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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.
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ストロンガーチェーンロック

さらに長い4、5、6ｍ登場！
建物や車との施錠でも十分な長さです。

2016

2016

2016

2016

長さをラインアップ

2016

ピッキングに強い
6ディスクシリンダーキーを採用！
φ12

長さ6m使用例

2016

2016

ロック本体はディスクロックとして使用可能！持ち運びに便利なコンパクトサイズ

2017

夜に便利！LEDライト

2017

ボタンを押すだけで
簡単にロックができます。
鍵を回してロックする手間
がありません。
（ロック時のみ）
ディスクロックとして使用可能

2017

※LED付きのカギは1本のみ

φ12の極太リンクを使用した長いチェーンロック。柱と一緒にロックするのに十分な長さを設定。ロック部は持ち運びできるよう、
ディスクロックを使用。
※ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ロック本体をディスクロックとして使用する場合、あらかじめディスクローターにφ12.5のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。
※スペアキーは作れません
※チェーン単体での重量となります。あらかじめご了承ください。

4.0m

5.0m

6.0m

長さ4メートル使用例

長さ5メートル使用例

長さ6メートル使用例

●チェーン重量：約11.4kg【1月下旬発売】

●チェーン重量：約14.2kg【1月下旬発売】

●チェーン重量：約17.2kg【1月下旬発売】

NEW

NEW

NEW

4.0m

●チェーン重量：約5.7kg
2.0m

注意

5.0m

95000 ¥17,000

【発売中】 ●チェーン重量：約7.1kg
2.5m

91513 ¥10,000

6.0m

95001 ¥20,500

95002 ¥24,000

【発売中】 ●チェーン重量：約8.6kg
3.0m

91514 ¥12,000

【発売中】

91515 ¥13,500

キーが完全に差し込まれた状態で、解錠方向にキーは約180°回転し、シャフトを外すことができます。
キーが完全に差し込まれていない状態では、解錠方向にキーは90°程度しか回転しません。これ以上回転させようとしても構造上不可能です。
無理に回転させますと、キーが破損する場合があります。

※ 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。
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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
ストロンガーディスクロック

未掲載

1月下旬発売

STRONGER DISC LOCK

ストロンガーディスクロック

■
■
■
■
軽量コンパクトで持ち運びも楽々！

ポケットに入る軽量コンパクト設計で、
持ち運びに便利！
スパイラルケーブルを掛けるのに最適な専用シャフト！
スパイラルケーブル装着で、防犯効果と取り外し忘れの対策！
ほこり・雨から鍵穴を守るシャッター付き！

スパイラルケーブルで取り忘れ防止！

鍵穴シャッター付きでシリンダー保護！
φ13

鍵穴
シャッター

構成品一覧
鍵3本

スパイラル
ケーブル

本体

ケーブル掛け
専用シャフト

●重さ：154g

・φ4
・有効長 1.3ｍ

注意
●ロックを装着したまま車両を移動させないでください。●スパイラルケーブルを外してから、ロックを解錠して
ください。スパイラルケーブルを外さずにロックを解錠すると、シャフトが飛び出し車両にキズが付く恐れがありま
す。●鍵穴のシャッターを完全に開かないと鍵が回らない場合があります。●あらかじめ、ディスクローターにφ13
のシャフトが入る穴があること、穴が大きすぎないことを確認してください。●ブレーキディスクの厚みが7ｍｍ以上
ある車両には使用できない場合があります。●鍵の複製はできません。

94883 ¥2,600

GIVI E43NTL-ADV モノロック

未掲載

1月下旬発売

大好評のE43N！特装モデルが登場

装着例

インナーボトムマット

ADV（アドバンス）はE43NTL（STD）にインナーボトムマットやバックレスト、上蓋フック＆
ネットを付加した特装モデル。
●2ボタンタイプ ●本体ベース込み重量：5kg ●奥行×幅×高さ：455×545×318（mm）
（バックレストは除く）
●最大積載重量：3kg ●容量：43ℓ※1 ●ヘルメット1個とライディングウエアが収まるサイズ。
◎アタッシュケース参考サイズ：奥行×幅×高さ＝300×425×80mm
※1 E43NTL本体の容量は43ℓですが、ADVモデルはインナーボトムマット分実容量は少なくなります。
※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。
※ケースやフィッティング、純正キャリア等の指定を超える総重量となる内容物をケースに収納、または上蓋のネットの中
に積載することは絶対におやめください。

E43NTL-ADV

95342 ¥30,000

補修部品/別売品（OPTION）

0.5h

0.5h

※E43シリーズ本体の容量は43ℓですが、ADVモデ
ルはインナーボトムマット分、容量は少なくなります。
※ケース内に入れる荷物へのダメージを完全に防ぐこ
とはできません。

未掲載

※E 43NMLに取り付けする場合、ケース上蓋への穴
開け加工（2か所）が必要となります。

1月下旬発売

GIVI PE43N E43用 インナーボトムマット

株式会社

※E 43NML/E43NTLに取り付けする場合、ケース
上蓋への穴開け加工（4か所）が必要となります。
※ケースやフィッティング、純正キャリア等の指定を超え
る総重量となる内容物をケースに収納、または上蓋の
ネットの中に積載することは絶対におやめください。

未掲載
1月下旬発売

GIVI Z437G740 E43エンブレム

94990 ¥5,000
※ は2016カタログ掲載頁。

0.5h

E43NTL-ADVモデルには
標準装着されています。
E4 3NTL-ADVには補 修
部 品 として、E 4 3 N M L /
E4 3N TLにはオプション
品として使用可能。

E 4 3 N T L / E 4 3 N T LADVモデルには標準 装 着
されています。
E 4 3 N T L / N 4 3 N T LADVには補修部品として、
E43NMLにはオプション
品として使用可能。

E43NTL-ADVモデル
には標 準 装 着されてい
ます。E43NTL-ADVに
は 補 修 部 品 として 、
E43NML/E43NTLに
はオプション品として使
用可能。

GIVI E125&NE43N アンカーネット

94991 ¥3,500
※

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。

未掲載
1月下旬発売

94988 ¥5,000

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。

KEDOアルミチェーンガードミニ

世界で認められた
ＳＲパーツを日本へ。

未掲載

リア サ ス 交 換 時 に
ノーマルチェーンケー
スと接触する場合の
同時装着必須商品で
す。ＫＥＤＯオリジナ
ル品と異なりチェー
ンガードとフレームの接触防止のためクッションスポ
ンジを付属しています。
●材質：アルミ ●取付条件：リアサス外径φ68以下
※取 付時にはチェーンとチェーンケースが 接 触しないように、
チェーンの張り調整を行ってください。特にリア側のスプロケッ
トの丁数を大きくした場合、チェーンとチェーンガードが接触し
やすくなります。

装着例

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）

KEDOフラットボールタペットスクリュー
未掲載

本品

95115 ¥7,500

KEDOヘッドマウントデコンプレバーキット

1月下旬発売

未掲載

バルブ端面に摩耗やカジリの起こしやすいノー
マルタペットスクリューの対策用としてご使用い
ただけます。先端がボール形状になっており、常
にバルブを一定に押すことができるためバルブ
の耐久性UP。特に強化バルブスプリングを組ん
だチューニングエンジンには必須です。重量も
ノーマルから25％軽量化され、
サージングの発
生を軽減します。調整しやすい六角タイプ。

純正

※タペットスクリューからボールが取れやすいため、取り付
け、取り外し時に注意が必要です。
※取り外し時にはピックアップツール（マグネット付き）が
必要です。

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）

装着例

KEDOエキパイ用トルクバルブ

※K EDO社の品質基準での商品ですので、商品なりの品質となります。小傷など
がある場合があります。

95111 ¥9,000

KEDOリアハブダストキャップ
1月下旬発売

社外品（1重管）のエキゾーストパイプの入り
口に取り付けます。内径を細く絞り流速を
上げることでパワーＵＰを実現します。
※純正品のエキゾーストパイプには使用できません。
※フランジ部内径40ｍｍ以上のエキゾーストパイプ
（社外品）に使用可能です。

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）

未掲載

1月下旬発売

むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取
り付けできます。

装着例

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）

95113 ¥1,900

RRディップスティック温度計

95112 ¥7,000

未掲載

KEDOスピードメーターギアプラグ
未掲載

1月下旬発売

純正シリンダーヘッドへコンパ
クトにマウントできます。デコ
ンプケーブルレスで、すっきり
したハンドル周りを実現。アル
ミビレットのマウントとベリー
ショートケーブル、レバーの
セット。

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）

95110 ¥3,500

未掲載

1月下旬発売

1月下旬発売
95108：装着例

95109：装着例

1月下旬発売

RR社製のディップスティック温度計。クラ
ンクケース内部の温度を測定します。メー
ター内にミネラルオイルが封入されてお
り、耐振動性に優れます。
（目盛：140℃）
Made in Germany
※K EDO社の品質基準での商品ですので、商品な
りの品質となります。小傷などがある場合があり
ます。
※油温の測定はできません。

95108

電気式スピードメーターを使用し、スピードメーター
ケーブルを取り外した場合にメーターギアの水やほこり
の侵入を防ぐプラグ。

装着例

※フロントドラムブレーキの車両には取り付けできません。

■SR400/500（'78〜'84）
■SR400（'01〜'16）
※ は2016カタログ掲載頁。

株式会社

95114 ¥1,900
※

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。

95109

■W400（'06〜'08） ■W650（'99〜'08） ■W800（'11〜'15）
ホワイト

95108 ¥12,000

ブラック

95109 ¥12,000

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。

ウインドシールド HCシリーズ/SSシリーズ

未掲載

1月下旬発売

通勤が快適になるウインドシールドHC/SSにBW'S125（'16）
〈BG11〉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。

94739：装着例

94740：装着例

■BW'S125（'16）〈BG11〉

94739

94740

HC（ミドルサイズ：クリアー）

94739 ¥13,800

SS（ショートサイズ：スモーク）

94740 ¥13,800

グラブバーキャリア

未掲載

1月下旬発売

大きな荷物もラクラク積めるロングキャリア

1.0h

大きな荷物も安定して積載できるシンプルなスチール製リアキャリア。タンデム時はグラブ
バーとしても使える握りやすい形状です。もちろんGIVIのハードケースも30ℓまで取り付け
可能。2LD2/3の場合はタンデムシートの座面とキャリア積載部分がフラットで荷物が積
みやすい設計。
●黒色電着塗装仕上げ。 ●パイプ径25.4mm。
●積載部分寸法：長さ約200×幅（前側）270×幅（後側）
190（mm）
●最大積載重量：5kg
※GIVIケースは30ℓまで装着可能ですが、ケース取付ベースとケース、積載物の合計重量がキャリア本体の最大積
載重量以上にならないようにしてください。

■マジェスティS〈2LD1/2/3〉

装着例

94810 ¥13,000

BRAKING

未掲載

発売中

1.0h

進化した第二世代型WAVEディスク。
WAVEディスク従来の性能「制動力の向上」、
「耐熱ヒズミ」、
「軽量化」、
「操
縦性の向上」を受け継ぎ、さらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型
ディスクローターとして誕生した「SK2」は、ブレーキ性能を高め、高いコント
ロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
装着例：95105

装着例：95106

SK2

SK2

FIXED
■ＧＳＸ-Ｓ1000/Ｆ ABS（'15〜'16）

※外径φ310

95104

95105

月

1

2

8

9

1月

火

水

木

金

土

3

4

5

6

7

2

3

株式会社

95106 ¥16,900

20冊セットで1冊分の価格をサービス

4

（19冊分の価格で20冊お送りします。
）

赤字は、休日とさせていただきます。
※ は2016カタログ掲載頁。

WF7531

2017年1月25日まで初回予約注文特典

22 23 24 25 26 27 28
1

95105 ¥28,500

巻頭特集のテーマは
「ツーリングにキャンプをプラス」
ツーリングの目的は何ですか？きれいな景色？美味しい物？それも十分に楽しいで
すが、次はキャンプにトライしてみませんか？自然の中の読書、満天の星空、そして
焚き火の暖かさ。今まで経験した事の無い楽しさが加わりますよ！

15 16 17 18 19 20 21
2月

WK142R

2017デイトナ総合カタログ２月下旬発売！

10 11 12 13 14

29 30 31

※外径φ250

95106

95104 ¥28,500

INFORMATION

2017年1月営業日カレンダー
日

※外径φ310

WK142L

※

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。

2017/1（P4）

先行予約
受付中

初回限定20冊セット 95352 ¥47,500
1冊売り

95349 ¥2,500

ご予約に関しましては、別紙先行予約のご案内を参照ください。

※ 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。

