きアタッチメント。
※最大積載重量：2kg
※取り付けには別売のイージーロックが必要。
※機 種によっては、クリア面越しの機器操作ができな
い場合があります。
レインカバー

中に充電が必要な
物を入れた時に配
線をここから通して
充電ができます。

カードコインホルダー装着時

脱着可能なサングラスホルダー付き。

バッグを外した時もスタイリッシュで
目立たない。

レバー操作1つで簡単脱着。

※iPhone6Plusは保護ケースがついていると収納できない場合があります。
※写真のスマートフォンはiPhone6。

ショルダーベルト

サングラスホルダーを外せば、500mℓ
ペットボトル、上着、スマートフォン、長
財布、モバイルバッテリーが収納可能。

リフレクター

ST602

94560 ¥15,500

価格および仕様変更による品番変更
これまで徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、円安や原材料の高騰などの影響により下記商品の値上げと一部商品の仕様変更を余儀なくされる状況となりました。
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、宜しくお願い申し上げます。
※旧品番でご注文いただいた場合、新品番への自動振り替えは行なえません、ご承知おきください。
【発売中】
品名

旧品番/旧価格

2016カタログ掲載ページ

品番/価格

HBアメリカンサドルバッグ/27ℓ/コンチョ

74358 ¥16,000

P294

94150 ¥19,000

JANコード

2016カタログ掲載ページ

未掲載

仕様

仕様

金具がアンティークゴールド
収納内部のベルクロ

金具がメッキ
収納内部に内ポケット

強化シリンダースタッドボルト

未掲載
従来品（62143/62144）より中間のストレート部分の直径をφ5.3→
φ5.9に大径化。約10%の断面積UPにより高剛性化を実現しました。
材質は従来品同様にクロムモリブデン鋼の調質材を使用。
ハイパワーエンジンに見られるストローク時のエンジンのぶれや、振動
による破損を抑えることができます。
オール削り出し（ネジ部：転造）、黒亜鉛メッキ仕上げ。
純正同様のストッパーコブ付。

φ5.9

■モンキー/カブ系50〜70ccエンジン

93301

93302

火

金

土

26 27 28 29 30 1

2

6月

3

4

5

水
6

木
7

7月

8

93301 ¥4,800

ロングキャップナット付（193mm×2/201mm×2）

93302 ¥5,800

9

第8回

新 茶の季 節の「いらっしゃいませ 」 遠路ご来場ご出展いただき誠にありがとう
ございました。
社員一同、心より御礼申し上げます。
来年も新茶の季節にお会いできる日を
楽しみにしております。

17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

赤字は、休日とさせていただきます。

※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

純正品

ご来場、ご出展ありがとうございました。

10 11 12 13 14 15 16
24
31

93301

▲

月

キャップナット無（188mm×2/196mm×2）

φ5.3

INFORMATION

2016年7月営業日カレンダー
日

発売中

※

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。

2016/7（P6）

※ 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。

