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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 email.

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

キャンプシートバッグ DH-713

未掲載

8月下旬発売

HenlyBeginns MOTORCYCLE CAMPING DUFFEL BAG DH-713
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キャンプツーリングに最適

2017

「キャンプツーリングや北海道ツーリングに必要な荷物を1つのバッグに収納する！」がコンセプトのビッグサイズシートバッグ。内寸690mm
で長さのある物も収納可能です。シートからはみ出した部分のたれを防止する2本のアルミパイプ（2mm厚）／横面には四角い形状を保つワ
イヤーフレーム／荷くずれを防止するインナーフレームのトリプルフレーム構造。頻繁に出し入れする物の収納に便利なアウターポケット付き。
バッグ上部にはツーリングネットを固定するためのベルトループ付き。またバッグ上部には別売りのシートバッグが連結可能です。
●サイズ（ロゴ側から見て）
：縦300×横700×奥行320（mm）※アウターポケットは含みません。 ●容量：約70ℓ ●素材：1680Dポリエステル

2017

2017
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■テント、チェア、コット、シュラフ、テーブル、焚き火台、着替え、クッカー、ランタン、ヘッドライト、コップ、箸、ペットボトル、銀ロールマット、
レインウェア、レイングローブ、メカニックグローブ、防寒着、パンク修理キット

特徴

2017

2018

ワイヤーフレーム
アルミパイプ

2018

2018

の

mm

90

が
長物

インナーフレーム

6 !
最大 OK
収納

（インナーフレームは上 面 以 外
の全ての面に入っています。）

ワ
 イドサイズ

トリプルフレーム構造

拡張機能

長さのあるキャンプ道具も収納OK。

3つのフレームがバランスを取り型崩れやたれを防止。
※イメージです。

別売のシートバッグ（開発中）やツーリングネット（72182）
の固定が可能。自分好みのバッグにカスタムが可能。

折
 りたたんで収納

アウターポケット

両側面開口ファスナー

ホールドベルト

リ
 フレクター

使 用しないときは側面開口部を内 すぐに取り出したい荷 物や小 物の バッグ上部に荷物があっても荷を崩 キャンプ用マット等の長 物の積 載 夜間走行時を考慮し反射素材を装
側へ折りたたみコンパクトに収納可 収納に便利なポケットを両サイドに さずに両サイドから荷物の出し入れ に便利なベルト付き。
備。
能。
装備。
が可能。
［商品構成］
●本体
●レインカバー
●ショルダーベルト1本
●固定ベルト4本
●ホールドベルト2本

装着

装着例：■XSR900
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

装着例：■ZRX1200 DAEG
※

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

装着例：■NC750X
※ 0.5h は単独での取付 ※
作業時間の目安。

DH-713

は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/7（P1）

96137 ¥26,500

※ 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。

LoveLetter9
GIVI B29N モノロックケース 1ボタン

未掲載
7月上旬発売

GIVI Black embossed case 29 ltr

NEWモノロックケース登場
フルフェイスヘルメットがひとつ収納できるサイズのモノロックケース。
本体は未塗装ブラックの梨地仕上げ。
荷台に取り付けるための汎用ベース付き。
1ボタン仕様。
●重量：ベース込み約3kg
●奥行×幅×高さ・・・399×407×309（mm）
●容量：29ℓ
●最大積載重量：3kg
※表面は梨地仕上げでザラザラしています。
※フィッティングに積載制限がある場合は、
その指定値以上では積載使用しないでください。
※商品付属の汎用ベース、またはMM/M5M/M6M（別売り)専用。WIDE汎用ベース（別売り）はベースラバーが接触しな
いため、本品に使用しないでください。
※防水性を考慮した設計ですが完全防水ではありません。

95938

95938：装着例

内側最大寸法

95939

B29N レッドレンズ

95938 ¥11,000

B29NT スモークレンズ

95939 ¥12,000

GIVI SR1153 スペシャルキャリア

未掲載
7月中旬発売

GIVI Specific rear rack for MONOLOCK top case
®

GIVI 仕様変更

0.5h

GIVI E43NTL以下のモノロックケースを装着するために必要。
ラバーワッシャーが追加となり、純正キャリアに傷がつきにくくなりました。
SR1106（94023）からの仕様変更。
モノロックケース付属汎用ベースを使用して取り付け。
※純正グラブレールキャリア専用。
※E43NTL以下のモノロックケースを推奨。

■DIO110（'11〜'17）
SR1153 スペシャルキャリア

装着例

96053 ¥5,500

GIVI SRA5112 アルミスペシャルラック

未掲載
発売中

GIVI Specific rear rack in aluminium for MONOKEY top case
®

ご好評につき定番化しました！

0.5h

GIVIモノキートップケースを装着するために必要。
モノキー用アルミベース付属。
※純正グラブレールキャリア/リアフェンダー専用。
※純正キャリア部への傷つき注意。
※モノキートップケースの最大積載重量は6kg。
※接点取り付けできないため、ストップランプ付き（後付け含む）ケースは不可。純正サイドケース同時装着可能。

■BMW R1200GS アドベンチャー LC（水冷）（'14〜'16）
SRA5112 アルミスペシャルラック

装着例
※ は2017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。

95903 ¥32,500
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。

2017/7（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。

7

2017 July
GIVI PLR1144 チューブラーパニアホルダー

未掲載

GIVI PLR1144 Specific rapid release side case holder for MONOKEY® cases

発売中

ラインアップ追加

1.5h

GIVI V35/OBK以外のサイドケースを装着するために必要。
本品単独車体装着、ならびにSR1144（+指定ベースプレート）でのトリプル車体装着が可能。
●最大積載重量：片側10kg
※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。
※純正マッドガードへの穴開け加工が必要。
※純正リアウインカー位置変更のため、配線の延長が必要。

■CRF1000Lアフリカツイン/DCT（'16）
PLR1144 チューブラーパニアホルダー

装着例

95931 ¥40,000

ETCアンテナステー for アメリカン

未掲載
7月上旬発売

BRACKET OF ETC ANTENNA

アメリカンへの取り付けに特化したETCアンテナステー。
トップブリッジへの貼り付け、またはアンダーブラケット下などの車体ボルトへの共締
め固定が可能。
車体振動に耐えるため、上下の連結を両持ちにしました。
180°角度調整可能。
アンテナ別体式ETC BE700/51/31、JRM-11/21のアンテナ取り付けに使用可能。

0.5h

※認可された「2輪車ETCセットアップ店」にて取り付けしてください。
※両面テープで取り付ける場合は、貼り付け面を十分脱脂してください。
※アンダーブラケットに取り付ける場合は、あらかじめフロントフォークのストローク量を確認し、
干渉等がないことを確
認してください。
※ETCの取扱説明書に従って、決められた角度になるよう取り付けてください。

貼り付け固定例

95678 ¥1,800

共締め固定例

ウインドシールド RS

未掲載
7月下旬発売

WINDSHIELD RS

スポーティーなエアフォルム

0.5h

スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への
抵抗を軽減します。ウインドシールドの素材は、ポリカーボネート（厚さ3mmクリアー）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。またコーティン
グを施し耐傷性、耐UV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
の取り付けステー付き。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）が付属しています。
●シールド寸法：全長440mm(センター430mm)×幅375mm×厚み3mm
●カラー：クリアー

95356：装着例

95357：装着例

■GROM（'13〜'15）
クリアー

95356 ¥13,800

※('16〜)不可。

■GROM（'16）LEDヘッドライトモデル専用
クリアー
95356
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

95357
※

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

95357 ¥13,800

※2016年にモデルチェンジしたGROM(LEDヘッドライト搭載車両)専用。

※ 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。

2017/7（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。

LoveLetter9
フェンダーレスEDGE

未掲載
7月下旬発売

"EDGE" FENDER ELIMINATOR KIT

ラインアップ続々追加！

1.0h

純正同等の振動に強いPP樹脂採用！

デイトナ フェンダーレスEDGE
2021年 新基準適合品

2021年 新基準ナンバー角度に対応し、
保安基準を満たしています。

従来の「取って付けたような」雰囲気の商品とは一線を画する新世代のフェンダーレスキット。
大人のプラモデルをコンセプトとしたメカニカルなデザインは、純正のテール周りとの違和感が無く、さ
りげなくシンプルなリアビューを演出します。純正ウインカーも取付可能。車体との接続には贅沢なアル
ミ削り出しパーツを採用しました。取り付けに必要な部品が全て入ったボルトオン、カプラーオンキット。

● LEDライセンスランプ＆スリムリフレクター付属。
● PREMIUM ZONEナンバープレートホルダー/アッシュシルバーを標準装備。
●原付２種モデルは三角マークも付属し、
付属のスプラッシュガードへの貼り付けが可能。

■MT-07（'14〜'16）

■Z125 PRO（'16）

91818 ¥14,000

■Ninja1000（'11〜'13）

91817 ¥13,000

91819 ¥14,800

車種別マルチバーホルダー

未掲載

ACCESSORY MOUNTING BAR FOR CLIP ON STYLE HANDLEBARS

95379/95892は

7月下旬発売・95380/95893は 6月下旬発売

専用設計だからスマート装着

0.5h

スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取付場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8を付属し、機能とルックスを両立させました。
●バー有効長＝155mm。パイプ径φ22.2。
●スチール製黒塗装仕上げ。

95379：装着例

95380：装着例

95892：装着例

95893：装着例

95379

95380

95892

95893

■GSX250R（'17）

■CBR250RR（'17）
キャップボルトカラーM8

レッド付属

95379 ¥4,800

キャップボルトカラーM8

レッド付属

95892 ¥4,800

キャップボルトカラーM8

ゴールド付属

95380 ¥4,800

キャップボルトカラーM8

ブルー付属

95893 ¥4,800

※ は2017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。

2017/7（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。
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2017 July

ダイレクトな操作感が魅力のラジアルマスターシリンダーに、
今人気のスモークリザーバータンクをセット。
NISSINラジアルブレーキマスターシリンダー（縦型φ19）
〈スモークタンク〉

未掲載
7月下旬発売

NISSIN RADIAL BRAKE MASTER CYLINDER (PISTON DIA 19mm)

ピストンサイズφ19（横型5/8インチ相当）。レバーアジャストは6段階調整可
能。適合ハンドル径22.2mm。より格好いいハンドル周りのカスタムがお楽し
みいただけます。

2.0h

●バンジョーサイズ：M10×P1.25。
●取付可能ミラーボルトサイズ：M10×P1.25。
※定期的（2年毎）なブレーキフルードの交換を必ず行なってください。

95653

95654：装着例（試作品）※車外キャリパー装着

95654

ブラックボディ/シルバーレバー

95653 ¥22,000

ブラックボディ/ブラックレバー

95654 ¥22,000

NISSINラジアルクラッチマスターシリンダー（縦型φ19）
〈スモークタンク〉

未掲載
7月下旬発売

NISSIN RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER (PISTON DIA 19mm)

ピストンサイズφ19（横型14mm相当）。レバーアジャストは5段階調整可能。
適合ハンドル径22.2mm。より格好いいハンドル周りのカスタムがお楽しみい
ただけます。
●バンジョーサイズ：M10×P1.25。
●取付可能ミラーボルトサイズ：M10×P1.25。
※定期的（2年毎）なブレーキフルードの交換を必ず行なってください。
※左側ブレーキ（リア）用としては、使用できません。

95657

95658：装着例

2.0h

95658

ブラックボディ/シルバーレバー

95657 ¥22,000

ブラックボディ/ブラックレバー

95658 ¥22,000

サイドバイザー

未掲載

LEG SHIELD

発売中

スポーティーなエアロフォルム。CYGNUS X SR〈BF9〉用追加！

0.5h

スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。
耐衝撃アクリル製（2mm厚）を使用。MADE IN JAPAN。
※傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※安全確保のため、強力両面テープで固定した後、タッピングビスを使用して車体カウルとしっかり固定してください。
※タッピングビスを使用する際には、純正カウルへ穴開け加工が必要です。

94135

約100mm

約70mm

95909

■PCX125（'14〜'16）〈JF56〉
■PCX150（'14〜'16）〈KF18〉

■マジェスティS（'14〜'17）〈2DL1/2/3/4〉

94135 ¥10,500
94135：装着例

95915

約90mm

95909 ¥10,500

95909：装着例

※最大幅：貼り付け面から約100mm

※最大幅：貼り付け面から約70mm

約90mm

95916

■CYGNUS X SR〈BF9〉

■NMAX（'16）〈2DS2〉

95915 ¥10,500
95915：装着例
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

95916 ¥10,500
95916：装着例

※最大幅：貼り付け面から約90mm

※

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。

2017/7（P5）

※最大幅：貼り付け面から約90mm

※ 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。

LoveLetter9
スモールウインカーセット（2個1セット）

未掲載
7月下旬発売

SMALL TURN SIGNAL CLAMP TYPE(2PCS/PER)
アルミダイキャストボディのスモールウインカーセット。
12V23Wバルブ付属。2個1セット。

（mm）

●CA104端子4個付属。
●配線長：約450mm。

96063

96062

バフボディ オレンジレンズ

96062 ¥4,800

ブラックボディ オレンジレンズ

96063 ¥4,800

差し込みウインカーステー

未掲載
7月下旬発売

SMALL TURN SIGNAL BRAKET CLAMP TYPE

当社LEDウインカー/リミテッドウインカー/スモールウインカー専用差込式ウインカーステー。車両に合わせてサイズをお選び
ください。2個1セット。

B：ステー長さ

C：ネジ部

車体側
A：ネジ径

96060

96061

M10×22×14 ブラック

96060 ¥1,300

M10×30×26 ブラック

96061 ¥1,300

※ネジ径×ステー長×ネジ部で表示。単位：mm。

ウインカー取付バンド

未掲載
7月下旬発売

UNIVERSAL FORKMOUNT BRAKET TURN SIGNAL
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。
ウインカー取付穴径10mm。
2個1セット。

スチール製 φ35〜φ41（ブラック）

96578

96578 ¥1,500

赤パッド

未掲載
7月下旬発売

RED BRAKE PADS

YAMAHA NMAX用 ラインアップ追加！
コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。
温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

■寸法図

（mm）
7.5

38.25

84.8

97.8

7.5

48.5

■NMAX（'16）
■NMAX155（'17）
フロント用

95948：装着例

■寸法図

95948 ¥4,000

（mm）
8.5

37.5

95.8

8.5

51.5

109.8

95949：装着例
※ は2017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。

■NMAX（'16）
■NMAX155（'17）
リア用
は規定の条件を満たせば
公道使用できます。
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95949 ¥4,000
※ 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。

2017 July
ハイパフォーマンスバッテリー

7

未掲載
7月中旬発売

HIGH PERFORMANCE BATTERY

BMW用ラインアップ追加
NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。
充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダ
ブルチェックを行なっています。
※ 3ヶ月以上未使用で保管している場合や、端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。

■メンテナンスフリー（MF）バッテリー
要項バッテリー
10時間率容量
電解液量 本体質量

DAYTONA形式

品番

DYT52113

95944

6.11kg

95946

8.64kg

DYT53030

●ケースサイズ
W

D

●端子形状タイプ

ケースサイズ
H 高さ D 奥行

端子
形状

端子
位置

W幅

21Ah

G

①

183

171

79

28Ah

G

①

178

166

123

●端子位置

H
G

■互換表
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
形式
品番
備考

GSYUASA
形式

純正
形式

Proselect
形式

DYT52113

95944

液入り充電済み

⇔

51913（開放）

61212346800
（密閉）

GL-PS12V18

DYT53030

95946

液入り充電済み

⇔

53030（開放）

61211459650
（密閉）

GL-PS53030

◆ 参考適合車種
■BMW R1200GS
■BMW R1150GS
■BMW K1100RS/LT
■BMW K1200RS/GT
■BMW R1100/S/RS/RT 等

DYT52113

◆ 参考適合車種
■BMW R100RS/RT/GS
■BMW R80RS/GS/R 等

DYT53030

95944 ¥21,000

期間中ご購入の方にもれなく

95946 ¥28,000

LB-080

詳しい応募方法は、デイトナのPIXPRO専用ホームページをご覧ください。
daytona-mc.jp/sp/pixpro/index.html
※ は2017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。

2017/7（P7）

※ 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。

バイクに特化したフリマアプリ

1

好評配信中！
販売手数料10%のみで利用可能！
年会費、出品料などの基本使用料は不要！

オススメ
ポイント

「ブンブン！マーケット」では年会費、出品料など
の、基本使用料はかかりません。ただし販売手数
料として、商品が売れた時点で出品者様から販売
価格の10％をいただきます。現在、2017年8月
末までは、販売手数料無料にて「ブンブン！マー
ケット」
をご利用いただけます。

2

販売手数料

一般の方も、業者様も
誰でも参加できる！

オススメ
ポイント

今なら8月
末まで

一般の方も業者様も誰でも参加できるから
商品数が豊富！ 業者様利用の際は、専用の PC
管理画面に登録いただき※、PC 管理画面で
出品が可能です。

無料
3

オススメ
ポイント

写真を撮って
約 2分で簡単出品！

スマホのカメラ機能を使ってそのまま出品
できます。また、詳細なバイクカテゴリーに
分かれているため、バイクユーザーなら迷う
ことなく直感的に出品ができます。

※ブンブン！マーケット事務局の審査が必要になります。

2017年7月営業日カレンダー
6月

月

火

水

木

金

INFORMATION

▲

日

土

ご来場、ご出展ありがとうございました。

7月

25 26 27 28 29 30 1
2

3

4

5

6

7

8

第9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。

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23 24
30 31 25 26 27 28
赤字は、休日とさせていただきます。
※ は2017カタログ掲載頁。

株式会社

29
※

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。

