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on motorcycle parts, accessories, and other information.
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スイッチングバッテリーチャージャー 12V

未掲載

2月中旬発売

価格はそのままで!!充電プログラムを最適化し、シンプルでわかりやすい表示、コンパクトボディに
ブラッシュアップしました。

回復微弱充電器

2016

■12Vバッテリー充電専用
■サルフェーション除去機能付き
■本体IP65相当の防滴・防塵仕様
ワン
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充電対応

対応バッテリー容量/二輪自動車2.3Ah～28Ah
対応バッテリー種類/二輪自動車ベント型バッテリー、シールドバッテリー、
VRLAバッテリー、ジェルバッテリー

95027 ¥6,600

IP65
防滴
防塵

12V 一般的な12Vバッテリー搭載のオートバイに対応
充電対応

本体はIP65相当の防滴・防塵仕様。

バッテリーを外してから充電する
必要はありません。
装着状態でも充電ができます。

５
ステージ

※装 着状 態でバッテリーを充電する際
は 、必ず 車 両 マニュアル 、サ ー ビ ス
データ等で電装等へ影響が出ないこ
とを確認してからご使用ください。

本 体 内 部 に 粉 塵 は 侵 入 せ ず 、い か な る
方 向 からも 水 の 飛 沫 によって 有 害 な 影
響を受けない防滴・防塵設計です。
※完全防水ではありません。

12V

ワン
タッチ

壁掛け
設置に
対応

車体接続コード付属。
接続 「バイク専用電源」との併用も。

工程

2017

2017

2017

2.3Ah～28Ah

5ステージ充電でバッテリーの状態に合わせて
最適な充電を行ないます。
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商品特長
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Switching Battery Charger

IP65
防滴
防塵

2016

壁掛け用ホール付
工具箱や自宅ガレージに!!

サルフェーション除去

電圧
（V）

ステップチャージ
セーフティーチャージ
ストップ判定

電流
（A）

メンテナンスチャージ

時間
LED表示

01.Step

02.Step

03.Step

赤

赤 緑

緑

あらかじめ車体接続コードをバッテリーに取り付けて
おけば、カプラーオンで充電可能。
※別売りの「バイク専用電源」と併用できます。

バッテリーに充電器を接続した際に、バッテリーの状態を判断し、最大5ステージの充電を行ないます。
充電後は、バッテリーが安定したところで正確に判定を行ないます。

FULL
AUTO

自動で充電をストップ

フロート充電式で充電完了時は自動で充電を
ストップし、電圧が下がると自動で充電を開
始します。

サルフェーション除去機能
鉛バッテリーを放置すると、固く結晶化されたサルフェ
ーションが発生します。本器は、発生したサルフェーシ
ョンを除去することが可能です。

本体ケースに取付穴を４か所配置。
ガレージの壁や工具箱に取付可能!
※取付スクリューは付属しません。

セット内容
対応バッテリー

二輪自動車：2.3Ah～28Ah

入力 / 出力

入力：AC100V 50 / 60Hz
出力：DC12V

本体サイズ

幅：73ｍｍ 高さ：48ｍｍ
長さ：167ｍｍ 本体重量：335ｇ

警告・注意
●使用前に取扱説明書をお読みください。
●充電中のバッテリーは、爆発性のガスが発生します。換気の良い所で充電してください。
●本器は完全防水ではありません。湿度の高い場所、雨、雪などの水分の掛かる場所での使用は避けてください。漏電・感電・充電器破損の原因になる恐れがあります。
●本器の交流入力は100Vです。指定以外の電源電圧で使用しないでください。充電器の過熱、焼損、バッテリーの液漏れ・発熱・変形の原因になる恐れがあります。
●二輪自動車12V専用です。リチウムバッテリー等には使用できません。
●指定の用途以外には使用しないでください。

※ 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。

2017/2（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
ローダウンリアショック 280mm

未掲載

2月下旬発売

1.0h 〜 1.5h

94755：装着例

ローダウンしながらもストロークを約40mm確保し、スタイルと乗り心地を両立。
最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
クロームメッキとブラックの2色をラインアップ。
取付長280mmで約40mmローダウン。
（ノーマル長：320mm）
スプリングプリロード調整5段階。
不等ピッチスプリングを採用。
（バネレート：2.4・3.2kgf/mm）
イニシャル調整工具付属。

94755

※ノーマルチェーンケースの加工またはKEDO製チェーンガードミニ（95115）の同時装着が必要。
※ショートサイドスタンド（95035/95204）の同時装着が必要。
※ノーマルフェンダー以外は、フルストローク時にタイヤとリアフェンダーが接触する可能性があります。

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'10〜'16）FI

94757：装着例

94757

クロームメッキ

94755 ¥21,000

ブラック

94757 ¥21,000

ショートサイドスタンド

未掲載

2月中旬発売

0.5h

95035：装着例

ローダウンリアショック280mm（94755/94757）を装着した際に必要とな
る、純正対比約−65mmのショートサイドスタンド。
リア約40mmローダウンまたはリア40mm&フロント0～40mmローダウンの
車両にベストマッチ。
（この場合は傾き約10～15°になります。）
フロント&リア、またはリアのみのローダウン時に同時装着をおすすめいたします。
スチール製でクロームメッキとブラックの2色をラインアップ。
サイドスタンドスイッチ使用可能。
専用リターンスプリング付属。
取付ボルト&ナットは純正を使用します。
Made in JAPAN

95035

※年式1978～1992はヤマハ純正【リンク サイドスタンド：3VD-27315-00】が別途必要です。
※ローダウン量や路面の状況によって駐車時の傾きが不適切となり、車体が転倒する可能性があります。

■SR400/500（'78〜'08）
■SR400（'01〜'16）FI

95204：装着例

95204

クロームメッキ

95035 ¥8,200

ブラック

95204 ¥8,200

マルチマウントバー FE

未掲載

特許出願中

●パイプ部、ステー：スチール黒塗装
●ミラーアダプター：スチール黒塗装
※マスターシリンダー、
リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、
取り付けできません。
※転 倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、
取り付けできない恐れがあります。

適合車種

取り付け有効長

200mm

車種専用
ステー＆ミラー
アダプター付属

取付部

94927：使用例

94927 ¥3,500

■トリシティ〈2CM9〉

純正ミラー取付穴
M10

94924 ¥3,500

■シグナスX125/SR（FI）
〈国内仕様28S、1YP〉
■シグナスXSR（'16）
〈BF91〉
■シグナスX125/SR（キャブ）
〈国内仕様5UA〉

純正ミラー取付穴
M8

94925 ¥3,500

純正ミラー取付穴
M10

94926 ¥3,500

株式会社

■アドレスV125/G〈K7/9、L3〉

パイプ径

22mm

バーコード

94923 ¥3,500

純正ミラー取付穴
M10

※Sリミテッド〈L1/3〉は不可。

※ は2016カタログ掲載頁。

1.0kg

■NMAX〈2DS2〉

■アドレスV125S/Sベーシック/SS〈L0/3〉
94927

積載目安重量

品番/価格

■PCX150（'12/2〜）
〈KF12、KF18〉 ■PCX（'10/3〜）
〈JF28、JF56〉
マスターシリンダー
■GROM〈JC61〉 ■FORZA〈MF10/MF12〉
クランプ取付穴
■マジェスティS（'14〜'16）
〈2LD1/2/3〉 ■BW'S125（'16）
〈BG11〉

94927：装着例

3月上旬発売

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。φ22.2のパイプにさまざ
まなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。

※Gリミテッド〈K7/9〉、K5/6モデルは不可。

※

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。

2017/2（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。

HB防水バックパック

未掲載

2月下旬発売

容量

16ℓ

ＨＢ 防水バックパック
SIZE：縦400×横300×厚み140（mm）

防水バッグにありがちな使いにくさを解消。
利便性と防水性を兼ね備えた設計。

雨天時はフラップをクルクル
巻いて防水性アップが可能。
通勤、
通学にもベストサイズ。

小分けポケット付き。
※A4マップ、iPhone6 Plus、モバイルバッテリー
収納例

サイドポケットを左右に装備。
※500mℓペットボトル収納例。

身長174cm
HB防水バックパック 16ℓ

94987 ¥6,500

底部の角を丸くすることでタ
ンデムシートとの接触を防止。
肉厚のショルダーストラップと背面
クッションは体への負担を軽減。

ウエスト ベルトは
背面へ収納可能。

※ 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。

2017/2（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。

GIVI E43NTL モノロック

未掲載

E43N 仕様変更のお知らせ

2月中旬発売

※E43NML（旧モデル：94450）は在庫がなくなり次第、販売終了となり順次E43NTL（95339）へ変更となります。

世界中からの要望により、GIVI社にて仕様変更が決定しました。
シルバーエンブレムが標準装備となり、上面にも同色のデザインを採用。
●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：455×545×318（mm） ●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。

E43NTL 未塗装ブラック

装着例

95339 ¥20,000

GIVI モノロック用フィッティング

未掲載

2月中旬発売

1.0h

SV650（'16）用がラインアップ追加
GIVIトップケースを装着するために必要。
指定ベースプレート（モノキー用M5/M7、
モノロック用M5M/M6M）は別売り。
●最 大積載重量：モノキー6kg、
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。
●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。
※純正リアハーネス類の取り回し変更が必要です。
※フェンダーレスキットは同時装着できません。

■SV650（'16）
3111FZ

装着例

GIVI E22用クロージングシステム

95183 ¥17,000

グリップラチェット3/8インチ

2月中旬発売

未掲載

3月下旬発売

補修部品

未掲載

0.5h

φ45mm

33mm
9.5mm

使用例

プッシュリリース付きソケット3/8インチ（9.5mm）角に、外径φ45mm、厚さ9.5mmのアル
ミ削り出しハンドルが付いたグリップラチェット。スペースの少ない場所で作業がしやすいよう
に全高33mmと薄型で、72ギヤの細かい回転が可能。

E22用補修部品
E22N用のキーを含むロック関連部品一式のセットです。

●アルミ製クリアーアルマイト ●差込角：3/8"(9.5mm)角 ●送り角度：5° ●ギヤ歯数：72枚
●寸法：外径φ45mm×厚さ9.5mm×全高33mm ●重量：62g
※トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。

構成内容：キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング

Z4023R

95030 ¥2,800

INFORMATION

2017年2月営業日カレンダー
日

1月

月

火

29 30 31
5

6

7

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9 10 11

2月

2017年デイトナ総合カタログ初回予約注文日延長のお知らせ
初回予約注文特典（20冊セットで1冊分の価格をサービス）の注文受付日を延長させていただく
こととなりました。19冊分の価格で20冊お求めいただけるお得なセットは2017年2月1日ご予

12 13 14 15 16 17 18

約までの初回限定となります。沢山のご注文をお待ちしております。

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

3月

1

2

3

95285 ¥1,500

2017年1月25日まで

4

2017年2月1日まで

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

※

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。

2017/2（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。

